
６　国際

（１）　在外公館の幹部職員

①　特命全権大使・総領事、特命全権公使・公使・参事官

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

平成15年 512 14 498 190 3 187 322 11 311
(2.7) (97.3) (1.6) (98.4) (3.4) (96.6)

　　　16年 521 16 505 193 3 190 328 13 315
(3.1) (96.9) (1.6) (98.4) (4.0) (96.0)

　　　17年 499 18 481 193 2 191 306 16 290
(3.6) (96.4) (1.0) (99.0) (5.2) (94.8)

　　　18年 505 22 483 190 1 189 315 21 294
(4.4) (95.6) (0.5) (99.5) (6.7) (93.3)

　　　19年 515 28 487 195 2 193 320 26 294
(5.4) (94.6) (1.0) (99.0) (8.1) (91.9)

　　　20年 523 28 495 196 4 192 327 24 303
(5.4) (94.6) (2.0) (98.0) (7.3) (92.7)

　　　21年 545 23 522 200 4 196 345 19 326
(4.2) (95.8) (2.0) (98.0) (5.5) (94.5)

　　　22年 560 25 535 208 3 205 352 22 330
(4.5) (95.5) (1.4) (98.6) (6.3) (93.8)

　　　23年 550 25 525 199 2 197 351 23 328
(4.5) (95.5) (1.0) (99.0) (6.6) (93.4)

　　　24年 573 28 545 212 2 210 361 26 335
(4.9) (95.1) (0.9) (99.1) (7.2) (92.8)

　　　25年 565 30 535 201 3 198 364 27 337
(5.3) (94.7) (1.5) (98.5) (7.4) (92.6)

　　　26年 554 32 522 211 7 204 343 25 318
(5.8) (94.2) (3.3) (96.7) (7.3) (92.7)

　　　27年 551 30 521 207 8 199 344 22 322
(5.4) (94.6) (3.9) (96.1) (6.4) (93.6)

（注）各年７月20日現在。 外務省調べ

②　在外公館の全職員
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　　　25年
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（注）各年７月20日現在。 外務省調べ

