
④　地方公共団体の採用者の状況

イ　採用者合計（都道府県職員、政令指定都市職員）

人、(％)

総数 女性 男性 女性割合 男性割合 総数 女性 男性 女性割合 男性割合

平 成 16 年 20,673 5,573 15,100 (27.0) (73.0) 4,315 2,168 2,147 (50.2) (49.8)

平 成 17 年 20,026 5,289 14,737 (26.4) (73.6) 4,488 2,245 2,243 (50.0) (50.0)

平 成 18 年 21,157 5,222 15,935 (24.7) (75.3) 3,765 1,945 1,820 (51.7) (48.3)

平 成 19 年 20,673 5,109 15,564 (24.7) (75.3) 3,936 1,935 2,001 (49.2) (50.8)

平 成 20 年 22,306 6,306 16,000 (28.3) (71.7) 5,533 2,602 2,931 (47.0) (53.0)

平 成 21 年 22,432 6,573 15,859 (29.3) (70.7) 6,388 2,794 3,594 (43.7) (56.3)

平 成 22 年 22,737 6,881 15,856 (30.3) (69.7) 7,052 3,227 3,825 (45.8) (54.2)

平 成 23 年 22,482 6,948 15,534 (30.9) (69.1) 6,682 2,903 3,779 (43.4) (56.6)

平 成 24 年 23,793 7,170 16,623 (30.1) (69.9) 7,295 3,207 4,088 (44.0) (56.0)

平 成 25 年 24,438 7,402 17,036 (30.3) (69.7) 8,331 3,510 4,821 (42.1) (57.9)

平 成 26 年 25,393 8,275 17,118 (32.6) (67.4) 8,094 3,564 4,530 (44.0) (56.0)

平 成 27 年 26,217 8,375 17,842 (31.9) (68.1) 8,170 3,384 4,786 (41.4) (58.6)

人、(％)

総数 女性 男性 女性割合 男性割合 総数 女性 男性 女性割合 男性割合

平 成 16 年 13,290 2,303 10,987 (17.3) (82.7) 7,383 3,270 4,113 (44.3) (55.7)

平 成 17 年 13,318 2,331 10,987 (17.5) (82.5) 6,708 2,958 3,750 (44.1) (55.9)

平 成 18 年 13,467 2,258 11,209 (16.8) (83.2) 7,690 2,964 4,726 (38.5) (61.5)

平 成 19 年 12,565 2,202 10,363 (17.5) (82.5) 8,108 2,907 5,201 (35.9) (64.1)

平 成 20 年 13,456 2,563 10,893 (19.0) (81.0) 8,850 3,743 5,107 (42.3) (57.7)

平 成 21 年 13,878 2,958 10,920 (21.3) (78.7) 8,554 3,615 4,939 (42.3) (57.7)

平 成 22 年 14,382 3,216 11,166 (22.4) (77.6) 8,355 3,665 4,690 (43.9) (56.1)

平 成 23 年 14,199 3,380 10,819 (23.8) (76.2) 8,283 3,568 4,715 (43.1) (56.9)

平 成 24 年 15,531 3,547 11,984 (22.8) (77.2) 8,262 3,623 4,639 (43.9) (56.1)

平 成 25 年 15,634 3,805 11,829 (24.3) (75.7) 8,804 3,597 5,207 (40.9) (59.1)

平 成 26 年 16,031 4,183 11,848 (26.1) (73.9) 9,362 4,092 5,270 (43.7) (56.3)

平 成 27 年 15,760 4,208 11,552 (26.7) (73.3) 10,457 4,167 6,290 (39.8) (60.2)

資料出所：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」

（注） １．各年、前年度の採用者数。
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