
４　メディア

（１）新聞・通信社における記者

記者総数
女性

記者数
男性

記者数
女性割合 男性割合

全従業員に
占める

女性割合

人 人 人 ％ ％ ％
平成13年 20,679 2,200 18,479 10.6 89.4 10.0
　　　14年 20,851 2,384 18,467 11.4 88.6 10.4
　　　15年 21,311 2,458 18,853 11.5 88.5 10.8
　　　16年 20,979 2,450 18,529 11.7 88.3 11.0
　　　17年 20,315 2,436 17,879 12.0 88.0 11.4
　　　18年 20,773 2,642 18,131 12.7 87.3 11.9
　　　19年 19,124 2,631 16,493 13.8 86.2 12.5
　　　20年 21,093 3,108 17,985 14.7 85.3 13.4
　　　21年 21,103 3,129 17,974 14.8 85.2 13.8
　　　22年 20,406 3,180 17,226 15.6 84.4 14.4
　　　23年 20,305 3,235 17,070 15.9 84.1 14.9
　　　24年 20,121 3,325 16,796 16.5 83.5 15.3
　　　25年 19,666 3,277 16,389 16.7 83.3 15.3
　　　26年 19,208 3,134 16,074 16.3 83.7 15.8 4.5 (6.6)
　　　27年 19,587 3,450 16,137 17.6 82.4 16.3 5.1 (7.1)

日本新聞協会経営業務部調べ

（２）放送業界における管理職
　　 団体別女性管理職の割合

全従業員 役付従業員 全従業員
管理職・
(専門職)

％ ％ ％ ％
平成13年 20.9 7.7 9.5 2.6
　　　14年 20.8 7.9 10.0 2.7
　　　15年 20.5 7.9 10.5 2.9
　　　16年 20.7 8.5 10.7 2.9
　　　17年 21.0 9.2 11.3 2.7
　　　18年 21.0 9.7 11.5 2.9
　　　19年 21.1 10.5 11.6 2.8
　　　20年 21.2 10.5 11.9 3.2
　　　21年 21.5 10.8 12.9 3.5
　　　22年 21.2 11.6 13.6 3.8
　　　23年 21.1 12.2 14.2 4.3
　　　24年 20.8 12.2 14.5 4.4
　　　25年 21.0 12.3 14.7 4.7
　　　26年 20.9 12.5 15.2 5.2
　　　27年 21.5 13.1 15.7 6.1

日本民間放送連盟及び日本放送協会調べ

（３）メディア関係団体の役員

総数（人） 女性（人） 男性（人）
女性割合

（％）
男性割合

（％）

50 0 50 0.0 100.0

1,114 32 1,082 2.9 97.1

45 0 45 0.0 100.0

12 0 12 0.0 100.0

(24) (5) (19) (20.8) (79.2)
各団体調べ

（注）１．日本新聞協会役員は、会長・副会長・理事・監事の合計。

　　　　　ついて推計したもの。

　　　４．日本放送協会役員は、会長・副会長・理事の合計。

　　　　　（放送法第49条）。

　　　５．日本放送協会の経営委員とは、放送法第28条により設置された経営委員会の委員で、日本放送協会の役員

平成2７年10月

（注）各年４月１日現在。管理職とは、課（課相当を含む）以上の内部組織の業務を管理・監督する仕事に従事する者。

　　　２．日本新聞協会加盟各社役員数については、「日本新聞年鑑2015」を基に協会会員社のうち新聞・通信108社に

　日本新聞協会加盟各社

日本民間放送連盟

日本放送協会

平成2７年10月

()内は経営委員を含む数値

　　　３. 日本民間放送連盟役員は、会長・副会長・理事・幹事の合計。

民間放送 日本放送協会

日本新聞協会

-
-
-

管理職に
占める

女性割合

％
-
-
-

-

-
-

-

調査時点

平成2７年10月

平成26年７月

-
-

-

（）内はデスク、キャップなど社内において指導・教育的立場にある者を含めた値。

　　　　　をいう。平成25年までは専門職を含む数値（専門職は平成25年度で廃止）。
　　　３．管理職とは、組織単位の長及び必要に応じて置く職位（チーフプロデューサー、エグゼクティブディレクター等）

（注）１．民間放送は各年７月31日現在、日本放送協会は各年度分。
　　　２．役付従業員とは、課長級以上の職で、現業役員を含む。
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