3,350 567 2,783 16.9 83.1

3,112 431 2,681 13.8 86.2

3,355 539 2,816 16.1 83.9

84.0

3,320 518 2,802 15.6 84.4

3,315 529 2,786 16.0

3,181

15.1 84.9

15.2 84.8484 2,697

479 2,6953,174

総数（人） 女性（人） 男性（人）

総数 総数

計

女性割合（％）

総数

特命全権大使・総領事 特命全権公使・公使・参事官

3,146

3,204

3,129

477 15.2 84.8

13.7

2,676

440

453

2,764

人、（％）

3,421 556 2,865 16.3 83.7

3,330 537 2,793 16.1 83.9

86.3

85.514.5

男性割合（％）

2,669

3,385 569 2,816 16.8 83.2


	01－08　0225更新【総括表】女性の政策・方針決定過程への参画状況の推移 
	01-07総括表

	09－10　■確定：国会議員（選挙時毎）
	9-10

	11■確定　集計表：　選挙区・比例区別女性候補者数
	11

	12■確定　集計表：　選挙区・比例区別女性当選者数
	12頁

	13■確定　会派別議員数(1205　更新） 
	13

	14■確定　 集計表：（衆参事務局・法制局、国会図書館）国会役職・国会職員 
	14

	15■確定　集計表：（総務省）衆参投票率
	15

	16■確定　集計表：閣僚
	16

	17■新確定（人事局・人事院）国家公務員行Ⅰ７級以上
	17

	18■新　確定　府省別国家公務員登用状況 
	18

	19、20、21■（確定）0122統合中　国家公務員府省別前年との比較 
	19
	20
	21

	22新■確定　レイアウト　集計表：（人事局（人事院））国家公務員役職別登用状況の推移 
	22

	23■確定　一般職の在職者数推移
	23

	24■確定　主な俸給表別在職者数
	24

	25■確定　集計表：（防衛省）防衛省職員
	25

	26■確定（人事院）試験区分別採用者等 
	26

	27、28、29■（人事局・人事院）国家公務員採用状況
	27
	28

	30◎（内閣人事局）府省別採用
	30

	31、32、33、34■確定（人事院・防衛省）国家公務員採用試験
	31
	32-34

	35■確定　0127更新【30】審議会年度別
	35

	36■確定【31】審議会等各府省 
	36

	37■確定　1202課長了版　（最高裁）裁判官
	37

	38■確定　集計表：（法務省）検察官
	38

	39■確定　集計表：（最高裁判所）司法修習生、裁判所職員
	39

	40☆確定　集計表：【新規調査事項】　法科大学院学生に占める女性の割合
	40

	41■確定　1202協議終了版　集計表：政党役員等
	41　集計表

	42－43■0205修正（総務省）地方議会議員
	42-43

	44■確定　集計表：（総務省）都道府県別議員数
	44

	45■確定　集計表：（総務省）市区町村議会における女性議員の状況
	45

	46■確定　集計表：（総務省）統一地方選挙当選者
	46

	47■確定　集計表：（総務省）統一地方選挙投票率
	47

	48■確定【新規】集計表：（各団体）議長会
	48 

	49■　推進状況調査　集計表：（推進状況・各団体）首長等
	49

	50■　地方公共団体の管理職等
	50

	51★（推進状況調査）地方公共団体管理職
	51

	52-53■確定　集計表：（総務省）地方公務員の職種別・男女別職員数
	52-53

	54★追加済　（推進状況調査）作成中・地方公務員採用の状況
	54

	55★ （警察庁・消防庁） 警察官・消防吏員
	55

	56■地方公共団体の審議会
	56

	57-58■独立行政法人
	57
	58

	59■確定　集計表：（総務省）管理的職業従事者 
	59

	60-61■確定　集計表：（厚労省）民間企業における女性の登用状況 
	60
	61

	62■0219更新版：（厚労省・賃金構造のみ）民間企業における女性の登用状況 
	62

	63■確定　集計表：(東洋経済新報様・帝国DB様）役員、社長
	63

	64★  （中小企業庁）起業家
	64

	65■確定　集計表：（総務省・経済団体）自営業者
	65

	66■確定　集計表：（厚労省・労働組合）労働組合への参画状況
	66

	67-68■確定　1204農水確認済　集計表：（農水省・各組合）農業委員会，農協，漁協
	67
	68

	69－70★　新（メディア関係団体）メディア
	69,70

	71★　集計表：(推進状況調査・文科省）教育委員
	71

	72－74■　2月データ更新中　集計表：（文科省）初等中等教育関係
	72,73
	74

	75■確定 0222　集計表：【新規調査事項】（文科省）初等中等教育関係新規登用者
	75

	76-77■確定　12月末更新済　集計表：（文科省）高等教育関係
	76-77

	78■確定　集計表：(国大協様）国立大学職員
	78

	79■確定　集計表： (日学）日学、学会
	79

	80★確定（研究者データは結局でず）　集計表：（文科省・総務省・各団体）研究者、PTA、スポーツ
	80

	81★追加　集計表： (文科省) 理系学生、社会人学生について
	81

	82■確定　 集計表：（各団体）PTA、スポーツ 
	82

	83■確定　集計表：（外務省）在外公館
	83

	84■確定　集計表：（外務省）国際機関クラス別
	84

	85-86■　160113：（外務省・財務省）国際機関
	85
	86

	87★追加（推進状況調査）自治会・防災会議委員
	87

	88■確定【73】H26都道府県・市区町村防災会議に占める女性委員の割合
	88

	89★追加　集計表：（消防庁）消防団員
	89

	90■0201　集計表：（総務省）専門的職業従事者 
	90

	91-92■確定　集計表：（総務省）職業小分類別専門的職業従事者
	91-92

	93★追加済　集計表：（厚労省・農水省）医師・歯科医師・薬剤師・獣医師
	93

	94-95■確定　集計表：（各団体）弁護士、公認会計士、隣接法律専門職等
	94
	95

	96■確定　集計表：（法務省）司法試験
	96

	97-98■集計表：（各団体、国税庁、厚労省、特許庁）国家試験合格者
	97
	98

	99■確定　集計表：（各団体）職能団体役員
	99

	100★確定　1月25日更新　集計表：（各省・団体）社会福祉・生協その他
	100

	101■確定　集計表：国会議員国際比較
	101

	102■0201総務省確認済み　集計表：（総務省）管理的職業従事者国際比較
	102

	103★ HDI、GII、GGI_2015ver.
	103




