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例 言

　本書は各官公署の統計報告に基き、其の主要事項の要敷を摘録樽

載し、又は之に若干集計を加へて編纂したものである。而して其の

此例卒均等は上記報告より韓載したものもあるが、多くは本局に於

て算出したものである。

　本書に於ては高級敷位の計数は多くの場合一定軍位未満を四捨

五入したる略数を掲げ、四拾五入の結果一翠位に達せざるものある

ときは之を「O」を以つて示した。街該當数無きものはL占不詳のもの

は「一」を以て示した。

　本書に於て「外地」と構するは朝鮮、墓灘及樺太を指し［内地以外」とは

上記外地の外關東州、南満洲鐵道附属地及南洋委任統治匿域を併せ

たるものを指す。

　本書に掲ぐる計数の出所は之を「計数出所目録」として巻末に共の

書目を掲げ精密なる計数を知らむとする者の便に供した。
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　　　　　　略　　説

1．土地及氣象…・……・…・－

2．人　 ロー…一一一

3．農林及水産……一一

4．鍍業及工業・…・・

5．　商ヨξ及金融…

6．貿　　易…・一一

7．交　 通………・・

8．証會事業一・……・一一・

9．　t警　　　　　働・……・…・…・・・…　　　　　　　…“…

10．教育及宗教…一一……°’

11．警察、衛生及災害・…一…・・

12・司　 法一一

13．財　　　政一一一一・－

14．選禦、官公吏、軍事及恩賞…

頁
2
3
6
1
0
1
2
1
7
1
9
2
1
2
1
2
3
2
7
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2一略　　窃t一

1・土　地　及

　　　　　　　　　　【位置】　我が帝國は癌｛了｝i東京府小笠原鳥沖｛　土　　　　地
　　　　　　　　　ノ鳥島南端北緯20度25分24秒より極北北海

道根室支臨li守郡阿頓度島の最北崎の北端北緯50度55分21秒に

臣り、純西裏濁膨湖瞭望安庄孔順の即；制惚1コ9度1R分21秒より

趣東北泊逝根室支聰占勺’郡占守鳥の束陥東端束雷15β1文30分IS秒

に至る間に於て亜細亜ノ（陸の束に浩ひ斜に北東より西南に鮎在す

る樺太島の南牛、千島列島、北海道、本州、四國、九州及墓湾を包含

する所謂日本列島と大陸の一部たる朝鮮串島から成り、梓太及朝

鮮の北部が外國と境を接する外四面皆海で西は満洲國及中國、南

は比律賓、東は亜米利加大陸と遙に相封して居る。

　【面稜】帝國の穂面私は675，118方粁で其の中、内地は5割7

分を占め、朝鮮は3割3分，裏湾と樺太とは各々5分で樺太の方

カミ萎ξ溝よリ　116ノ数粁廣）、o

　列國中而昼｛の最も廣いのはソヴイエト聯邦の2，135萬方粁（内、

欧羅巴領は424萬力粁）で之に亜ぐは中國のユ，110萬方粁、ブラジ

ルの852萬方粁、北米合衆國の7S4萬方粁、アルビンテインの2SO

萬方粁等である。帝國内地の而蹟は列國中の第25位でトルコ、

パラグァイ、瑞典、ボーランドは我が國の上に、フ4ンランド、

諾威は我が國の下にdrf：る。又帝國の穂而積を列國の腐領を含めた

1酊積と比較すれば第二十一位である。

　而積を府縣別に見ると最も廣いのは北海道の88，775方粁で内

地面積の2割3分を占め他に2萬方粁以上の府縣はない。碧手、

融島、長野、新潟、秋田及岐阜は各ユ萬方粁以上で而積の廣い地

力に厩し、仏賀、沖縄、赫奈川、東京、香川、大阪は何れも1千

乃至2干方粁墓で面積の挾い地方である。

　【民有地】　昭和八年一月一日に於ける内地の民有地は］，924萬

ヘクタールで穂面積の5割に常る。各lrl縣の面積中民布地の割合

を見ると最も多いのは山梨の9割2分で之に亜ぐは祠1奈川のS割

4分、香川、沖縄、埼玉、千葉、島根、茨成、兵庫の各丁割墓、其

の最も少いのは宮崎、秋田、青森、北海道、大分の3割で他は4

割乃至は5割内外である。

　民布有租地を地n別に見ると田は2，96S千ヘクタール，畑は2β

39干ヘクタール、！宅地は417干ヘクタール、山休は8，766IT一ヘク

タール、原野及牧場は1　，912　T一ヘクタール，盟田、鍍泉地、池沼

及難種地は40千ヘクタールで之を前年に↓ヒ校すると田は4，719

・Nクタ’ルを、畑は35，491ヘクタール、宅地は6，097ヘクター

ル、山林はM，250ヘクタール、を原野及牧場は42，S12ヘクタール

を夫々増加した。

　【北海道地璃戊　民有地を除きたる北海道地積は昭和六年末に

　氣　　象　　（統計表8・－17頁参照）

5，385千ヘクタールにして前年に比し66干ヘクタPtルを減少した

るも、一般に減少の趨勢を示してゐる。未開地は557干ヘクター

ルにして1、〔年に比し13千ヘクタールを減少してゐる。而して未

開地未虚分地は其の6割3分を、起業中の上地は3割5分を占め

てゐる。

　　　　　　　　　　【莱堅】昭和八tFに於ける平均気璽は朝

　　　　　　　　　鮮、満洲國及中國に高く762粍乃至3粍を示し

最高は天津の763．9粍である。本州は761粍内外のもの多く、北

海道、樺太及南洋は気歴概して低く、最低はパラオの757・　0　veで

ある。裏灘及沖縄は760粍裏が多い。

　【氣温】　昭和八年中平均氣温の撰氏20度を超ゆる地方は墓燈、

沖細、小笠原島及南洋で是等の中温度最も高いのはパラオの26．8

度である。四國、九州に麗する諸地方、銚子以西に位する太平洋浩

岸諸地方は概ね16度内外、中國近畿爾匝に属する諸地方は15度

内外、東山匿に麗する諸地方は10度内外から13度以上にして、

各地方間の差甚しく、奥羽地方は10度内外、北海道は南方の一部

に8度近い地方もあるが5度内外の地方多く、樺太は3度内外で

敷香の如きは零度である。朝鮮の南部は10度乃至14度を示すが

最北部は3度墓に降り、浦洲は10度以内、上海は15・6度。漢ロ

は16．7度である。

　氣温の最高極は蜜湾では墓北の37．7度、九州ではVi　ll1保の38．3

度、中國では天津の40・5度、濟南の39．3度が高）・。最低極は北

泊道では帯瓜の零鮎下33．2度、樺太は敷香の零黒1～下33．8度、朝鮮

では中江鎭の零貼下43．6度、満洲國では新京の宕鮎下28．4度で

ある。

　【隆水量】　昭和八年中の降水量は地方に依て甚しい差異があ

る。穂量3千粍を超ゆるは高田、尾鷲、大台ケ原山、バラfa　）2

千粍を超ゆるは八丈島、伏木、輪島、金澤、品井、敦賀、伊吹

山、嬰岡、潮岬、清水、室戸、高知、佐世保、巌原、宮崎、名

瀬、那覇、石垣島の諸地方で、本州は概ね1千粍乃至2干粍、北

泊道は900粍乃至1千粍、樺太は600粍乃至900粍で少雨の地方

である。朝鮮、浦洲國、中國も亦少雨の地方が多い。

　【風】平地に於ては各地の風速に甚しき逗庭なく1米乃至3米

のものが多く、伊吹lII、紗那、言彰湖、劾幌、温泉岳、八丈島、那

覇、銚子、濟州、潮湖、青島は風速急て三何れも毎秒平均5米以

上である。最大風速も亦地位に依て甚しき差異あリ、30米以上は

石垣島、那覇、濟州、箱根山、伊吹山、紗那、浦河、邪幌にして

他は30米未満の地である●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．人

tVVVEr－V“VVS－S．－－LofLs

｝人・罧∴㍑累鷲蕊！漂難

隠ll㌔籔㌶惣：，：惣1蕊

欝漂㍑禦『の人゜は1鍋人醐任統

　欧米諸國最近の國勢調査に依ると北米合象國はユ2，27S萬人（昭

㌶遼：：駆慧き㌶篇三㌫器
は4ヱ・835千人（昭和六年三月八日調）である、又推｝｛に依る中國の

人口は47・479萬人（昭和三年）と稲し、ソヴイエト聯邦の人n

は］61百萬人（昭和六年一月一口）と報じて居る、即ち列國中我が

帝國の人口（昭和五年）は第五位に在る、内地人口の増加率は大11：

十四年乃至昭和五年一年卒均］，000人に付：男15．3CI、女ユ5．2f7、

其の平均］5・30」、朝餌は］」・256、蔓湾は23．352、樺太は76．963

である。

　【男女別〕　昭和五年國勢調査確定人口に依れば男女の割合は内

地及内地以外の各地域何れも男子は女子に超過するが其の程度は

一様でなく女コ00にfJ男の割合内地は101で男女殆ど均衡を保ち。

朝鮮（速報人ロ）及室湾は105で、男子超過の程度未だ甚だしくな

いが・南洋は120・韓太は133、關束州は1」6で何れも男了超過

の程度甚だ高い。

　【年齢別】　大正十Pt；年國勢胡査に依る年齢別人口は零歳以上

14歳・1こ歳以上59歳、60歳以上の三階級に大別して其の劃介を

見ると全人口1・000rl1午旗以上14歳は3割7分、］5歳以上59tlM

は5割6分・6C歳以上は8分で各階級相互の割合が保たれて居る

年齢構成である。

　人ロ1，000中6歳以上14践の學齢人口の割合は2割、］7歳以

上4（歳迄の兵役義務年齢人口はユ割8分男総敷に到すれば3割5

一略　　説一　3

　　　　口　　　（表1S－73頁参照）

’Σ蕊∴竺㍍i∵：1日1°菖1：1慧Hl㌫

灌㌶瀞、臨奪：三ご㌶二内埼玉

鴛弦巳の嚥’醐蹴鞠よいjじく嚥肝

　【人口密隻］　昭和五年内地人口密度は坊粁に付109人で地方

蕊∵1二隠㍍霊1蕊二」，巖：：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；鰍及馳大綱鞄含するJUIb方に於ては人n聯ご叫呪晋の

