
７　地域

　 (1)　自治会

総数（人） 女性（人） 女性割合（％）

平 成 19 年 230,968 8,853 3.8

平 成 20 年 239,667 9,365 3.9

平 成 21 年 235,309 8,935 3.8

平 成 22 年 231,960 9,574 4.1

平 成 23 年 231,983 10,033 4.3

平 成 24 年 232,524 10,192 4.4

平 成 25 年 235,068 10,651 4.5

平 成 26 年 235,782 11,108 4.7

平 成 27 年 236,201 11,471 4.9

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）調査時点は各年4月1日現在の自治体が多いが、事情により時点が違うところもある。

　 (2)　地方防災会議に占める女性委員の割合

総数（人） 女性（人） 女性割合（％）

平 成 19 年 2,362 67 2.8

平 成 20 年 2,426 76 3.1

平 成 21 年 2,417 77 3.2

平 成 22 年 2,429 100 4.1

平 成 23 年 2,419 87 3.6

平 成 24 年 2,484 114 4.6

平 成 25 年 2,715 291 10.7

平 成 26 年 2,780 337 12.1

平 成 27 年 2,810 372 13.2

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）各年４月１日現在。

総数（人） 女性（人） 女性割合（％）

平 成 26 年 44,309 3,125 7.1

平 成 27 年 45,919 3,520 7.7

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）各年４月１日現在。

調査年

　①　都道府県防災会議委員（推移）

自治会長（都道府県合計）

防災会議委員（市町村合計） 女性委員が登用され
ていない組織数（数）

515

471

　　②　市町村防災会議委員

調査年

調査年
防災会議委員（都道府県合計）
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