
(2) 職能団体役員

総数(人) 女性(人) 男性(人) 女性割合(％) 男性割合(％) 調査時点

34 2 32 5.9 94.1 平成27年10月

都道府県医師会 1,127 58 1,069 5.1 94.9 平成26年11月

26 1 25 3.8 96.2 平成27年10月

都道府県歯科医師会 909 35 874 3.9 96.1 平成27年10月

24 1 23 4.2 95.8 平成27年10月

地方獣医師会（55会） 980 29 951 3.0 97.0 平成27年10月

30 3 27 10.0 90.0 平成27年10月

都道府県薬剤師会 1,185 211 974 17.8 82.2 平成27年10月

90 9 81 10.0 90.0 平成27年10月

各弁護士会（52会） 445 50 395 11.2 88.8 平成27年10月

87 7 80 8.0 92.0 平成27年10月

地域会（14地域会） 407 24 383 5.9 94.1 平成27年10月

31 2 29 6.5 93.5 平成27年10月

各司法書士会（50会） 1,082 130 952 12.0 88.0 平成27年10月

92 10 82 10.9 89.1 平成27年４月

各支部（９支部） 169 10 159 5.9 94.1 平成27年４月

132 3 129 2.3 97.7 平成27年10月

各税理士会(15会） 1,041 62 979 6.0 94.0 平成27年10月

91 7 84 7.7 92.3 平成27年10月

都道府県会 1,362 279 1,083 20.5 79.5 平成27年10月

59 6 53 10.2 89.8 平成27年10月

都道府県会 1,310 178 1,132 13.6 86.4 平成27年10月

36 0 36 0.0 100.0 平成27年10月

都道府県会 637 13 624 2.0 98.0 平成27年10月

各団体調べ

日本弁護士連合会

日本税理士会連合会

日本弁理士会

日本公認会計士協会

全国社会保険労務士会連合会

日本行政書士会連合会

日本技術士会

日本医師会

日本歯科医師会

日本獣医師会

日本司法書士会連合会

日本薬剤師会
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