分・15歳以上50歳の如孕年齢女人口は2割4分女総数に勤すれば！口少いのは人口の

4割8分、14哉以上の犯罪責任年齢人口は6割5分である。

　ff配偶關係コ大正＋四年國勢調査の結果人ロ］，OOO人中イ」配偶

＊の割合は4割、未婚都ま5割2分、死別の者は7分、離別の者

は1分の割合である。

　【府縣別人口】　各府縣人ロは甚だ不同で之を昭和五年國勢調査1

疏岡の512人・愛知の505人、香川のO，，J・1人、±、“Kの3S4人は相

亜いで人口稠密の地方に厨し、％0人以上3う0人の｝ll縣は干葉、

京都・JUIii・佐賀、1」妬2eo人以上250人は又成、静岡、一三重、

瓜島・愛媛・沖錨・150人J／－1：200人は栃木、W馬、1；仙、石川，

滋賀・奈良・微il」岡・1・、1｛1・fl、徳輻熊礼∬醜島にして」P

の少き地方は宮崎の98人、］～森の91人、秋HIのS5人、岩手の6』

人、北泊道の32人惇である。

　昭和五年内地一’　lll　｛tt人「11ま全國卒均5．］人で、之を地方別に見

ると大髄三筒の分野がある、帥ち富山、長野、静岡以北、北海道

に至る各地方は何れも5人以上6人で列、に東北地方に至るに従ひ

6人に近いものが多い、右分界縣に法する石川、愛知以西の畿内、

中囚、四國、九州の庇兄島及河1縄は概ね5人未満で就Φ近畿、巾

國に腐する地ん鵠が少く、九州に於て疏岡、長崎、宮崎は全國準

均と同位ごある。但し5人以上の分野中猫リ東京は4人S分を示

し、又5人以下の分野に在るから前者の如く著1刀ではないが大阪

の4人6分・京都、兵他の如き亦一世帯平均人口少く4人7分で

ある。

　蓋し前項の人口密度及一1［［帯卒均人口の多少は固より天然上の

影響のみでなく庇有肌態及恕沽事†1！∫の然らしむる朔である、東京t

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

　　　　　　　　都會集中紗沸組織の麩遷に件ふ・J・家刷胸反映

と見ることが出來るし、東北地方は人口稀疎で一llL帯人員の多い

のは天然の影響と一一面硅會状態、糎沸組織に於て大に異るものが

あるからである。

醜業別人口】大・耽年國勢調鑑ヤ果に依］・ば、糖人口・膿業

最も多く4S％を占め、工λ㌧の19％、商業の13％之に亜いで多

職人゜IC　N一てpmるに最も多いの｝ま鯨府の5，咽欣」£醐1く他Cま・C％以下ごある凶Pち麟・∴1・8千入、耀業・，4・5・干

隠：蕊工篇遼1裟嘉蕊二≧
100萬以上2CO萬は新潟、静岡、長野、廣島、祠1奈川、鹿兄島、

京都・顧島・茨城、千葉、tk玉、熊本、岡山、長崎、秘馬、岐阜、

㌫慧1㌻1㌫㌫き翼㌫㌻：：
人4　j：r人・貝他］・09　1千人にして内本業者は27，378干人（49％）、

本三なき從属者27・950千人（50％）、家事使∫ll人635千人（1％）



　4一略　　籠一

である。本よ者ゐ創で｝1回～的i：’：jきは巴業で52’∠を示して居るが

｝葡業に於ては川割f㌃低く］2％となつてJ：1：る。

　【都都別人口】　大正卜Pし1年國募IJII査の7～1果人nの多少に依て市

町村を都自1別に分けて見ると杓～ポ人n5・000以下）人口は2り・413

千人で4割4分、都・「『（人口b，COI以上）人nは33，321千人てo

割6分、右の内人nユ00，001以上の大都臼人［1は8，741丁人で・1

割5分を占めて居る◇都部人nの割合を館一IU〕加査に比校するに

剤落の減少するに反し都1r『人nの増加急速ごある。

　全國101　‘liil；人n最も多いのは大阪市の2，1　1　r）千人で之にlll；ぐ

は東京1bのユ，996千人、名trl屋ll」の7C9千人・京都lbの6SO千人・

紳戸市の614千人、611濱巾の400　T一人で、何廣島・長1！妬函館・

金澤、鱒・、元胴、札叱f嶋、焦小甑鹿兜島・岡tli・八輪

新潟、堺は何れも人「1100，0田以⊥のノく都愈である。

　【民籍及國籍別人口】　大正ノし年園勢調査の内地の現在人；1　ilS　9

割9分9厘は内地人で内地人以外のものは伎々1厩に過ぎぬ、内

地人の中北海道アイヌは15，踊ぷ内地に力二る朝鮮ノ・は40・7「・「）

人、墓灘人は］，703人、樺太人は31人・市i了：人3人・外國人

35，569人である。

　脳人酬別に見ると亜細日釧人2〕・451人・欧肥洲人8，’794

人、北亜米利加ilH人3，9S1人、南亜米利加洲人6S人・其他272

人である。

「三動態は【鷲Sfll∫蕊ご㌻lil瓢

た。人n1，000に封する則c・は7・23ご前年に比して（L舅低く漸次

低下の1医勢に在る。

　昭和六年に於け磁洲；綱の婚蛭迎ると人・1’ooOにf拍

職8．1、チエ。・ス・ヴ・キアS・7・着鎚8・O・佛蘭西7・8・ハ

ンガリーS8、填地利7．1、伊太不IJ　6・7、1’tk　8’1・不哺7・4・夕S

酌威爾斯7．6、瑞西7．9、西班牙7・6鵠である。欧洲諸國の大職前

　に於ける婚姻率は概して我國より低かつたが近時我が國よリ甚し

　く高きものsあるのは大職後に於ける一愛象と見るべきである。

　　道府縣Φ婚姻率の概して高いのは東北、北臨四國地方に騰す

　る儲縣で其の率の爪いのは東京、大阪、帥奈川、北海道等の府縣

　である。

　　同年に於ける婚姻の種類は｝【i通婚姻9割2分・入人婚姻2分b

　厘、婿養『r婚姻5分2厘で、之を既IEに比帳すると其の易加甚だ

　綴慢ではあるが普通婚姻は漸増し婿養子妊姻は漸滅し入人婚姻は

　減少の傾向である。

　　婚姻者の年齢を見るに男は2ら歳以上29歳最も多く4割2分を

占め2臓以上2職の2割ひ之1こ亜ぎ、残饒の3割1分は20歳

迄及30訟以上の者で、5n歳、60歳の高齢者で婚姐する者も一萬救

上29歳の11Sl］　7分之にヨltぎ、　購の2割g分は19齢乞及3臓以

上の者で、50歳、6｛哉の高沿者ご婚姻する者も数千ある。

　昭和ヒ年内地以外に於けるナ触川触1は］82，5616’トで内朝鮮

130，ろ50イ・1（内｛辿U2S，2二8m、…認43，123件「酬珊人

43，1gr）什）、栂」，82⑨1’r、関身こ州6，262｛・1・（内本地人5，∵25件ハi］

洋800件である。

【離婚】間臥｛的地にLさて行はれた榔は49・232wで前年

に比し2，115Pl・を減少し、人；11，000に劃する割合はO・73で，11」年

より0．05を減少した。又婚姻千に迎する離婚；ξ‖合は101で前年に比

しユを」曾加した。

　昭和六年に於ける欧汎1持國の離騨を見ると人口1・000iこf洪

古利o．1、猫逸0．6、佛蘭四〇5、丁抹O・7、和蘭0・4・白耳義

O．3苓で何れも我國より遙か‘（促率であるが米國はユ・6の高率を

示して居る。

　我國の離婚は嘗て箕数に於て100，000｛’1・以上・割合に於て人口

1，000に付2乃至3組の高牢を示して居たが其の後逐次減少し大

正九年以後は一組以下の低率を示すに至つた。

　鋤縣・1・即陪の概して高・・のは東北、北臨1咽・四國に腐

する諸地方及沖紐、共の牢の低いのは北海道、關束、東山、近畿

に風する諸地方であつて鍋姻率の多少と離婚率の多少とは殆んど

爾者和件ふて居る。

　同年に於ける離婚の種類は妻が夫の家を去る場合S割7分、夫

が妻の家を去る場合ユ剖ユ分、戸内離婚3分である。

　蹴踏の大好關係維演卿llは一年迄剛3分、二年迄1割5ク♪・

三年迄1創ユ分、四年迄9分1厘、五年迄7分2厘、合計5割5分

3厘は五年迄で残鹸の4割4分7厘は五年以上の割合であらから

我オ遡の鋤昏は婚卿鋤年の短期内に起るものが多い・

　　【出生】　昭和八年内地に於ける出生は2，121千人で前年に比し

　62干人を減少し、人ロ1，000に封する割合は31・6で前年に比し

　1．3を減少した。

　　昭和五年海外諸國の出生ご仁を見ると人口千に付英吉利16・3米國

　17．S狗逸16．0佛蘭西17．1伊太利21・9白耳義18・1和蘭22・2

　瑞西16．7等で何れも我國よリ低率であるがボーランド30・3ポル

　トガル32．9の如きは・我國に略等しくチリの3L6の如く我國より

＝Pbる、如2・趣上職が最も多くて聯分を占め2：・t“L・kj

高率のものもある。

　道府縣11‘出生率概して高いのは、東北、關束、北陸、四國に腐

する諸地方、共の率の低いのは近畿、沖縄である。

　出生兄の身分は公生9割4分、私生（庶子を含む）「；分で之を既往に

比校すると公生の割合は；朝槽し私生の訓：｝は漸減の趨勢である。

　出生兄の艘性は女100に付男1052で前年に↓ヒしOJ2増加した。

昭Til・t年卵Wこ於ける｝耽8鰍は61S・277人（内イ測人604・275

人）で墓消iは・211，192人（内本地人201・913人）・同樺太11・535人

　（内本地人31人）で朝鮮、葺漫は減少し樺人は増加の歌態に在

　る。

　　【死産】昭和八年内地に於ける死産は1：4，］3S人で前年に比し

　5，441人を減少し、人rl］，000に到する割合は1．70で前年に比し

　0・1を減少した。

　　同年に於ける死産兜の身分は公生8割、私生（庶子を含む）2割

　で之を出生兜の身分に比べると甚しく公thに少くて私生に多い。

　　死産兄の檀仕は女］00に付男ユ20．5で出∠1二兄に比し男子の割合

　遙に多く・X死産兜の腔性を飢往に比較すると男子超過の程度は

　漸近の趨勢に在る。

　　【死亡コ　昭和八年内地に於ける死亡は　1，19i干人で前年に比し

　19千人を壇加し、人口に劃する割合はユ，000人に付ユ7．8で前年

　に比し0・1を増加した、同率は大正九年以降概して年と共に降下

　の趨勢にある。

　　昭和六年泊外諸國の殆亡竿を見ると人口1　，O　．0に付英吉利12．5

　北米合衆國11・ヱ、1蜀逸11・2、佛蘭西］6．3、伊太利14．8、白耳義

　コ27・和荊9・時で耐しも我カミ國よりは遙に低い。

　　遣府縣中死亡率の概して高いのは東北、東海の諸地方、其の卒

　の低いのは東山、四國、九州に厨する諸地方である。

●　死亡は夏期に最も多く冬季之に亜ぎ春季及秋季に少ない。

　　死亡者の年齢は4戯以下に於て全死亡の3割4分を占め5歳以

　上に於て6割6分を占むる、大正七年以來同九年までは予i年期及

　祖年期の死亡常例に比し幾分高かつたが大正十年から低下して殆

　んど奮に復した。

　　死亡原囚は下痢、腸炎及腸潰瘍が最も多く1割1分を占め之に

atぐは脚弛・腐栓塞及脳嚇全の9分3厘、肺炎の8分9風呼

吸器の結核の7分8凪老衰の7分o厘、先天性弱質の5分唖、

　腎臓炎の5分0厘等で、何癌其の他の悪性腫瘍、腐膜炎等に依る

　死亡が之に巫で多い。

　　昭和七年朝鮮に於ける死亡練数ぱ457，518人（内本地人448，523

　人）で同墓溝は99，125人（内本地人〔δ，7ユ2人）、同樺太6，108人

　（内本地人40人）となつて居る。前年に比し朝鮮及樺大は増加し、

　遠溝は僅かに減少した。

　　【人口の自然増加】出生死亡の差増に依る人口の自然増加は年

　に依り多少あるが、大髄逐次増加し明治の末年より大正に入り年

　々700千人以上の増加に上つたが大正五、六年少しく減少し何七

　年には大に減少して300干人以下となつた（流行性感冒の影響）然

　るに大正八年には増加し約500干人となり仰遁増し糠けて昭和元

　年には宜に940千人に辻したが、爾後800千人蜜に下つた。然る

　に昭和五年には914千人、人口1，000に付ユ4．2と7つて再び900

　千人藍に上り、六年には少しく減少して800千人裏に低落するに

　至つたが七年には賞にユ，007千人、人ロ千人に付15．19となり初

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一略　　ne－－5

　めて］，000干人を突破する未曾イ∫の増加を示し、之を大1E七、八

　年當時に比較する時は僅々十敷年間に2m乃至3倍の飛躍的増加

　を見るに至つた。

　　【生命表】　止命表は行政上、企業上及學術」．の用途甚だ廣い本

巴こ搬噛劇者・死亡者・死亡鞠均綱死J…rL
種の函数を手｝6げた、日：存者とは同一・期にtl：ttたる男女各］00，0り0

人を暇定し各年齢に於ける死亡率に依り年々死亡する者を控除し

た残数にして、死亡者とは仮定ユ00，000人tli－一．年llliに於ける各年

齢の死亡者ごある、死亡率とは各年齢の死亡者を常該年齢ノL存者

　を以て除した生存者］人に劉する比である、平均鯨命とは各年齢

人口の哨來生存し得べき豫定年数にして、死力とは各歳に於ける

瞬間の死亡率を言ふのである。

　本書に掲げたる生命表は大正十年乃至同十四年の統計に基き作

成せられたるものにして同表に依れば零歳に於ける死亡率は男

0・162、女0・144にして殆ど80歳の死亡牢に匹敵し零歳より年

齢進むに從ひ死亡率は低下し8歳乃至12歳に於て人生中最も安全

なる時代に蓮する、此年齢を過ぐれば死亡率は次第に増加し男は

19歳・女は2ユ歳に於て青年期の最高率に達する、爾後死亡率は漸

次低下し30歳附近に於ては稲安定せる朕態に達するが此時代を過

　ぐれば死亡率は上昇を績け女に於ては4（凝附近に於て一波瀾を畠

するも次第に増加する。而して零歳に於ける卒均像命は男42．06

歳女43・20歳で歓米諸國に比し未だ大なる遜色を示して居る。

　【移民】　昭和八年に於ける移民波航；乍可則殴は27，317人で前

年に比し8，2St人を増加した、此内8割6分は移民坂扱人に依る

　もので波航地別はブラジノし最も多く23，299人（8割5分）て◆ソヴ

aエ1・聯邦の1，0gr）人（巧ナ0励、比律賓r鵠の041人、ペルー

の4Rl人、蘭領東rP度の468人、英領巧來及海敏植民地の322人

之に亜いで多く仙は300人未満である。汲航許可人員のJil縣別は

北泊氾最も多く和岡、沖緬、熊本、耐島、廣島が之に亜いで多い。

其職業別は殿業最も多く8割9分を占めて居る、而して回年に於

ける蹄國移民数はユ4，141人である。

在外本邦人及在　【醐本邦人】昭Tn－L“・E9＋月一晒ぷ於一

　留外國人及移民
　　　　　　　　　ける海外在留の内地人は672，266人で、内男

385、315人（5割7分）女286、951人である。

　在外本邦人を洲別に見ると最も多いのは亜細亜洲の228，208人、

南亜米利加の160，387人、大洋洲の150、312人で之に亜ぐのは北亜

米利加の129，429人、篭に降つて欧羅巴の3，778人、阿弗利加は

僅に152人である。昭和五年の調に依れば在外本邦人の職業は農

業最も多く2割を占め、商業（1割）、工業（9分）、公務自由業（2

分）が之に亜いで居る。

　【在留外國人コ　昭和八年末に於て内地に在留する外國人の数は

29、268人で前年に比し2・383人を増加した、外國人の多数在留夕



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外國人の國籍は中國の19，932人が最も多く裟に降つて北米合
熾の，，、、6人、長肋、，，76人諒都の、1・人、ttb」1の・・7人品衆國の・，・・9人、英吉不・」の1，・1・1人、醐亜の・，・79人調勘

6一略　　醗一一

る地方は兵庫の6，943人、東京の6，093人、帥奈川の4，617人、「

岡のC51人、北海道の590人で其仙は何れも5f）0人未両でユ00人

未満のものが多い。

1，118人、が．上なるものである。

皿．農林及水産俵74－1噸参照）
1農　≡蹴戸藪】ll肥抹1こ於一C　4’M’i－　t．　：1　1－　t．i　／

～．＿．＿＿＿＿、　農家戸数は5，弓43千戸で、前年に比し9T－Jlを

増加した。農家中白作は3；則1分、小作は2割7分vl「｛作派イ・作は4割

2分で之を既往に比較すると共に漸」曾の趨勢を示してゐる。農家

耕地の廣狭を見ると最も多いのは1戸0・5ヘクタ・一ル未沸を耕す

もの農家穂戸狐のr・割4分をltiめ、　O．5以上0・99ヘクPt・・一ルは：｝’・t：ij　i

4分、0．99以上1．9Sヘクタールは2割2分、］・9S以上4・96ヘクタ

ールは8分、4．96ヘクタール以上は1分で、小規模の評菅に係る

麟漱部分を占めて居る．然し之を巴工御・蛾すると卿・・∋

ヘクタール未浦の小農割合は漸滅し、0・「）za上O・09ヘクタ・一ルを

i耕すものs割合及0．99以上1．9Sヘクタールを‡1｝すもの」割合は

漸」曾の傾向を示して居るが1．9Sヘクタール以上を刺すものs割合

は此の趨勢に背馳した形勢にある。

　〔作付面積】　（米、墾、桑は昭和八年、他は七年）農作物il・Si：要

なものN作付面穣を禦げると米は3，1’is千ヘクタール、蓼は1，ろユ6

千ヘクタールで米は前年より減少してゐる。而して桑は635千ヘ

クタール、大豆342千ヘクタール、’ll藷2G6千ヘクタP・ル、小豆

119千ヘクタ声ル、馬鈴薯］11ヘクター一ル、蕎ii蔭10S一rヘクタ’

ル、生大根のユ01f一ヘクタールで、他は10萬ヘクタール未浦であ

る。之を既往に比較すると米、桑、大豆、蕎萎の作付而積は減少

の趨勢を示して居るが、其他のものN作付面積は概して増加して

居る。

　【牧穫高】昭和八年に於ける米の牧穫高は127，SO2干靖で前年

に比し1S，S61－F靖の増牧で、過去五年の李、均作に比すればユ8，722

午靖の増牧である。

米の酬唖米綱米8端糊でぷ此剛にｹ
しきi壁動を見7い。

　昭和七年朝鮮に於ける米牧穫高は29，480千靖、同墓溝16，1・ll干

tWICして樺太には産せず南洋は490靖を産し闘束州に於ては2S干

妬の収穫を示して居る。

　昭和八年に於けるi塞の牧穫高は大X・の12，177－F靖、裸塞9、649

千靖、小茅は14，443千靖で、前年に比し大蓼はユ，IS6：F靖．裸塞

は2，178千靖の滅少を示してゐるが、小塞CZ　2’722干靖を増加し

た。最近の趨勢では…瀬の牧穫高には大劉こ聯鍼牧の傾向が見

〉ゆる外一定した傾向を認め難い。

　米茎以外の巴産物は最近概して滅牧の状態に在る。

　昭和八年尤の］アール當り牧穫高は0．41靖て’、前年よリ0・07

靖こ増した。之を地方別に見ると1アール償り0．50靖以上を牧穫

したのはノく阪、香川、奈良、佐賀の4縣にして、0・30靖未満を枚

穫したのは倣かに宮崎、沖細、口Ul久の3縣にして、前年に比し

て一般に」曽牧である。上記以外の府縣は0・30乃至0・50の間に在

る。

　昭和八年大蓼の1アール雷川文穫は0．36靖、裸饗は0・22垣、

小夢は0．盟靖、燕蓼は0．29靖で、前年に比し小塞、燕蓼は増し、

大蓼は愛らず、裸蓼は減じた。

　【農産物債額】食用の農産物及茱種、麻、訟措鴻、fぱ、葉

煙草等の工某原料用農産物の昭和七年見ぴ債額はJ，862，699千圓

で前年に比し360，S83干圓を増加した、農産物債額を地方別に見

ると新潟、兵庫、疏岡の各7千萬圓璽、茨城、愛知、岡山、千葉　○

の各6千萬圓蛋等が多いものに厨し沖縄、鳥取、高知、東京、山

梨の1千萬圓墓が少いものに屡する。

　農産物偵額中米の債額はユ，235百萬圓、蓼の債額は1「・8百萬1司

で、農産物絶額中米は6割6分をtfiめ、　i饗はユ割に常る、米産額

の多いのは新潟の　66，103千圓、兵庫、緬岡、愛知、岡山、茨城

の4干萬圓墓である。人ロ1にイ」農産物の償額は28圓10銭に當

リ、之を地方別に見ると滋賀の53圓80銭を最高とし岡山、佐

賀、香川、茨城、栃木、熊本、秋田、山形、千葉、大分、富山の

40圓墓が多く、少い地方としては北海泣、京都．帥奈川等で東京

の2圓90銭は最少である。

　【i難］　昭和八年に於ける養置戸数は2，692F戸ご、前年に比

し28－F戸を増加した。左の内《ト菰を飼育したものコ，918千戸、夏

秋鑓を飼育したるもの1，982干戸で、前年に比し両者共に」曾加し

た。

　鐙種掃立数量は呑買81，19S砥、夏秋綴100，00］砥・合言1181，199

冠で前年に比し14、38S迂を減少した。具の産繭高は春綴ユ87，884

干砥、夏秋頚ユ91，792干廷、合計379）676千｝［£である、之を前年

に比べると43，863千冠を増加した。

　昭和八年に於ける産繭慨額は5003613千圓で前年に比し203，822

千圓を増加した。産繭便額を過去＋年間比較すると著しい憂動
t

Iがあつて大正二年、欧洲大戦前は188，000千圓であつたが三年四

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一略　　醗一7

：㍑嘉リ1濃麗蕊7三：蒜惣憲ピ1，霊㌫‡き蕊欝ぽ濡1蔦
漁後のゾ、・1・1、は36G，・C・珊1・灘した、然るに一凶・カ・ら1燧1著であつた珊不il五，’t’に於て㌦て融し・プ・年・こ於て泌増加

