
②　国立大学の課長相当職以上の職員

人、(％)

総数 女性 男性 総数 女性 男性
（女性割合） （男性割合） （女性割合） （男性割合）

55,918 27,567 28,351 2,279 110 2,169

(49.3) (50.7) (4.8) (95.2)

56,396 28,014 28,382 2,426 138 2,288

(49.7) (50.3) (5.7) (94.3)

56,404 29,104 27,300 2,611 224 2387

(51.6) (48.4) (8.6) (91.4)

60,371 33,246 27,125 2,685 288 2,397

(55.1) (44.9) (10.7) (89.3)

62,573 35,589 26,984 2,723 262 2,461

(56.9) (43.1) (9.6) (90.4)

63,399 36,526 26,873 2,719 283 2,436

(57.6) (42.4) (10.4) (89.6)

65,056 38,023 27,033 2,827 358 2,469

(58.4) (41.6) (12.7) (87.3)

66,908 39,957 26,951 2,770 324 2,446

(59.7) (40.3) (11.7) (88.3)

69,220 41,593 27,627 2,838 349 2,489

(60.1) (39.9) (12.3) (87.7)

71,373 43,410 27,963 2,971 365 2,606

(60.8) (39.2) (12.3) (87.7)

74,919 46,256 28,663 2,989 378 2,611

(61.7) (38.3) (12.6) (87.4)
資料出所：国立大学協会「国立大学における男女共同参画推進の実施に関する追跡調査報告書」

（注）各年５月１日現在。
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