
 ③ 選挙区・比例区別国会議員（当選者）

　  衆　議　院　　　
単位：人、％

第43回 第44回 第45回 第46回 第47回

(平成15年11月) (平成17年９月) (平成21年８月) (平成24年12月) (平成26年12月)

480 480 480 480 475

34 43 54 38 45

446 437 426 442 430

7.1% 9.0% 11.3% 7.9% 9.5%

92.9% 91.0% 88.8% 92.1% 90.5%

当選者数 300 300 300 300 295

女性当選者 14 19 24 16 18

男性当選者 286 281 276 284 277

女性当選者割合 4.7% 6.3% 8.0% 5.3% 6.1%

男性当選者割合 95.3% 93.7% 92.0% 94.7% 93.9%

当選者数 180 180 180 180 180

女性当選者 20 24 30 22 27

男性当選者 160 156 150 158 153

女性当選者割合 11.1% 13.3% 16.7% 12.2% 15.0%

男性当選者割合 88.9% 86.7% 83.3% 87.8% 85.0%

（注）第47回は、速報値。

　  参　議　院　　　
単位：人、％

第19回 第20回 第21回 第22回 第23回

(平成13年７月) (平成16年７月) (平成19年７月) (平成22年７月) (平成25年７月)

121 121 121 121 121

18 15 26 17 22

103 106 95 104 99

14.9% 12.4% 21.5% 14.0% 18.2%

85.1% 87.6% 78.5% 86.0% 81.8%

当選者数 73 73 73 73 73

女性当選者 7 7 14 8 11

男性当選者 66 66 59 65 62

女性当選者割合 9.6% 9.6% 19.2% 11.0% 15.1%

男性当選者割合 90.4% 90.4% 80.8% 89.0% 84.9%

当選者数 48 48 48 48 48

女性当選者 11 8 12 9 11

男性当選者 37 40 36 39 37

女性当選者割合 22.9% 16.7% 25.0% 18.8% 22.9%

男性当選者割合 77.1% 83.3% 75.0% 81.2% 81.2%

総務省、衆議院・参議院各事務局調べ
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