次挽回して大11二十二年には660，000千圓に上り十三年には誠少を

見たが又十四年には800，0CO『F圓を突破し昭和元年にはPjび（0∩，1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
〇〇〇千圓室昭不1に二年には400，000千圓皇に下り・昭和二年には〕抑か

恢復して500，COO千臓、　ll（泊1・q年には史1こ増加してC・co，OOO－T一

を見るに三巨つた。

　ll召和し勺ニノこJjノ仁1こカさける薫§は455，925　A4ご前｛1：に↓ヒベると　12・

829羽を減少した。

　【地方別】昭和七年イこに於て は右州の111部P晒就1回咽、四

確、，」、つたが、昭TII、Jli．年、・（・不認の脚を受けて…ls…∋國及」・州・・多く、・1・糊北・・於ては北H∫道・繍瀞・餓・

園室に急落し昭和六年更に3CO，OCO千圓室を割るに至つた。

掃立鯉に依て養劉喋の地力分w∫を見ると・長野の22，2＞781if；

減も多く、全蹴姻：の］割2ク珊をt’1めて居る・之に亜ぐは

群馬のユ4，S61妊、埼玉の12，475瓦、愛知の11，327石江・lh梨の

8，554砿茨城の7，S43砿岐阜の7・567砥元鵬の7，037臨

三重の5，55S妊、愛媛の4，6701if］、千菓の4，6221〔培喬；で」£の産繭高

は長野52，776千圓、君馬32，043千圓、愛知28，980千圓・埼玉

26，430千圓、山梨22，．522千圓、岐阜20，959千圓・陥島19・610：F

圓、三重19，468千圓、茨城19，359千圓である。

麺戸数一にf蹄立螂の多・少に依て養認ぱの規模を」・1る

と、醐の］77緬最も多く山梨のユ43・2r・・長野のユ42・1瓦・東

京のユ27．9瓦謁玉のユ21・9瓦、千葉・愛蝋旙膝川・茨」火の各

100瓦瓠徳島内取、愛妬岨、勅沐の90聴之に聴他は

何れも90瓦未溝である。

　　　　　　　　　　虞畜〕昭τli　L年末に於｝ナる牛はユ・「・’29＝“

　　　　　　　　　頭で、前年に比しユ7千頭を増加した。牝牡の

別を見ると牝判遜次増加の1頃触るに反し牡’聞逐次減少゜」LEt

態にある．昭吐年には牡ユOOI・N牝2S3の割合に7：つて居る・

　昭和七年末に於ける馬はコ，M1千瓜で前年に比べると増加して

ゐる。馬の現ψ，敷は数年前迄ほ年］・5UO千頭内外を」ゴドし増減の

趨勢は明でなかった鉄酬・年から逐｛摺加し＋三’9：1こ至つて又

減少を示し爾來逐年減少し來つて居る。

　昭ll七年末に於ける山rt：は22g，99S頭で1〕｛・年に↓ヒし10・0丁7灘

増加した。

　昭和七年木に於ける緬一Y二は26，918頭で前年に↓ヒし2，465頭を増

加した．緬澱数は＋粧以前｛こ於ては蹴常なかつた泌・近時

に至酬羊繁殖に關す鋤設碑r剰囎力噸・こ顯縦なり・1〕宣項

山羊とバに各種の家畜中増加の歩調最も急速である。

埼玉、丁葉、束京，」lll1！奈川、新潟に多い。

　巧は北泊道、東北の諸地方、茨1戊、栃イく、ξ｛馬、千葉、新潟、

長野、而澗、熊本、宮崎、他兄島に多くて本州巾部以西及四國に

は一・般に少い。

　山羊は沖紐が6割2分を凸め、庇兜鳥之に亜ぎ向工」㌔高知・

長崎に多い。

　緬羊は北海道、岩手、宮戎、II」形、疏島、熊本、鹿兄鳥に多い・

外に全頭数の1割3分官イ∫のものがある。

　豚は沖搬に最も多くて奈数の1制：；分をtllめv∬じ兜鳥、千葉、

茨城、祠1奈川、愛知、百1り、静岡及開東地方が之に嘔）・で多い。

　犯は愛knの5，35s刊殿も多く之に竈ぐは此兄島の2・711〕栩・

1千葉の2，465千羽、lll｝岡の2．3r．4千n、北海泣の2，058千羽・而岡

　の2，030千初、兵庫の］，SO1千初、茨城ク）］，m干羽等である。

　【家畜傳染病」　昭和し年中5涜博染病で最も獲病頭数の多いの

は豚虎列刺の41，bコS、之｛こ・IEぐのは豚丹毒の1・9C・6・・豚疫の1・172・

1牛炭疽のユ70牛氣腫疸91等である。

　　【屠畜〕昭和七年末に於、ナる全國屠場敷は665箇所ある。食用

屠殺は成牛331，61・頭讃20，ユr・1頭・馬8∩・36頓・豚986，746

頭何れも前年よ囎加してゐる．絢噺1三に比校拍と牛馬は毎年

　多少の増減があリ豚は逐年著しい渉調で増加して來たが、十一年

　及十二年は減少し十三年｛’四年は著しく」曾加した、渡は十一年に

　甚しく増加したるも近年には著しい増減がない。

　　屠殺W）侃組は成’1・4r｝，353「圓、4£［780千圓・馬3，980千圓・

　豚22，374干圓、合。1・67，4S6刊‖で前年1こ比し6・312千圃を減少

にた。

　　［牛乳】　昭刊L年中の搾乳〔㌃は1，946千靖で前年に比し49干靖

昭1・11　一一L年末に於ける豚は92（卿頭で・砕砒し2］，2噸

驚㌶籔き㌶㌶：卜二㌶ぴ：1慧蒜∴ll驚㌶翻：
は増加が著しく＋二年の如きは75・ooo願増加した・然るに＋

四年以降減少を績け昭羽に二年以降は増加をみて居つたが、昭和四

年には減少し、五年以降に於て］りび増加をJluるに至つた。

を増加した。人［に到する搾乳高は一人に付2．9立に償り、前年

に比べ愛動を見なかつた。

　〔乳肉製品】　昭filし年：1’の乳製品の恕領額は］1，081千圓で前

地方別に見ると、最も多いのは北海道の6・839千回・之に亜ぐ

は千葉D1，936千圓、静岡の1，321千圓、東京の415千圓等であ

る。



　8一略　　読一

　肉製品の絶債額は1，㍉30千圓ご前年に比し3千圓を増加した、

製品の主なるものはハム｛J70　r・U”、べ一コン72刊陪．である。糖

債額を地方別に見乙と最も多いのは祠奈川の1，092千1　ilで全庄領

の7制1分を占め之に覗ぐものに長16の89千圓、東京1）　69千圓が

在る。

Y－“．－“　　．ー－　　　　t．　　ハセへ

1果当㌶蕊蒜㌢巖：㌻
271，∩82T瓦£、　！：rZイi｜j11，‘pr）S　N〔£、　ゴi㌧刀と　97，450－］「瓦1三、　祁〕T’」　60，S27　r一

砥，相橘傾「g1，267P百εご｜〕り年に比し梅、桃鵠は減少し他は何れ

も　ig加した。

　果喪のr・f：額を地方別に見ると杭は和歌山、埼｝三、苗岡、千葉、

芙城、愛知、鹿り鵡に多く、桃は岡山、祠奈川、人阪、4』に多く

廣島、新潟、醐鳥に多い。梨は陥岡、新潟、愛宏、疏島、千葉、

埼玉、熊本に、柿は硫几、長野、新潟、熊本、LI」ロ、京都に多

い。華果は講デ｛、特に多く全産額の7割3分以上を占め北海道が之

に亜で多い。葡萄は川梨、大阪特に多く岡Ili、廣島、新潟、長野

にも多い。柑橘類は和歌山最も多く、静岡v愛媛、廣島等亦多い

地方ごある。

E三垂己ご燃㌫籔霊㌻1鷲
Aクタールで穂而債の51対2分をIViめて居る、之を昭和二年末の

面債砒ぺると3町ヘクタールをJE｝　」’nした・

@　　1
　無立木地は3・132千ヘクタール、絶而績のS分で前氾立水地面

積と共に國上の過宇は林野である。之を各國の休野而積に比較す

ると瑞典は5割6分（1929年）　我國と伯仲の問に在るが猫逸は2

害lj　75」（1927年）、佛蘭西‘ま　：111iiJ　9フ丁（192S年）、　tk工F義｛ま　8tzNJ（1925

年）、伊太利は1割6分（1929年）、北米合衆國は2測4分（1922

年）、和蘭はS分（19SO年）、英～；利は4分（1917年）で我が國よリ

遙かに少ない。

　立木地を所イ∫者別に見ると私有4割、國イi3割6分、公有1割

6分、御料6分、茜L寺イ∫0厘で無立木地は私有5割、公有3割2

分、國有1割2分、御料5分、庇寺有4厘で立木地、無立木地共

從來私有増加し他は概して減少する趨勢である。

　立木地面積を地．方別に見ると北海道のe「　，410　r一ヘクタールが最

も廣く遙に降つて醐島の955干ヘクタール、岩手のS77f一ヘクタ

ール、長野の729千・ヘクタール、岐阜の662干ヘクタール、秋田

の5S3干ヘクタール、山形の564干ヘクタール、青森の513千ヘ

クタール等相亜ぎ其の狭き地方は大阪の33＝Fヘクタ’ル、東京

の72干ヘクター一一ル、佐賀の71干ヘクタール、香川の89干ヘク

ター・・■ル等である。各地方原野の瓜狭も大髄森林と相似て居る。

　【森材植栽】　昭和七年lPに於ける森林）研植面積は　1103679ヘク

巨一ルで・前年砒し11・°6°一クター・を」酬した・繊而積を
F

　地方別に．見ると北淘道の7，316ヘクタールが最も廣く之に亜ぐは

秋田の4，89・5ヘクタールで、長野、静岡、岩手、熊本、宮崎ノ）各
1
　｛，COoベクタール墓、元；li島、施兄廣、大分、三屯、青森、愛媛、

奈良、岐1；しの各：），OOOヘクタール墓である。

　森林の納植は5δ，878干本で前年に比しユ，38テF本を減少した。

　【天然造林コ　昭和し年巾に於1ナる天然迅休は21，7，933ヘクタ⌒

　ルで前年に比しユ，田4ヘクタールを減少し、前山新植而積ノ）不振

と共に天然造休事業も近時甚だ不振である。天然造林の主なる地

方は北海道の5S，755ヘクタール、－S」Tf岡のlrJ，OO6ヘクタール、祠

島のユ0，1ユ2＾クタール、満森の9，091ヘクタールξC吟である。

　【林産物】昭和七年中に於ける用材の産額は67，388千圓で前

年に↓ヒし3，878千圓を増加した、薪炭材は43，47▲千圓、竹材は

2，697千圓で前年に比し何れも減少を示して居る。

　林産物倶額を地方別に見るとAl　Mは北海道の8，681干圓、長野

の3，481千圓が最ノくで之に亜ぐはil卸珂の3，376千圓で奈良、秋田、

宮ll寄、三重、大分の2，000干圓墓等が主なるものである。

i薪炭材は北海道の2，6且千圓が主なるもので、他は何れも2，000

千圓未満である。竹材は稲岡の173千圓が最も多く之に亜ぐは京

都のユ69干圓、ti；　rlのユ60千圓、大分のユ56干圓、鹿兄島の150

千圓等で北海道の如きは全く産しない。

　【狩狸冤状下附藪）　昭和八年中に於ける狩檀免状下附数は

76，ユ76で前年に比しユ，497を」曾加した。免状には銃器を用ひない

甲種と銃器を用ひる乙種との別があり其の割合前者は1割5分後

者は8割5分ご從前に比し甲種の割合少しく］噌加をみた。

　【保安林コ　昭和七年末に於ける全國の保安休は394，589箇所、

其の面積2，070千ヘクタ｛ルで、前年に比し637箇所、2千ヘク

タールを増加した。保安林は國有最も廣くして4割4分を占め、

公有は3割7分、私有は1割7分で御料及証寺有には甚だ少

い●

　保安林の日的は上砂拝止と水源涌養とが最も多く此の南者で保

安林全面積の9割1分を占め其の他は魚附，水害助飾、助風、潮

害防備、風致等が主なるものである。　　　　　　　　、

　保安林を地方別に見ると北海道の693　Fヘクタ　一一ルが最も廣く

新潟の155干ヘクタール、岐阜の］53干ヘクタP・ル、山形の138

1三1㌶；㌘㌫∵上ある地剛山’
1

｝水産業ピ欝干㌻蕊㌫三㌻き

前年に比べると17干人を増加した。右の内漁業をヰ業とする者

は5割2分を占め之を副業とする者よリ僅に多くなつて居る．

　漁業者を地方別に見ると北海道の189千人が最も多く、長略の

8］千人、千葉の69－F人、二郵Z）品千人、静岡の・：）2　T一人・山口・

砦手、r！硫、胞鵠、熊本、愛戊n壌鵬高抵ノく分、の各4肝

人室之にTEぎ、何30千人墓には東京、島根、瓜品、新潟・宮城・

耐奈川、20千人墓には兵庫、茨「戎、祠臥石川、富山・香lll・和歌

山、岐IJ、　F・11TI、滋賀等かある。而して北涼道は漁業を本又とす

る者ド副業とする者より遙に多いが他には雨者同名父は副likとす

る者が多いものもある。

　【漁船薮〕昭不1！－L年末に於ける杢國の漁船扱は360・6S6隻でIW

年に↓ヒし4隻を減じた。漁船の種別を見ると正力力をイ∫せざるもの

8割7分を凸め、動力をイ∫するものは僅にユ割3分ごある。然し

前者は逐次減少するに反し後者は逐次糟加しつXある。動力の狐

i類は翼動機を備ふるもの大部分を占め蒸氣機關を備ふるものは一

少部分に過ぎない。

　地方別に漁船の多少を見ると北海道の60，107隻最も多く長lil扮

の20，425隻之｛（亜ぎ他に20，COO隻以上を有する地方はない。

ユ∩，000隻墓を有するは愛媛、山「1、千葉、三重・兵庫・廣島・青

森で其他の地方は何れもユ0，0CO某未浦で・山梨は50隻奈良は57

隻で、長野、岐｝；｛、栃木、測馬、埼玉の海に面しない地方は各数

百隻である。

　【漁獲物】　昭和七年中に於ける内地浩岸漁獲物の見積穂慣額は

145，736・干圓で漁業者一人に付97圓に雷リ、力璽渡物穂慣額を前年

に比べると、2，070千圓を減少した。

　漁獲物を大別すると魚類86，187干圓（58％）・貝類2・547千圓

（2％）、藻類5，520千圓（4％）、其の他52，482千圓（36％）で前

年に比し具類を除く他何れも減少した。魚類中最も多いのは色温の

20，756午圓で、餉の9，075千圓、鯛の8，602千圓・錬の7・253千

圓、鮪4》601千圓、鮎4，5茄干圓之に亜ぎ3，000千圓以上4・000

千圓未浦は、鮮及蝶、鰺、である。魚類以外のものでは烏賊及柔

魚の10，169千圓、鰻1）6，310千圓が主なるもので其の他は何れも

3，000千圓未滞である。

　各種の債額を前年に比べると何れも減少して居る。

　漁獲物穂債額を地方別に見ると北海道の26，791千圓首位を占

め静岡の6，8i6干圓、長崎の6，800千圓、山口の5，867千圓・三

重の5，818干圓、it，tll奈川、愛知の5，000－？圓墓之1こ亜ぎ侮3，000干

圓以上の地方に青森、岩手、千菓、兵庫、和歌山、廣島、愛媛、

i高知、疏岡がある。

　同年朝鮮に於ける漁獲物穂領は46β61千圓・ll陸湾「，・OL’7干

圓、同樺太5，4rJ2千圓、　Flj闘東州4，104千圓・南洋1・267干固で

　ある。

　【水産製造物】昭和七年il，に力柑る水産製泣物の絶債額は

　13ユ，G62千圓で前年に比し951千圓を増加した・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一略　　醗一9

　水壷製造物中屯要なるものは搾抽肥｝1レ）15，779千圓、乾｝1エ苔の

ユ］，009千圓、鰹節の9，632千圓、脇z）9，4対P圓・煮・：吃眞櫨のS・075

千圓、魚油／）4，］21干圃笠で其ノ）他は何れも3，0JO干圓未浦ごある。

　水売製込物総償頴を地blJIJに見ると北liJ道の34，356干圓最も多

く之にぽぐは静岡の9，397Pli罰、東京の9，216　F趾冒ごある。同

年朝鮮に於ける水庄製造物償韻は27，：181千圓、F1】必縛1・5日千

ri　ll、4宇メこ9，370丁二圓、　P，19戊こ〕・Hユ，16・2　T‘　IS　g、南i了二9S2－r－　li　gごあるo

　【違洋漁業】昭和七年に於ける遠洋漁江に依る漁班物慨緻は内

地沖合54，020千圓で前』｛二に比し3，95⑨千圓を減少した。露領極

東州に於ける隠歳、催‘；1｛1及其他の，L産高は3　1，gn　tj千圓で前年に

↓ヒし9，553千圓を増したが最近漸減のf頃向に在る。又トロール漁

業は欧洲大職常時は一時殆んど腹絶せんとしたるが其の後挽回せ

られ近年は年々漁獲高六百萬圓前後を皐げて居る。

【水産養殖】昭不吐年末に於ける水麟殖1易は157，41檀所其

の而積は524，103千平方米ご之を前年に比べると24，332干平方

米を増加した。収獲物の慨額はユ8，170干圓で前年に比し659干

圓を減少した。水庄養殖は紫菜の7，199干圓、鯉の3・561千圓・

鰻の2，913干圓、牡蠣のユ，ユ27千圓が主なるもので他は何れも1，000

千圓未滞である。

　【製劉昭不Tl・t年度末に於ける獺装造場数は3・3・93・從業者

　36，156人で、製聰而積は4，534ヘクタールである。之を前年に此

ぺると鞭製造場数11を減じ、製盤而債4ヘクタールを増加した。

仰最近十年間に於て從業者狐は逐次減少の趨勢に在る。

　昭和七年度中に於ける製彌高は572，629干冠で前年に比し51，

367千冠の増加を示した。

　製盟高を人ロに劃比すると大正三年度に於ては一人に付11．4

｝〔£庄出したが爾後逐次減少し七年度には7・3冠となリ其後多少の

溝長を以て純過し十一年度には11・5砥に上つた。十四年度に於

ては］1．2妊を産出し昭和七年度に於ては8・6砥を産してゐる。

製瞳高を府縣別に見ると最も多いのは香川の177，238千冠、之に

亜ぐは兵庫の85，932千砥、II」ロの84，693千冠等である。朝鮮に

於ける製頸高は253，989千冠、豪溝はIO「J，251千妊・關束州は

225，087千駈である。

麟同⇒系鷹爲で：㌶：｛㌶蔑

右のiE，ゴi7るものは儲1不捌頗購買組合の4・497・信咀順購

買組合の3，ユ91、｛訂ll組合の2，051、信用塒買組合の1・759で他

は数百又は敷十程度のものが多い。

　昭和六年末に於ける産業組合を其D「1的別に見て組合数を禦げ

　ると信用組合は11、358、組合員数3，856千人、販☆組合は8・167・

1組繊鞠。e7　e人、購⌒鶏9，、、醐狸⌒

㍑欄合は蹴組鍋姻・Ll3・・F・yで一組働組韻蹴

●



　10一略　　観一

用は340人、販貰は371人、購買は336人、利川は395人で何れ

も前年よリ∫曾加した。

　昭和L年末に於ける産業組合の組紋はイy限五任9割、無限五任

7分・保誰責任3分ご、之を既往に比赦すると割合上有限は漸｝曾

し、匁〔限は｝・斯減し、保讃は甚しい墾動を見ない。

　【同業組合コ　昭和七年末に於ける重要物産同某組合数は1，1；93

で前年に比しユ52減少した。

　〔同業組合聯合愈】　昭和し年末に於ける同業組合聯合會は65で

前年に比しユ9を減少した。

　【漁業組合］　昭和六年末に於ける漁某組合は3，92⑨、其の組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rv．鑛業

｛鏑　業㌦漂、麗鑑C㌶㌫竺竺

前年に比しユ4　Ptl　fgllを増し、　i而積は231，00Sアールを減じた、休

業僅｜亙は前年に比し96匿を減じ面積に於て112、lr）Oアールを減

少した。錨砥及其の面蹟は大正九年以來前年迄引績き減少し、同

十二年以來此の形勢は納挽回の傾向にある。

　稼業砂蜘甚は河床64箇所、其の延K253粁、河床以外の鍍匝

13S、其の而積254，291アールで前年に比し頒匝40、河床延長
　の

39》866アールを増した。休菜砂蜘、遺は河床669｛）vJr、其の延長

3・119粁、河床以外の蜘nt一ユ，5n2］初而績5，、7］，・J65アールで前

年に比し河床は銀廣共に増加し、共池は鍍匿共に減少して居る。

　稼某釧d置を鈷匙τ屯男旧こ見るとπ刀こノ）ユ2，29S，G38アール最も1文く遙

に降て石汕の1，2t7，917ア｛ル、金銀のユ】055，676アール、金銀洞

の821，852アール、企銀∬・」鉛亙E鉛硫化哉の750，700アール之1こ亜

ぎ爾30萬アー一・ル以上を占むるものには金銀姻鉛亜玲、銅硫化ぷ、

亜※がある。砂餓に拘1ては砂金砂白金及砂壌が主なるものであ

る。

　内地以外に於ける碇業錬瞳数は昭和七年木朝仔の902を最ノくと

し豪湾のユ44之に亜ぎ遙に降りて關束州及南瀧洲泓道附随」也（以下

闘束州と呼ぶ）は31にして樺太は17である。而して其面蹟は朝

鮮17｝57S，719アール、’ii≧i湾2，317，531アール、関☆州1）61S，S（）S

アール、樺太995β∩2アールである、休業誠匿及面領は朝鮮1，6

95（34・696・377アール）塾縛411（3，027、32eアール）樺太45（1，13S、r）

20ア■・一・ル）關東州37（273・467アール）である。銀種は朝鮮に於て

は金銀鍍最も多く蛮駄樺太及髭肋こ州に於ては石炭が最も多い；ec

態にある。

　【鐘産額】昭和七年中に於｛ナる各穂鑛産物の憤額は254，783千

圓で前年に比し12，95S千圓を増加した。鍍産物中其の債額の最

も多いのは石炭の141，97汗圓ご全鐵産額の5割6分を占め、之

に亜ぐは銅の39，121千ftg，金の跡，973干回、威の9，・117干臥硫

員546，622人で前年に比し組合5；、人員に於て20，043人を増加

した。

r．水産組合〕昭∫吐1ド和こ方さける・k産組合数は65（Mc止中のも

のを含む）、組合員49，r）lr）（休止組合員を含まず）人で、前年に比

し組合数6を」曹しEたるも組合・員は」曽成明かならずo水産組合

聯合會は1、加入組合数3で前年と憂リはない。

　【森林組合】昭和し年末に於ける森林組で激は1，602、共の組

合員数222，S31人で前年に↓ヒし組合数ユ95、組合員数32，4　19人

を」曾加した。

及工業俵105ゴ24頁参照）

　化段瓜ノ）7，515千圓、石油（原油）の7，510干圓、亜鉛1）63033干

　圓・銀の5，387千圓、硫黄の4，610干圓等で是等を前年に比較す

　ると、石炭、亜堤、石油を除く他は増加を示して居る。

　　銚産額を地方別に見ると金は大分の8，117千圓最も多く茨城の

　5，403千疏北ll鑓⇔3，079干圓、鹿∫己島の2、432千臥香川の

　2、365－F圓、秋田のユ，903干圓、愛媛の1，539千岡が多く他は］百

　萬圓イζ満である。銀は秋田の927干圓最も多く、香川の728干

　圓、茨城の695丁澗、大分の＆5nJ千岡、栃木の5］1干圓、銅は秋

　田の10，491干趾最も多く、栃イくの7百萬圓ふ愛媛、大分の5百

　1嶋圓墓、茨城の4百萬圓墓等多く、亜鉛は祠岡に4，190千圓を産

　して全領の6胡0分を占め、鐵は岩手の6，7G3干圓が全産額の7

　割2分をIllめ、硫1ヒぷ瑚は1剛Uの3，167干圓、愛媛の1，218千圓

　特に多く、石次は祠岡の77，619干趾持に多くして全額の5割5

　分をtliめ遙に降て北海泣の27，S95干圓、長崎の13，313干圓、硫

　島の8，　－197干圓、山口の8，486干811、佐賀の4，710千回が亜で多

　く、石油は新潟に4，796千圓、秋IJIに2，305干圓を産して全額の

　9割5分を占め、硫黄は北海道に］，514干圓、岩手1，1ろ0千圓を

　産する。

　　内地以外に於ける餓産物の糖額は昭和七年に於て關東州の

　36，119千圓を最高とし朝鮮の33，7↓7干圓、皇ぱの13，951下・圓，

　樺太の5、301干圓（石炭）が之に亜いで居る。南洋にはユ，205干圓

　を産した。而して朝鮮は金、墓溝、闘束州は共に石炭の産額が最

　も多く、夫々19，633干圓、6，　r）　71干圓、35，11・1　F圓を示して居る。

　村太には石炭の5，301干圓、南洋には燐鑛の1，205－F圓を産し、

　共に他に錬産物なし。

　　【土石類】　昭和七年中に探坂した石材額は7，451千圓、同上石

　及鍍水9、　947－？圓、同砂利は11，041丁圓である。

　　地方別に見ると石材は岡山の6S2千圓、茨城の487干圓、香川

　の466干圓、山ロの438干圓で、」て庫、廣島、鹿兄島が300干圓

　盗である。土石及鎚水は頑岡のユ，47S干圓最も多く、岐阜の973

　千圓裏、愛知のsrJO千圓、兵庫の838千圓に岡山の712千圓之に

　亜いで居る。砂利は北淘道のユ，694千圓を最高とし、祠1奈川の

　　791千圓、愛知、熊本の590千圓墓、鹿兄島の411千同之に亜）・

　で多く、他は400千圓未満である。

’｛工業1Φ雛㌫；麓欝璽ぎ
　蓬に降つて之に亜ぐは織物業のユ49千戸で他は何れも100千戸未

　満である。而して100千戸未満に於ては塞秤紐木麻眞田製造某の

　82＝P戸、墨表製造業の78千戸等多く刷子及刷毛製題業の92S、製

　革の684、酒精及酒†1§含有飲料製造業のユ78等は其の少なき部類

　に厨する。

　　各種工業製造場につき其從業職工数をみるに穂敷に於て最も多

　きは紹織物及絹綿交織物の224，561人、綿織物の214，013人にして

　木製品の201，461人、墨表のコユ7，146人等之に亜ぎ他は概して10

　萬人未満である。而して其の特に少なきは精製樟腐の160人であ

　る。何又此等各種工業中男工女工の割合につきて観るに男工が女

　工に比して特に多きものは皮革製品及獣革業の各穂敷中9割4

　分、9割7分、漆器業の8割5分、粗製樟腐製造業の8割6分、瓦

　製造業の8割1分等にして之に封して女工の敷特に大なるは織物

　業にして就Il，麻織及蹴交織物業の如きは穂敷中女工の占むる割

　合は9割4分に及んで居る。織物業以外に於て女工割合高きもの

　には莫大小、皇表、莫薙及花莚、帽子、藤製品、精製樟脳の各製

　i造業等がある。

　　【工産物】昭和七年に於ける工産額の大宗は織物のユ，153，5％

　千圓で、之に亜ぐは紡績の528》635千圓、籔線の487，340千圓、煙

　宰の262，564千圓（葺上代金）、肥料の157，989千圓、工業藥品の

　ユ40，916千圓・紙の132，170千圓、小饗粉の117，823千圓、染物

　の89，621千圓、醤油及溜の69，486千圓、陶磁器の65，263・P圓、

　人避絹綜の61，703千圓、莫大小の59，557千圓、硝子及硝子製品

　の37，233千圓、石鹸の32，344千圓、植物油の31》945千圓等にし

　て樹2千萬圓墓のものに瓦、漆器、1千萬圓皇のものに獣革、製

　茶、狸表、罐詰、帽子、味噌等がある。

　　上記の他酒類及砂糖は多敷産するも債額の調査を閾く。

　　重要工産物に付其の地方別を見ると、織物は愛知の234，81ユ千

　圓・大阪のユ46》663千圓、碕井の94、093千圓、京都の88，9・19千圓

　が特に多く、他は8千萬圓未満にして5千萬圓以上の産額をイ∫

　するものには群馬・東京、兵庫がある。窟綜は長野の9ア，316千圓

　特に多く群馬の49，073干圓、愛知の45，920干圓、山梨の23，784

千趣山形、幅島、埼玉、岐阜、三重、京都、兵庫、愛媛、熊本

　の各1千萬圓壷が之に亜いで多い。紡績は大阪の103，355千圓、

　愛知の75，980千圓、兵庫の42，433千圓、静岡の29，U7千圓、和

　歌山の283007千圓、岡iTlの25，916千圓、三重の25，038干圓等が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一略　　St－－ll

其の多きものである。釈は東京、北海道、1！●岡に多く産し何れも

産額］千萬圓を超えて居る。肥料は犯∫〔、新潟、大阪、兵庫、醐

　岡に多く、何れも茂頷ユ千萬閲以上である。工某烈品は宮ll寄の

27百萬圓が特に多く東京、大阪、扁同のコS百萬圓、新潟、山

　口の］千萬圓之に亜いで多くして糖庁額の’r割3分を占めて居

　る。人迅紹絃は最近兄産額の増加著しく滋賀の2S，｛61干圓、川

口のM，117千臥剛」」の4，787千kg、　nt兜島の4、230刊』、廣

島の4，104千圃が土なるものである。

　内地以外に於ける工業生産品をみるに朝鮮に於ては生綜及玉綜

の9，8S8干圓、織物の9，598千圓等が土なるもので、墓湾に於て

は煙草14，802千圓（喪上代金）、罐苛4，665千圓、製茶4，352千

圓が主なるもので、」く樺太のパルプ及紙41，933千圓、關束州の

豆油17，250千圓は其大なるものに厩する。

惨竺］；㌶㌻霊㌶：㌻
其の登録数11，98S、惹匠登録は出願g，ユ95b共の登鋒4，567、

商標登鎌は出願21，529」』登鋒10，576ご前年に比し褒明特許

の場合を除き登録数の減少を示した。

「訂敷竺鷲鴛蕊㌶：ご‡
の中電氣供給及電氣徴道事業は816で更に細別すると電気供給

608、電氣鐵道153、電氣，鐵道電氣供給gt螢55である。之を前年

に比べると電氣供給S3を増し電氣鐵道8を減じ、電氣鐵道及供給

爺螢は8を増加した。

　【護電力】昭和七年末に於ける護電力は493as　？ロワツ1・で

前年に比し27萬キロワツト乞増加し10年以前に比ぺると約2倍

しkの褒注甚だ急速である。登電は水力に依るもの6割3分、火

力に依るもの3割7分で前年に比し火力の割合は増加した。

　r鯨需要】　昭和七年末に於ける電燈需用戸数は1，151萬戸其

箇数は3，825萬筒、燭光数79，9181曳燭光で前年に比し6萬戸84

萬箇・1」681萬燭光を増加した。需用戸敷1に付電燈箇数は3．3箇

其の燭光69燭光に常リ前年に比しユ燭光を増加した。

　人口に封する電燈箇数は］0人に付5．8燈で、コ人に付12．1燭光

に當り前年に比べると燈数はO・1、燭光は0．1を増加した。

　面積に到する電燈燭光は一方粁に付2，090燭光で前年に比し

44燭光を増加した。

　昭和七年末に於ける電動機装置敷は57萬、其の電氣力286萬

キロワツトで前年に比べると装置敷5萬を増加し、電氣力は増減

を見なかつた。

　電燈需用戸数の最も多いのは束京の］，156千戸で之に亜ぐは大

阪の795千戸、，兵庫の552千戸、愛知の547千・戸、縮岡の422干

戸、廣島の380千戸等にして仰30萬戸以上は棘奈川、新潟、長



　t2一略　　醗一

野、静岡、京都、2f）萬戸以ヒは北海道、茨残、埼1三、千葉、岐

阜・三π㌔岡IU・Ili　「「　・愛媛・Zl財へ鹿兄島である。而して10萬

戸未満に牙｝手及沖紐の爾縣がある。

　電燈燭光と人口との割合は1人に付東京のM撒男光最も多く京都

の29燭光、大阪の22燭光、祠1奈川及愛知の15燭光、兵庫z）］2

燭光、奈良、廣島、硫岡の11燭光、静岡・沖魍のユ0燭光之に亜

ぎ他は何れも10燭光未溝である。而して其の最も少きは岩手の

4燭光である。

　電力装置の最も多いのは大阪の91，0「）7之に亜ぐのは東京の

87，271、愛’E口の29，588、乖岡の28，48r）、紳奈川の21，608、兵庫

の23，878、京都の23、539、山口の21，921等で他は20・OOO未浦

である。

｛瓦斯環霊㌘麟灘寛懸
者数6、賓本金5，276千圓を増加した。

　瓦斯取付口敷は燈用及熱用を合して392萬で前年に比し22萬

を増加した。

　瓦斯動力供給は3｝23汀C力で前年に比し70掲力を減じた、何

既往に比較すると逐次減少の趨勢に在る。　　　　鵬

　昭和七年度中に於ける供給瓦斯1都二は一・年間71；272萬立ノ∫米で

前年に比し2，736萬立方＊〈を滅少した。

　似給貴を地方別に見ると最も多いのは東京の361，052千立方

米、之に亜ぐは大阪のユ18，83S千立方米、兵庫の43　・677＝F立方

米、京Ki；　i）36，511千立方米、愛知の35，170千立乃米等であ

る。

｛度量衡鴎㌶；欝㌶謬：撚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
ル487，819、フ罎メート・レ227，800、衡濃2，287・231で1〕句的こJヒ

し水琶メートルを除き他は何れも増加した。

　翰定不合格率は各種百中度器甲種瞼定1・5、同乙種1・1・量器

1．2及3．O、瓦斯メー…ト2・2．1、フtctt；メート・レ1・1・衡2・Y　2ユ及

1．1で前年度に比し乙種検定に於て度器が柑々増加し、鼠器、衡

器が同率を示して居るのみで他は全部減少した。

　昭和七年度中に於ける度呈衡器需用数は度器6，t73，771、｛責：｝Yv

1，108，223、衡器1，517，307で前年に比し量器は減少したが度器及

衡器は増加を示した。

　昭和七年度rliに於ける計量器僚定箇数は2，62／）千箇でmblFに↓ヒ

し2ユ3千箇を｝曾加した。同検定箇数中不合格割合は概して良好ご

認度計の1．5を最低とし最高は浮秤の4・1となつて居る。

　植民地に於ける同年度中の度硅衡凝需川の状世をみるに胡伴に

於ては度器228，662、量器92，377、衡器26，403墓潟に於ては

度器191β14、量器27，991、衡器40，710、i’｛if太に於ては・度器

32，515、量器3，988、衡器2，1S9ご人「11，000に付ての害ll合は樺

太が最も多い。

V．商業及金融俵125－］68頁参照）

i商当隠灘き欝ぽ慧
議貝数は3、32S人で前年に比し70人を増加し選卿1ξ者は100，414

人で前年に比し33，131人を減少した。一一一一箇年の経費は2，312千

圓で前t｛：に比し24／千圓を減少し、平均ユ會議i所に付24・596圓

に當つて居る、一箇年紅費を地方別にみれば東京は312千圓、大

阪204千圓、醐岡222干圓、北海道ユ65干圓、愛知169千圓、兵

庫159千圓、其の他の府縣は10萬圓未浦である。

　47府縣中商工愈議所を設けないのは千葉、奈良、沖棚の3縣で他

はユ若くは2をイ∫するもの多くγ化海泣には6、愛知には5をイtする。

　【取引所】　昭和八年末に於ける株式組織の取引所数は31で前

年より1少なく取引員は91S人、梯込責本金は105，745千圓であ

る。一年間の牧入は25，820干圓で其の7割3分は蜜買手数料・

支出は11，651千圓で其の2割4分は取引所税である。外に會員組

織の取引所が6ある。

　地b’男ijに排込資本金を見ると東京の45，625千圓、大阪の37，000

千圓特に多く之に亜ぐは祠｜奈川の6，500千圓、愛知5，750千圓、

京都3，500千圓、兵庫3，925千圓、他は敷10萬圓乃至10敷萬圓の

ものが多い。

　昭和八年に於ける株式清算取引所数はユユ、責買高は27，371萬

株、其の受渡高39，189干株で賓買高のコ割4分に當る。米取引

所敷は24、葺買高は224，276千靖、其の受渡高q．，IN8干靖で貢

買高のユ分に常る。生綜取引所敷は2、蜜買高41，3SO干」瓜jc

の受渡高653千庇で貞買高の1分5厘に當る。

　株式取引所で貰買高の多いのは東京株式のユ1，13S萬株、大阪株

式の7，992萬株が特に多く遙に降つて名古屋株式の2、362萬株、

京都の1，952萬株、廣島のユ，512萬株、rr・lll戸の9“萬株等である。

米は大阪の堂島米穀の8A，936千靖、東京米穀商品の　62・6・19　“1

栢、帥戸の10，032千靖、京都の9，575干靖、名古屋の10，531干

　　　　　　　　　　　　　　　●妬等である。

　昭和八年に於ける米設取引所清算取引先物平均相」易は1　．8039“li

（1石）にt・S　22圓75銭で前年に比し3鍵を下落した。之を月別に見

ると1月以後8月迄漸次下落し、併し9月には22圓墓の反撰を

示して居る。

　【卸責物債】　昭和九年中の東京市卸頁物債を食料、衣類、建築

材料及燃料其他42品に就いて前年と封比するに低落したるもの

は、鰹節、牛肉、鶏肉、鶏卵の外11品、騰貴したるものは37品

の多きに及んで居る。大阪、祠｜戸、京都、名古屋及搬濱の各市に

於ても之と同様の朕態を示して居る。

tkgl…∋は：㌔其：㌶：き二㌻㌶麗

前年に比し會趾数7β15を増加し排込賓本金及出賓額は前年と同

　じ。

　伽初組織は株式3割1分、合賓5害IJ　2分、合名1割7分で前年に

比し松式の割合少しく減じ合賓合名の割合増加したが、甑往に比

較すると合責の増加が最も著しく、合名之に亜ぎ株式の増加は最

も少い。卒均1會杜の排込贅本金は株式593千圓、合賓29千圓、

合名107千圓で前年1（比し株式は9千圓、合資は5千圓合名は13

千圓を滅少した。

　【資本金】　會肚を賓本金高別にして見ると株式では10萬園以

上50萬圓の3割3分：最も多く、5萬圓未満の2割8分之に亜ぎ、5

萬圓以上10萬圓の1割7分b50萬圓以上100萬圓、100萬圓以上

500萬圓は各1割見営、500萬圓以上は3分4厘弱である。之を既

往に比較すると10萬圓以上各階級の割合は漸減して10萬圓未満

のものは漸増の趨勢であつたが5萬圓未満の小會泓は最近其の割

合を梢々大にして來た。合資では5萬圓未浦のものは9割2分を

占め、5萬圓以上10萬圓のもの4分6厘、50萬圓未満のもの3分あ

るの外大資本の會庇は甚だ少い。合名では5萬圓未浦のもの7割

7分・5萬圓以上10萬圓ユ割1分、10萬圓以上50萬圓が9分6

厘ある外是亦50萬圓以上の大養本會庇は甚だ少い。

　【業態別】會肚を業態別に見ると株式では商業4割6分。エ業

3割5分・蓮楡2割、農業2分、鍍業ユ分、水産1分、合資では

商業5割7分、工業3割5分、蓮楡5分、農業2分3厘、水産3

厘・鍍業3厘、合名では商業6割1分、工業3割3分、蓮楡3分、

農業2分、水産4厘、鑛業2厘である。

　【地方別】排込養本金を地方別に見ると東京の593，434萬圓最

も多く大阪の266，141萬圓、兵庫の81，737萬圓、愛kPtの53，455

萬圓、祠奈川の43，113萬圓、幅岡の37，231萬圓、京都の28，676

萬圓順次相亜ぎ箇1億圓乃至2億圓裏は北海道、新潟、富山、長

野、静岡、三重、岡1“　．廣島、山ロ、愛媛其の最も少いのは沖縄

の343萬圓で、徳島2，450萬圓、宮略2，775萬圓、鳥取3，2ユ9萬

圓竿は少い地方に属する。

　　　　　　　　　昭和七年末に於て帝國に本店を有する銀行は

　　　　　　　　　651行其支店及IU張所数は6、690あり、前年

に比し146行を減少した、支店及出張所も前年に比し558を減

じ、本店1に付支店及出張所は10．3に常る。

　排込資本金は167，200萬圓、積立金は98，369萬圓で前年に比

し賓本金3，0駄5萬圓滅じ積立金1，547萬圓を減少した。本店1に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一略　　se－一一13

付抑ミ㌧委本金は206萬贋1、積立金はユ51萬圓で前年に上ヒし前者は

8萬圓を滅じ後者は29萬圓を」曾加した。

　昭和七年の入金は62，360，216萬圓、川企は62】313，359萬圓で之

　を前年に比べると入金6，042，551萬圓、出全7，977，233萬圓を増加

　し・純益金は　ユ8，0931萬圓、配君『↓金は　10，90ユ萬圓で｜苅年1こiヒし純

盆金はユ，039萬圓を減少し、配雷金はユ87萬圓を減少した。

　排込委本金100圓に封する純益はユ0圓82住、配常歩合6分

　5厘2毛で前年に比し、前者は42銭を減少し後者は1分9厘を減

　じた。

　昭和七年中の預金は17，607千萬圓」』年末現在高1，176，453萬圓

で之を前年に比べると前者は1，142千萬圓を増し、後者は35，553萬

圓を増加した。借入金は1，832，090萬圓、其の年末現在高99，253萬圓

てtO年に比し、前者は709，232萬圓を増加し、Z菱者は26，136萬圓を

減少した、再割引手形はユ2ユ，461萬圓、其の年末現在高36，∩26萬圓

年に比し前者は2S，372萬圓を後者は9．　，488萬圓を」曾加した。

　昭和七年・Pの貸出全は8，106，800萬圓．　JL’の年末現在高1、058，9

63萬圓で前年に比し前者は2，n7，430萬圓を増し、後者は90，971

萬圓を増した。割引手形はユ，172，91ユ萬圓、jLiの年末現在高17

］，079萬圓で前年に比し前者は136，971萬圓を減少し後者は24，0

50萬圓を減少した。

　銀行の預け金は5，312，734萬圓共の年末現在高は81，871萬圓で

前年に比し前者は132，158萬圓を後者は1，375萬圓を」曾加した、

銀行所有の右債謹券年木現在高は實債にして550，693萬圓、現金

年末現充高は96，948萬圓で前｛rに↓ヒし前者は57，152萬圓を、後

者は4，718萬圓を減少した。

　【日本銀行】昭和ヒ年末に於ける支店はユ8、排込資本金は

4，500萬圓、積立全は10，839▲寓圓で之を前年に比べると、前者は

同じで、後者は447萬圓を増加したる他愛りない。

　入金は11，579，633萬圓、出金は1ユ，581，865萬圓で前年に比し入

企973，664萬圓を増し、出金977，719萬lliを増加した、純益全は

22，982千圓で前年よリユ2，960千圓を増し、配常金は585萬圓

で前年に比べると245萬圓を増し、其の配雷牢はユ割3分であ

る。

　昭和八年末に於ける分換銀行券褒行高はユ54，480萬圓で前年末

に比し11，8641k圓を増加した、正貨準備高は42，rjO7萬圓で登行

高の3言1に常リ、其割合を前年末に比すると5分減である、保詮

準備高は111，973萬圓、制限外嚢行高は11，973萬圓で、之を前

年に比べると正貨準備高は愛リtく保誰褒行高コ1，864萬圓を増

加した。

　【横演正金銀行コ　昭和七年末に於ける支店は42，携込資本金は

1億圓、積立金はユ22，260千圓で前年に比し養本金に増減なきも

積立金2，320千圓を増加した。
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　入金はへ31∩，m8萬圓、川全は6，330，鵠2萬圓ご前年に比し入全

］，622，918萬1団、出全1，621，550萬L‖を；成少し、糸巨続全は1，31nμC

圃、配常全は1，nOf）萬圓でil；」年に比し純続全1備1ヴξ圓を増加し・

配常才は1割ごある。

　昭和し年中砒濱II：ζご銀1∫の中llキ’民國に於ける銀行券獲行高は

17，338薗圓で前tf’に比し5，821萬圓を増加した。

　昭和七｛「中取扱ひたる筋替は、買房替手形各地へ向けたるもの

297，209萬［醐、各地より受けたるもの2C　3，717、党E‖、五鱈替手Jr2

各地へ向けたるもの230，280萬圓、各地よリ受けたるもの2L）2s，

6781慌圓、代全取立手形各地へ向けたるもの］4，7ユ4萬岡・各地よ

リ受けたるもの16｝743萬圓、責爲替頂金丁形各地へ向けたるも

の7，37蝦臥各地よリ受けたるものS，177萬臥利f顕醗手

形各地へ向けたるもの55，305民圓、各地より受けたるもの

52，439萬圓である。

　【日本勧業銀行】　昭和L年末に於ける彿込資本全は9・・463萬回・

積立金は　7，532萬圓で前句に↓ヒし↓弗込資｛・金は坪｝｝ム髭なく、積立全

460萬圓を∫曾加した。

　入金305，ns7萬圓、川全305，∩75萬圓ご前｛r一に比し入全、出全

ノ【にユb：n5丁・萬い1除を減少‘した。

　純益金は］，297萬圓、配當令はSl6萬圓で前年に比し純綻全10

萬圓を」曾加し、配常金にtZZ，kリなく、其の1円巳雷才はユ割ごある。

　昭和し年中債券獲Z了高は9，2gt萬圓で｜W；rに↓ヒし1）3S1萬圓を

滅少し、ヰ年償還高は7，177萬圓で前｛rに↓ヒし1，027萬圓を増加

し、年末に於けるjJl　（f高は99，51S萬圓で前年末に」ヒし］，818萬

圓を」曾加した。

　昭和じ年末に於ける年賦償還貸IJ全は　ユ03，tSgl蟷回で前年にiヒ

し3，255萬圓を増加した。其年限は十五箇年最も多く十箇年及二

十箇年之に亜ぎ又数箇年の短期及【些川・五箇年び）長期もある。貸付

金額を貝の祭態別にみると農業の2；i・iJ　7分浪も多く、‡戊ト地整理組

合の9分7原、市随町村のユ割1割・1厘が亜）・で多い。定期償還貸

付金は8，749萬圓で前年に比しユ，ユ9・↓萬圓を」曾加した。年限別で

は五箇年最も多く3箇年］箇｛ド4箇年2箇年の順ごある。

　【農工銀行】昭和七年末に於けろ農工銀行は19、其の支店及

出張所62、排込資本金は・R，C65萬圓、積立金は6，弱1萬圓で前

年に比し支店及出張所は」曾戒なく、資本金は50萬圓増加し積立

金312萬圓を増加した。

　入金は279，528萬圓、出金は279，548萬圓、純益《U，155萬圓、

配當金は743萬圓で其の配常率は9・分遥である。

　昭和七年Φに於ける債券襲行高は6，648萬圓、償還高は4、391

萬圓、年末に於ける現ff：高は50，613萬圓で、前年に比し獲行高

105萬園、償還高987萬圓を減じ年・末f2（［高は　2L）・r）751’Xt　uaをi曾

加した。

昭和七年＊に於ける年賦償還貸f掩は5⑨畑萬圓で前年1（比

しユ，33∩萬圓を増加した。借・七の業態は農業最も多く3割7分を

tflめ商某の2訓、工業の7分が主なるものである。定期償還貸付

企は7，0S7萬圓C“｛IVi：に｛ま農）t　IK及商某者が最も多い。

〔北瀧拓殖銀行コ昭吐年＊1こ於ける本行の刻汲間艮所は

4r，、沸込資本全はユ2，500千圓、積立全は12・993千圓で前年に比

し姐却泓所並びに資本企は増減なく・積立金803千圓を壇

加した。

　入金は316，106萬圓、出金316，092萬圓で前年に比し入金13，2

73萬圓、出合ユ3，2∩11蝿圓を増加し、純益金は1，708千圓・配常

企は938干・圓で前年に↓ヒし純盆合23S千圓を減じ、其の配常率は

7分5厘である。

　昭和し年Φに於ける債券発行高は4∩，781千圓で前年に比し

32，196千圓を」曾加し、償還高は19，飢8千圓で前年に比し10・623

千圓を増加し、年末に於ける卿：高は19・4，2t）・2干圓とな揃左Fに

比し2］，536千圓を増加した。

　昭和七年度に於ける年賦償還貸付金は136・537干圓で前年に比

し17，177千圓を増加した、年限はニーf箇年迄最も多く十li箇年

迄、十筒年迄之に亜ぐ、借主の業態は農業3割を占め、上功組合

の2割3分、献の1；1；lj　4分がコ三なるものである・定期償1謎付

企はユちS35千圓で前年に比し1，752千圓を増加した・貸付者の業i

態は商業、農業が最も多く、土功組合及漁業が亜いで多い。

【麟綴行コ昭不ll・－L一年末に於Cナる墓灘艮行の支店及出張所1ま

32、排込資木金は13，］％千圓で前年と憂りない。

　入金11，3SI，965萬圓、出金はユ，138，016萬圓で前年に比し入全出

イ≧共97千萬圓僚を」曾加したが、純益金923「F圓をあげた。昭和

七年末に於ける墓鴻銀行券黄行高は52，620千圓にて前年末に比

し、8，206千圓を増加した。

　〔朝鮮銀行】　昭和七年末に於ける本行の支店及Hl張所は36、擁

込賓本金25，000干圓、積立金は4，501千圓で前年に比し・積立

金SOO千圓を増加した。

　入金は2，577，203萬圓、出金は2，573，769萬圓で前年に比し入金

582干萬圓出金579千萬圓を増加した、純益金は1，S49千圓、配

常金は政府持分を除き940千圓で前年に比し純益金14千圓を増加

し、配常率は4分である。昭和七年末に於ける朝鮮銀行券獲行高

は124，623千圓にして前年末に比校して23，713千圓を減少して

ゐる。

　【日本興業銀行】　昭和七年末に於ける本行の支店は5・抑込資

本金は50，000千圓b積立金は23，066千圓で前年に比し支店1を

増加し、資本金に増減なく積立金1，000千圓を増加した。

　入金626，825萬ZZ　v｝1｛金626，756萬圓ご前年に比し入金84，140

萬圓儀出金84，164萬圓を増gし、純益金は4，182干圓で、前年に

　比し3千圓を増加しb配常金は3，000：1　IMで、兄の配常…牢は6分

　である。

　昭和七年中に於ける債券襲f了高は17］，516干圓ご前年に比し

83，416千圓を増加し償還高は110，805干圓で前年に比し82，732干

圓を増加し、年末に於ける現在高は404，041干圓で前年末に比し

60】711干圓を増加した。

　【普逼銀旬昭不吐年末に於ける本店は538、支店及tll・GKfJrrは

5・833｛秘資本金は1・217、431千趣積立金は530，972干圓で肖拝

に比し・本店］45・支店560を減少、資本金31，591干圓、積立金

4・771千圓を減少した、本店］に付支店及出張所は　10．84で前年

に比し1・48を増加し、4均一行の挑込資本金は2，026：F圓、積

立金は987千圓で・前年に比し資本金ユ97千圓、積立金203千圓

を増加した。

　入金は383，311百萬圓、出金は382，859百萬圓で前年に比し入

金45・862百萬圓、出金45，231百萬圓を減少した、純益金は

102・560千圓・配借金は67，923千圓で前年に比し純益金16，432干

圓減少し、配當金4，002干圓を減少し、其の配當率は5分6厘で

ある。

　本店数を地方別にみればその最も多いのは兵庫の44で、之に

亜ぐ刷調の30、静岡の25、富04の24，東京及大阪の23、山

梨の21等にして、其の最も少いのは樺太、沖縄の各lb徳島の

2鵠’である。

　寺弗込資本金は東京の352，204＝P圓最も多く大阪の1S1，650千圓

之に亜ぎ・篭に降て兵庫の53，347千圓、愛知の53，276干圓、富

ttlの45・2C9刊8・新潟の44，505千圓、静岡の40，013千臥長

野の29，419＝r圓之に亜ぎ間ユ0，00C千圓以上は青森、岩手、rrl形、

茨城，栃木、埼玉、祠1奈川、石川、山梨、岐阜、三重，奈良、愛

弦・励綱・長崎・大分、鹿兄島で、其の少いのは沖縄のユ》000千・

圓・樺太の1・475千圓、徳島の】，525千圓、熊本の2，700千圓、

香川の4・180千圓で・他は何れも5，000千圓以上である。

　配當金は東京の23，288干圓最も多く大阪の10，781千圓之に亜

ぎ遙に降つて愛知の3・726千圓、新潟の3，001　P圓、富山の2，683

千圓・兵庫2・820千鳳青鋼の2，462千圓之‘こ亜ぎ．　コ，OOO千圓

以上のものに埼玉、三重、奈良、愛媛がある。

　【貯蓄銀行コ　昭和一ヒ年末に於ける本店は87、支店及出張所は

570・排込資本金は43・66S千圓、積立金は38，907干圓で前年に

比し本店1を減じ支店及出張所愛りなく、賓本金537千圓、積

立金2・203千圓を増加した・本店コに付支店及出張所は6．6で飾

年に比しO・1を増加し卒均1行の沸込賓本金は502千圓、積立

金は417千圓で前年に比し蚕本金12千測、積立金30千圓を

増：よ∴659＿＿669百萬圓＿し，．M
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　656百萬圓・出金658百萬圓を増加した、純益全は8，773干圓、

　配7：『金　4・071：干圓で06年に↓ヒし純緬…d．　2、3　）C）下圓、酉巳償全46干

　圓を減少し、其の配當率は9分である。

　　地方別にみれば本店の最も多いのは大阪8、愛知及東京の7、

之に亜ぐは静岡の4で其の本店がない地方は京都、山口、熊乍、

沖縄、樺太である。

　排込鉢金の最も多いのは東京の15、鵬調、之に亜ぐはA一

阪の7，747千圓・愛知の2，2S6干圓、帥奈川の750千圓、　J　LLの少

V’のは蘭島・富山・三武奈良、鳥取、高孤脇嶋の各1・25T一

圓である。

　配當金の最も多いのは東京の2，721千Bil，之に亜ぐは大阪の

306千臥愛知の158千鳳新潟の100千圃、llS玉の77珊、

其の少いのは奈良・鳥取・高知の6千圓位で岩手、疏島、祠奈

川、山梨、京都、山ロ、熊本、沖縄は無配當である。

　　　　　　　　　　【笛造及嚢行高】　昭和し年度中貨幣鋳造

　　　　　　＿v　“　の鱈迅¶8局の受入れた地全の哉は金47，895

壇i・銀144・795Jttljで前年度に↓ヒし金50，9041芭を減少し、銀3宴，931

瓦£を増加した。

　昭和七年度中の貨幣鎧造高は、金貨は本年蟷造せず、銀貨10，

　002千圓・前年度に比し、銀貨o「，001千圓を減少し、白銅貨

］・200千臥］ち鰯t540刊』を雛した。r司年度・11貨¶綴イ稿

は・白銅貨500千圓である。褒行貨幣の種右1は、50銭銀貨、青

銅貨である。

樋貨流甑】昭和八年末に於｝ナる蹟髄高をみるに小鰍

幣11・260千圓・口本銀行鈷換券中銀行券準備充常金を除きたる

差引流通高1・470，46S千圓、1・r］H」JI！iaS　434，710刊批の計］，905

178千圓にして此の他に朝鮮銀行券148，176干圓及び蛋滝銀行券

48・994千圓があるも・之等は内工也に於ては殆んど流通せざるもの

と看倣し得るであらう。

而して之を前年に比すると内地流鵬は117，436瑚の膨眼を

示して居るX朝鮮、裏濁、両銀行券も之を前年に封比すれば前者

は23・553干圓を増加し・後者は3，626千・圓の減少である。

｛信託1㌶㌘る驚1；1㌶驚篁

81・450千圓積立金25・850千圓金銀在高5，563千圓で其の入金

9・312・657千圓・出金9，312、657千圓、純益金ユ3，796千圓、配常金

3・429千圓を示してゐる、年末現lr．　f言託高は1，460，812干圓にして

前年より14・010干圓を減じtli金筏信託は最も大‘こして7＄ll・3分を

占め・之唖・・では有囎券信託rcして2割4分に當唖の麟

は土地及定著物信託及其他が占めて居る。

m保願離託糠コ昭枇年末1・於ける會雌は29．；M込

琳金556・799・Fpa・　Pt立金341，062珊で前年’砒し、資本金
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壁りUく、積立金15，761千圓を減少した、年末現在契約’口敷は

田、共の金額496，・567千圓で前年に比し7「1減じ68ハ605千圓を

増加した。

　【無裁業者】昭和七年末に於ける本店は274、支店158で、之

れをθり年に比べると本店7、支店9を増加した。

　排込賓本金ユ8，272千圓債立金9、558千圓で之れを前年に比べ

ると前者は481千圓、後者は731千圓を増加した。

　無壷組敷は同年56，344在り其無霊口数ユ，737，407で1組に付無

雛ロ数31に常リ、前年に比し其の口数に憂りなし。掛金契約高

は］，285，143千圓で卒均無霊1ロに付き740圓に常リ前年に比し

2圓を減少した。

薩形翻巴麗1蕊鴛灘8驚
千枚1ユ，155）797千圓を増加した、交換高を六大都市別に見れば

東京の31，519，8S8千圓最も多く、之に亜ぐは大阪の22、175，225千

圓で、横濱の1，231，719千圓は最も少7い。

　昭和八年中に於ける金利の痙動を親察するに上iF期（六月）に於

ては定期預金最高0．53割（年利）最低0・46謹譜貸付最高ユ・09

割、最低0．69割、割引手形「1ル最高2・69銭最低ユ・S9筏であつ

たが下牛期（十二月）に於ては定期預金最高3厘最低3厘を減し、

誰書貸付最高同じ最低0・02割を減じ、割引口歩最高0・09銭・

最低0．05銭を減じた。前年同期に比し最高最低何れも減して居

る。

｛廻竺遮篭㌶三ご元灘霊
敦宛ユ圓に付ユ志02片5、巴里宛5・07法・上海宛100雨に付

ユ06．88園、孟買宛100圓に付79・63留比にして前年に比して圓債

下落を示した、而して之を月別にみると一月の相場は紐育宛

20．75弗、倫敦宛1志2片8、巴里宛5・24法、上海宛71・85雨及

び孟買宛80、50留比は漸次低落して十二月には各3り・25弗」志

2片1，4．95法、110．75圓及び78・75留比を表して居る。

曄麟劉郵蕊鷲は：欝：霊1；二霊

8沮，157千圓、平均1ロの金額21圓91銭で前年に比しユ，538千

口40，465千圓、平均1ロ14銭iを増加した、沸渡はロ数37，578

千口其の金額823，477千圓、卒均1ロの金額21圓91銭で前

年に比し1，512千・ロ、金額39，560千圓平均1ロ17鐘を増加し

た。

　昭和七年度中に於ける外國郵便爲替は外國へ振出口数39，167

其の金額1，562，547園、平均1ロの金額39圓89箆で前年に比し

20，M2ロ　，金額758，137圓を減少したが、平均］ロの金額は1圓

9鑓を増加した、外國より振込口数は107，339、其の金額4，992，

596圓、卒均lpの金額46圓51銭で前年に比し16β51口金額

1，270，067圓、卒均】ロ5圓37鑓を増加した。

　外國へ振出金額は中國の655千圓最も多く、”之に亜ぐは掴逸の

2S8千ZZ　v北米合衆國の191干圓、英吉利のSl千圓、佛蘭西の

C4千圓，ブラジルの45千圓、瑞西の28千圓等で外國より振込金

額は北米合衆國の1，889千圓最も多く、之に亜ぐは布吐の887干

圓、中華民國の786干圓、カナダの491千圓等が主なるものであ

る。

　【郵便貯金】　昭和七年度末に於ける内地及外地各臨所管の郵便

貯金及特殊郵便貯金人員は39、838，438人、貯金現在高は2，772，005

千圓、孤金者1人の貯金高は69圓58箆である、前年と比校す

れば人員は772千人を増加し、金額は43，863千圓1人平均貯金

高2圓50銭を減少して居る。右の中内地に於ける貯金は人員に於

て8割7分、金額に於て9割6分を占めて居る。

　【郵便振替貯金】　昭和七年度末に於ける加入人員は282，231人

其の預金額75，409》071圓である。

　【郵便年金（官螢）】　昭和ヒ年度郵便年金ll欠入は58，383　，038圓

にして内11，45ユ》614圓は掛金で総額の2割に常つてゐる、其他

の収入は積立金利子及雑収入である、支出事業費390，242圓支佛

年金1，557，596圓、返還金ユ，522，381圓、年度末積立金54，912，818

圓と7つて居る。同年度中に於ける新契約は35，921件掛金

9，605，808圓其の年金額3，701，978圓となつて居る、同年度中に於

ける死亡はユ，94gf’k掛金595，850圓年金額141，705圓解約其他

借数ユ3，989掛金638，643圓年金額］，749，008圓にして年度末現在

に於ける件数248，197件其掛金44，331，975圓年金額18》901》336圓

である。

保瞼1隠蕊驚日；：巖㌫㌶
2，412，794千圓で前年に比し1，390＝F件ユ59，658千圓を増加した、

ユ件に付保瞼金は133圓となつてゐる、同年度IP新契約は2，883，356

件で前年に比し82，537件を増加した、同年度に於ける被保険者

の死亡は213》314件其の保瞼金29，539千圓である。

　地方別に契約の多寡をみると東京の1，912：F件、350》569千圓

最も多く之に亜）・で大阪の1，018干軒、168，044千圓、北海道の

843千件、120，052千圓等で最も少きは南洋の1，268件、290千

圓である。

　昭和七年に於ける簡易生命保険者の職業は工業2割2分8厘、

商峯ξ2割4分0厘、農業2割4分8厘、公務自由業ユ割3分9厘

の順位で以上で全数の8割5分5厘を占め他は何れも1割未満

である。

　昭和七年度に於ける簡易生命保険事難入は856、951千圓で前

年に比し112，769干園を増加した、牧入の内容は保険料ユ92，849

千圓・前年度末鼠立念657・95⑨千閲、利了牧入35，5SO干同、雑

q’〈入朔醐ごある・支出閻r業費として25，0。2瑚ユ排｛）ミ

瞼金巧317千圓・還付金35）291干圓で本年度勾こ於1ナる積立全

は759，SgG干圓である。

前項の斑金幌用した額は650、棚千圓ご｝わ租類は小搬

遊鮫金に33，886干圓・師・巴創設糊に97，408欄、イP蹟

金に9・301千臥上・k道に33，914千臥公債謹券及恥に

323・206干圓を投じたのが上なるものである。

　【民誉保瞼】　昭和七年度末に於ける保瞼會肚数（貧畳を含む）

は蛉保険38・徴兵繊4、燃臓12、火災餓49、海上

保瞼42・違迭保険31・自動｝f保瞼ユ1、盗難保瞼6、信用保瞼

4・汽舘保険1・硝子保瞼3で前年に比し蓮迭保瞼4、日三命保瞼

2を減じ信用保険1、を増加した。

齢保鞭約年末現嬬は5，668干件其の保瞼金8、005，173

千圓で前年に比し175干竹、421，315千圓を増加した、被保瞼者

の人口にYjする割合は千人に付85・5にして1f†平均保瞼金は

1，4291111である・年度中噺規契系勺は842千仏共の保瞼金1，43

8，361千圓で前年‘こ比し49千1牛、7，626干圓湘加した、新規契

約川平均の保瞼金は1，70S圓で前年度に比し約別圓減少であ

るc

　徴兵仰瞼年末契約は1，「8fi千竹、其の保瞼金677，969干圓で前

年に比し56千f’r・66，101千圓を増加した、年度，liの新規契約は

226千件・其の保瞼金189・255干圓ご前年に比し71千件、61，603

午圓を増加した。

　傷害保瞼の年末契約は97，907件其の保瞼金1C4，977千固で前

年に比し9，903件ユ5，703千・圓を増加した。

　火災保瞼年末の契約は15・322千件、其の保瞼金18，627，406干

圓で前年に比し236千件、保瞼金額は1，100，986千圓を増加し1

件平均］，2ユ6圓である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VI・貿

　　　　　　　　　昭和八年il’内地よりの輸出額は1，86ユ，046干

　　　　　　　　　圓で内地への輸入は1，917，220千圓と7Sつて

居る。輸出及輸入魍額は明治初年僅に3、4千萬圓に過ぎなかつた

が二十一年に於て100・000千圓墓、三十三年には500，000・F圓墓と

7り・何駁々として増カロし大正元年には1，000，000千圓墓に上り

殊に欧洲大職勃褒以後は其の泣展甚だ急速で六年には　2，000，000

千圓墓・七年には3・OOO，OOO千圓墓、八年及九年には4，0∞，000干

圓墓に躍近したが、十年に至て頓に　］，400，000千圓を減少して

’2・00P，COO千圓裏に降つた、十一年は660，000千圓を増加して大正

七年當時の総額に略々等しくなり十二年は前年より100，00C千圓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一es　説一　17

　11こ⊥保瞼年度巾の新厄史約は4．51叶件」初f・鹸金7，四，77↓

午圓で前年に比し72千f’1：．採瞼金ユ，OSI，S3∵r狂llを増加した而し

てユ1’1當リ卒均は1，562圓である。

　遮徽｛渡中の獺史約は1，嘲酬、其の保齢4，15G、331

千圓で前年に比し35干件、金額に於て8克、399圓を増加した、

1作雫均2，536圓である。

　翻保瞼年度・1’の新規史約は3，436f，rJCの微金6，061佃

で前年に比し7竹を増加し、610千圓を減少した、而して1件那

均は　1，761圓である。

　汽罐保瞼年度・1噺規史約はユ，コ821・1・，　X：のfle瞼全4，03・r）干圃、

脇Tl「保瞼は94・532件、其の保瞼金70，2S5千圓、瓢噸1ま

41371件・其の繊金1コ，750千凪硝子保瞼は20S　PI・、136珊

あリ、以上の内信用保険が前年に比し減少したる他は何れも前年

度末よリ増加して居る。

　昭和し年度末に於て質際事業を・M・める外國保険鰍の内地，i，｛1・1，ri’

はtl：命3・火災26、海上16、白動市2で前年と増減なく、年度

末に於ける契約はII二命39千件、220，780干圓、火災141F件、

9ユ8，122干圓、海上16，452件、46，737干圓である。

　【健康保瞼〕　昭和七年度末に於て健康保瞼破保瞼者憩数は1・7

20・199人にして其内］，684，5W9人は弧制被保険者35，630人は任

意被保瞼者、160人は任意綴績被保険者てある。

　政府賃掌の被保瞼者穂敷は上氾中］，122）M1人にして0割5分

を占め他は組合管掌の披保険者である。

　被保瞼者の最も多き地方は大阪府の252，723人にして東京府の

ユ84，C89人之に亜ぎ100干乃至lr）O・Fの地方に愛知、兵庫、祠岡

がある・而して其の最も少きは沖細縣の946人である。

　保瞼金給W’1敷5，676，370件にして其の内療養4，981千件療養

費ユ4，715千圓・傷病手常575，636件等主なるものにして何れも

業務外の件数が遙かに多い。

　　　　易（表169－191頁参照）

絵を減少したが大正十三年には830、CCOI『‖を増加して大正八、

九年當時の穂額と等しいものとなり、大正十四年は陶も増加して

5・OOO・OOO千圓裏を示さんとするに至つたが昭和元年よりは轍IJ｛

入共に減少を示すやうになつた。

　輸出及輸入両者の擢衡は年に依て一様ではない、明治初年から

同十四年迄は大盟楡人超過し、二十六年迄は大盟楡出超過し、大

正二年迄は再び入超となり、三年乃至七年の欧洲大職中は連年出

超で然も其の額6①，000千圓に垂んとする盛況であつたが八年以

降逆陣して入超相垣ぎ十三年は6i6，000－rT　E∬の入超を示し未曾IS

の現象であつたが其後租持直し昭和八年に於ては56，174干圓の
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輸入超過を示してゐる。

　昭和八年中朝鮮の楡出及輪入額は117，ユ41千圓で11，595千圓楡

入超過し、蚕溝の輸出及楡入額は53，143千圓で17，811千圓轍入

超過である。朝鮮の貿易は常に楡入超過し、裏湾は欧洲大職常時

輪μ1超過であつたが職飢後期からは連年入超に逆韓した。

　昭和七年中の主要國外國貿易穂額は英吉利ユ，017百萬傍、佛閾

西49，519百萬法、北米合衆國2、901百萬弗、伊太利15，068百

声利、白耳義31，222百萬法等で是等の諸働P輸出超過は北米合

衆國のみで他は皆輪入超過となつて居る。

　【國別】　昭和八年の我國輸出は亜1細亜洲に930，637千圓（5割

北亜米利加洲に515，332千圓（2割8分）欧羅巴洲に182，078千圓

（ユ割）で全髄の8割8分を占め、残饒のユ割2分は阿弗利加、南米、

太洋洲である。北米の中では合衆國が大部分を占め、亜細亜洲で

は關東州の221，068千圓、英領FP度の205，ユ55千圓、蘭領印度の

コ57，488千圓、中國のユ08，253千圓、満洲國の82，071千圓、海映植

民地の46，ユ33千圓、比H｝賓諸島の24，051千圓、香港の23，419千圓

惇の順位である。欧羅巴洲では英吉利の87，849千圓、佛蘭西の

38，736千圓、猫逸のユ2，4ユ2千圓、和蘭のコ2，325千圓、其の他は

数百萬圓から数十｝as　MIのものが多い。阿弗利加洲ではエジプト、

南米ではアルビンテイン、太洋洲では濠洲が主なるものである。

　輪入は北亜米利加洲よリ668，140千圓（3割4分）亜細亜洲より

658，557千圓（3割2分）欧羅巴洲よリ282，812千圓（1割5分）で

全髄の8割1分を占め残除のユ割9う〉は太洋洲、阿弗利加洲、南

米である。亜細亜洲の中では英領印度の204，738：F圓、満洲國の

ユ47，S98千圓、中國の113，357千圓、蘭領印度の55，710千圓が主

ソiるもので、北亜米利加州では合衆國が大部分を占め、欧羅巴洲

では掲逸の90’　，798千圓、英吉利の82，559千圓、仰蘭西の21，746

千圓、瑞典の16，086千圓、貞耳義の14，693千圓、諾威の11，624

午圓、瑞西の9、ユ85千圓が主7Sるものである。太洋洲では大部分

濠洲、阿弗利加洲ではエジブ5、南米ではアルゼンテインが主7

るものである㊨

　【種類別】　昭和八年に於ける貿易品の種類を大観すると輪出で

は全製品5割5分、原料用製品3割、蓬に降て製造食科品7分、

原料品4分、粗製食料品2分を占め、輸入では原料品6割2分、

原料用製品ユ割7分、全製品ユ割2分、粗製食村品7分、製造食

料品2分を占めて居る。之を前年に比較すると楡田に於て全製品

の割合増加し粗生食料品の割合減少したる他大差ない。

　輸出額を箇々の品目に就いて見ると生綜の390，901千圓（2割1

分）最も多く、篭に降て晒金巾晒シーチングの68・651千圓・生金

Itlの43，521千圓、細綾の40、Ol8千圓・陶磁器の35・634千圓、

小変粉の34，955千圓、鐵の34，666千圓、綿濡子の33，596千圓、

庄シ’チングの32，171千圓、綿メリヤスシヤッツの31，191千圓、

縞木綿の3ユ，ユ64千団で侮20，000千圓以上のものは履物、餓製品・

壁織縮緬、煙抄類等にして15，000千圓以上のものは木材、蟹灌

詰、富士絹類、綿ポプリン、、綿織綜等である。

　i楡入額中繰綿の：　60　i）468干Ul（3割2分）最も多く羊毛のユ61，192

千圓、原汕及重油の68，347干圓、小饗の41、381千圓，木材の40，

584千圓、鐵屑1及故鐵の38，645干圓、大豆の38，035千圓、石炭の

36，657千圓、石油の34，774千圓、豆糟の33，635千圓、鐵板の3ユ，746

千圓之に亜ぎ20，000千圓墓のものはrP度ゴム及ガタパーチア・

パルプ、鋭鐵、飼料（等にして15♪000千圓以上のものは金腐工及

木工機械、瓦斯石油蒸氣機關、燐砿石等である。

　輸出品の主要なるものに付其の主要楡出先を見ると・生縣は北

米合衆國に特に多く（9割ユ分）佛蘭西之に亜ぐ。綿織物は英領印

度、浦洲國、蘭領印度、闘東州、香港、エジプト、↓ヒ律賓鴨。

絹織物は英領印度、濠洲、蘭領印度、英吉利、エジプト、南阿聯

邦、北米合衆國。メリヤス製品は英領r隈・英吉利・蘭領印度・

エジプト、比律賓、南阿聯邦。陶磁器は北米合衆國、英領rP度、

蘭領印度、濠洲、カナダ。罐、埋詰食物ま北）給衆國・英吉利・

關東州、布吐。綿織綜は英領印度が多い。

　輸入品の主なるものに付其の主要仕出地を見ると宜棉及繰綿は

北米合衆國及英領印度にて9割ユ分を占め、中國、エジプト之

に亜で居る。羊毛は濠洲（9割5分）南阿聯邦。機械類は北米合衆

國、狗逸、英吉利。鐵類は北米合衆國、狗逸、英吉利。小饗は濠

洲、カナダ、北米合衆國。豆類は満洲國、中國・石油は蘭領印

度、北米合衆國。木材は北米合衆國、カナダ、露領亜細亜、退羅。

石炭は満洲國、佛領印度、中國である。

　昭和八年朝鮮の輸移出品Φ主要なるものは米及籾の154，707千

圓、大豆の19，276千圓、生綜の14，009千圓、魚糟牛骨及其他肥

料の16》069千圓、柞窟綜の9、176千圓で同楡移入品巾主要なる

ものは絹織物のユ8、446千圓、粟の12，787千圓、石炭の10，735干

圓、藥材の9，759千圓、柞置綜及柞鼠綜屑の9，587千圓等である

が金閲製品、機械類の輸入も大きい。而して昭和七年裏湾の輸移

出品’i；主要なるものは砂糖の］25，358千圓、米及籾の63・131T一

圓、芭蕉實の7，145千圓等で同楡移入品中主要なるものは綿及絹

織物の．133506千圓、豆糟の10・342千圓等である。

　【蔵出入港】　昭和八年除出の最も多いものは紳戸で輪出線額の

3割5分を占め繊濱の2割7分、プこ阪の2割5分之に亜ぎ・名古

屋は5分、門司は3分である。輸入の最も多いのは祠1戸で輪入纏

額の3割3分を占め横濱の2割4分之に亜ぎノ（阪Z）2割3分、名

古屋の5分、門司の3分之に亜ぎ其の割合は前年と略々同じにな

つて居る。

　　　　　　　　　昭和八年に於ける楡出は金20・925千圓、銀
　金電及金地
　金の繍出入　　7，C82干圓、輸入は銀］2r）千圓で金は20，925

千圓の流出、銀は7，557千圓の流入となつて居る。

　之を國別に見ると金銀の］怠出入は北米合衆國、叉占利との間に

VH．交

已竺到器㌻議霊念li憩灘i
　粁、町村道は8（6，1　23粁で1力木τに付國道は21．O米、痢縣泣又

　は地方費道は267米、市道は97米、町村道は2．11粁、介；　1・2．rJO

　粁に富る。

　　昭和七年末に於ける柄梁は囚道S，252、的縣道又は地方費道

　93，273、11∫道はユ7，127、町イ」道269，｛G1である。其の措造鍛橋8，

　290、石橋75，108、ネ橋259，805、江凝土及妹瓦橋44，521、」｛他

　ユ，3S9である。

1逼　≡｛は漂鷺ヱ㍑鷲籔㌘1：ll

　9，795で前年に比し、一．．．gti局3を増加し、二・等局1を滅少し、三等

　」局］60を」曾加し、合；卜162をHR加した、電信局は一｛等普通局4、

’4爪線局　3、二鵠普通局6、d庶線局3S、合訂51で前年に比し、増減

　なく、電話局は本局8、分局45ある。槍電信取扱夙普通1，067、

　熱線714、電仁電話取扱所ユ、題話所£38、公衆電話2，471、切

　手rp紙葺捌所C9，SO8、郵便函75，649、郵便私詔函ユ2，319あつ

　て前年にくらべると何れも増加した。

　　郵便局を地方別に見ると北海泣のC53最も多く之に亜ぐは東京

、の56S、兵庫の352、新潟3；5にして、200以上は肺島、茨城、

　長野、岐ヰ、瀞岡、愛知、三重、京都、大阪、島根、岡山、廣島、

　山口、肺岡、長崎、熊本、鹿兄島で具他は1CO乃至200のものが

　多い。

　　【郵便物］昭利七年度iliの弓1受内國通常郵便物は4，253，759千

　通で前年に比し236，414千通を減少した。人口に劃する割合は一

　人に付64通に償り前年に比し5通を減少した。

　　同年度中の外國通常郵便物は登迭2・1，704千通、到著34，213千

　通で前年に比し褒迭5千通を増し到著4，592千通を減少した。

　　國別‘（見ると登迭は中國の8，649千通最も多く、北米合衆國の

　3，S90千通、満洲國のユ3421千通、英古利のユ，231千通、蘭領印

　度ユ，136千通1蜀逸の1，0U6千通等が之に亜ぎ、到著は北米合衆國

　のS，727千通、最も多く、中國の7，764千通、英占利の3，714千

　通、狗逸の3，176干泌等が之に亜いで多い。

　　昭和七年度il，の引受小包郵便は58，472千箇で、前年に比し270

　千箇を増加した。

　　【電信コ昭和七年度中の電信登信は54，850干通、著信は57，240

　千通で前年に比し褒信1，・110千通、著信1，4・54千通を減少した。

　　外國への褒信は1，115千通、著信はユ，184千通で前年に比し褒

多い。
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億は32千通を、著信は62千通を」曽した。

　獲f∴を國別に見ると中國の311千通最も杉く、之に亜ぐは北米

介衆國のユ39千通，印度］21千逝、英占利の96干通等である。

　【電話】　昭和七年度末に於ける電話交拠μ扱局所は4，3t’3加入

人口は761，コ36人で前年に比し交換所1，0S5、人貝33，222人を壇

加し、人口に刑する加入者の割合は1，000人に付】L5ご前年1こ

比し、O・4をfll｝加した。

　　　　　　　　　　【開業粁及停車場コ昭和八年三月末に於け

　　　　　　　　　る開業鐵遣は國有］5，267粁、地方鐵道7，2f3

粁・合計22，510粁で前年にiヒし國イ∫3rx〕粁、地方48粁を増加し

た。何未開業に係る國有餓道1，098粁、地方鐵道3，746粁、合計

4・844粁ある。P｝撲に係る繊遣はユ00方粁に付5．9粁で、之を欺米

の；X國に比較すると100方粁に付英吉利の13．4粁、狗逸の12．4

粁k丁抹の12．3耗、和蘭の11．2粁笛に及ばぬこと遠く、チエツ

コスロヴアキアの9・9粁、洪牙利の9．5粁、白耳義の8．ア粁にも

亦及ばぬ。

　停車場数は國有線に2，8C9、地方線に4，621、機闘車は國有

4，094輌、地方994輔、客コ1〔は國有10，418楠、定員66ユ，389、地

方4，478輔、定員307，070、1！srlgは國有61，92：；、地方11，558で

前年に比し大なる増減がブよい。

　昭和七年度の列車走行粁は國イ∫鐵道192，172千粁、地方鐵道

19，312千粁等で，前年に比し國有5，257千粁を増加し、地方1，385

千粁を減少した。

　昭和七年度末朝鮮に於ける鐵滋は4，282粁、未開業線コ，666粁

同蜜灘3、286粁、同樺太3官粁にして是等を合するも内地の4割

3分の延長を布するに過ぎぬ。

　【乗客】　昭和七年度の乗客数は國有781，150千人、雫均一弼

2，140千人、地方427，668千人、・ls均一日1，171　F人で前年に比

し國有は滅じた。鐵遣釆客は三等客か殆ど全部を占め一→等客は1

毛にも注しな㌔・。楡迭貨物は噸数は國有61，733干蓮、地方22，2

13干聴で前年に比し國有地方何れも増加した。

　【螢業牧支】　昭和七年度にカさける國イ∫鐵道は管業牧入担5，9δ4
　

1・F圓、菅業費265，082－vEil、益金ユ60，872干圓で資本金に到する

盆金割合は100圓に付4圓48igkに當り1〕り年に比し34銭を減少

　し、地方鐵道は菅又枚入81，736千圓。管業費47，4C4千圓、益金

34，333干圓で資本金に劃する益金割合は10C圓に付2圓83銭に當

　9前年に比し21銭を減少した。

　【電躯軌道】　昭和七年度末に於ける電氣軌道事業老は90、線路



　20一略　　St－－

2，06ユ粁、車楠6，920、平均一日乗客数4，007千人で前年に比し

31£よ者3、〕1珂彌270を減じ、線路2粁∫曽、フ1～μ」一・Hの茶宕271－∫二

人を減少した。

［＝い亘竺鴛漂隠：：㌶三

梨客649人、職員423人、公衆860人ご鐵道rl殺者は死亡2，306

人、負傷者ユ91人である。地方瑚道では乗客職員公衆を通じ過失

死亡417人、負傷者520人である。

　昭和L年に於てrl動車、1コ抽車、人力車、ネ1∫車等による事故件

救は71，221にして前年よリ　2，398を増加した、総イ’1数巾最多きは

r］動〕1〔の6割7分で自軸〕1エの1割4分、毘軍の8分、n動削・？車

の5分之に亜で居る、而して1’i動車、1’1動白悼車の事故件数は増

加し他は減少して居る、何自動車事故W蜘こ於ける死亡者数は

ユ，100、負傷：者数は32，272で何れも前年より増加して居る。

⊂玉驚麸㌶灘㌶は蕊i㍑
白動車は釆刑c4，2S2、荊積用35，939、人力車は32，026、白縛事

は白動30，523通常6，356，157で前年に比べると荷車牛車及人力

車の減少した外みな増加して居る。

　　昭和八年度末に於ける民間航空機墓数は169、
　航　　　空
　　　　　　　　　乗員免状受有者799人、製作所15で何れも

前年より増加して居る、同年に於ける飛行回狐は・53，521回、同時

間22，104時間21分である。同tF航空事故に依る死傷人員34人

内死亡ユ1人で前年に比し死亡3人を減じ負傷13人を増して居る。

飛行10，000時間に付事故回数は次第に減少の状態に在り昭和八年

には41．6回で、飛行ユ0，0001ajに付死傷人員数は6．4人である。

船舶L蕊蹴㌘㌶驚：；
噸で、刷1戸の27，24ユ千噸、大阪の20，334千噸、横濱の14・701干

噸、下關の9，372『r・噸b名古屋の7，769千噸、若松の7，207千噸で

f∴∫2，000千噸以上5，0：0干噸豪の入港船のある港は函館、小樽、

青森、東京、清水、宇野、糸崎、宇品、異、宇部、多度津、高松、

今治、高濱、三津濱、三池、長崎である、各港への入港船は主に

汽船である。

　【汽舶．帆船】　昭和一し年末に於ける汽船は8，709隻、其の噸数

3，938千噸で前年に比し632隻の増加、3G千噸の減少を示した、汽

船を噸敷階級別に見ると、10・000噸以上19隻（2厘）6，000噸以

上ユ0，000噸127隻（1分5厘）3，000噸以上6，0（iO噸3，5S

隻（4分1厘）ユ，00〕噸以上3，000噸3SS廷（4分5厘）

500噸以上】，OOO噸202隻（2分3厄100噸以上500噸

528隻（6分）20噸以上100噸】・683隻（2割）5噸以上

2り噸未｝苗　5，401　i隻　（6k’iJ）て◆前年に比し割合上戊く差ナよいSTJミme

にある。

　帆船（噸数船）は48，306隻、其の「噸放1，310干噸ご前IFに比

し67ユ隻、25　T一噸を減少した。

　石数帆船は　3，577隻、共の積石数　433，S22石で前年に比し　466

　隻65，825石を波少した、既往に比校すると逐欠減少の趨勢

で十年以前に比べると隻数は’1こ；成し石数は3分の1に減少し

た。

　【小船〕　昭和九年三月末1こ於ける5噸又はb9石未ぷの帆船．

偲馬船、倉庫船耕作刑船～亨の小船、漁船を除く）は1SO／102隻で前

年に比しユ10隻を減少した。

　之を地方別に見ると最も多いのは束京／）コ5，宏5隻で之に亜ぐ

は大阪の］3，］91隻、茨城の10，732隻ご1∴∫5，nOO隻以上、10，0り0

隻をイ∫するは千葉、新潟、1制同、愛kロ、滋賀、京部、兵庫、高

知、廣島、長崎、熊本、大分である。

　【造船班〕昭和し年木に於て20噸以上の船舶を建造する設備

ある造船所は531で前年に比し66を増加した。船渠は48、浮

船渠は1である。

　昭和ヒ年中に於ける船舶建造数は汽船46隻、其z）噸数56，084

噸、噸数帆船20隻JLiの噸数2，679噸で前年に比し汽船は其の隻

敷に於ては14を増加し，噸数に於ては25，687を減少し、帆船は

3隻、446噸をfEl加した。

　【海技冤状受有者】　昭和七年九月末に於ける船長、蓮惇上、機

關長、機關上の救は89，177人で前年木に比し3，3r）nJ入を増加し

た。外に外國人132人あつて前年と同数である．

　【船員〕　昭和七年末に於ける船員は233・910入で他に外國人船

員5，09S人ある。

　【遭難船】昭和七年ti」に於ける遭雄船は446隻で前年に比し

147隻を減少した。遭難船は汽船233隻、帆船2）S隻である。

　遭難船の死傷人員は310人で前年に比しコS7人を減少した。

遭難者中死亡は90人、負傷は103人、行衛不男は117人であ

る。

　〔命令航路に服する汽船禽杜〕昭和ヒ年度末に於ける沸込古本

金は日十郵船6f，250千圓、大阪商船62，500千圓、日清汽給

ユ0，125千圓、南洋郵船‘t，「）”）3千圓、北ll本汽沿2，325干圓であ

る。

　迎楡成債を見ると日小郵船は昭和し年度に於て船客145F人、

貨物2，639千噸、大阪商船は船客コ，336千人、貨物7，019『F

噸、口∴㌧汽船は船客27千人、貨物151千噸、南1￥：郵船は船客

915人、貨物166千噸、北口本汽船は船客53千人、貨物867干

噸である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　V皿・示t　會

匡．ヨ鷲1瓢㌫蕊㌶：
に閲しては司法省に、又祉愈砧生事項は内務省の所；亨に扇する。

而して昭和六年度に於ける肚會事業相互の聯絡統一を岡る機關は

一道D三府二十九縣に設置を見、訓査研究及養成機闘は41、助成

機朋は16、方而宏員制166ある。

　｝llkRLIとしては防貧事某最も多く普及し、兄童保護、司法保護亦

茄設せらるS所が多い。

　　　　　　v”“（　昭和八年度内務省示丘會局交付の團髄敷は467
　奨働助成金
　　　　　　　　　金領157，弓00闘にして前年に比し118，600圓

を増加して居る。内育兄最も多く72團陛30，900圓にして幼兄保

育及兄童少年弥護の95園鍵2・」，2・0圓、救寮の46團｛鐙15，900圓

が之に亜いで多い。又司法省交ト1の助成金は前年に比し團髄数3

金額40》565圓を増加してゐる。

　　　　　wn’　昭和七年度支出絶頗4，633，249圓にして支出
　罹災救助基金
　　　　　　　　　中救助金は］，677，00S圓で内食料費44％、

魁難所及小屋掛費共に22％、被服費12％を占めて居る。支出憩

額を地方別に見ると、岩手の511，392圓最も多く北海道の497，7

81圓、愛知の290，93S圓、岐阜の178，492圓等が之に亜いで多い。

　年度末に於ける基金現ψ：高は　　9」，635，899圓て゜、前午より約：3

萬圓を減少してゐ乙。

　　　　　　　　　位救現則に依る昭和，≒年度救涛人員は30，783
　価　　　救
　　　　　＿　人で、前年よリ4，063人を増加してゐる。年

度末現在者ユS，11S人中最も多きは老衰者の6，207人で、幼弱、疾

病、癌疾等が之に亜いで居る。而して此の救濟金624，228圓中地

方i費は82％を占めてゐる。

　　　　　　　ノ昭TII六年度末に於ける養育棄兜敷は6S6人で
養竺堅前II、x．・J　4，人を減少し講度概蜘ま

531人前年よリ83人の減少であつて、此の養育費は67，992圓と

なつて居る。

縮及睡n鷺蜜蕊；驚
東京IFj最も多くユ，601人にして、北海道の270人、大阪の243

人・京都の141人・愛知の133人、青森の123人之に亜ぎ、其他

IX．努

｛魏駐結果／日醐軒肝日努嚇言剛調査の鞠こ
L　　　　　－＿＿．」係る工場数（原則として30人以上の努働者

を侠用するもの）は8，459で努働者は］，425，465人中男715，492

人・女709ハ973人で1工場に付平均努働者169人である。又昭和八

一略　　醗一21

事　業俵2玉8－228頁参照）

の府縣は百人未浦ごある。同年度・1ワ）行康死亡人は4，210人でb

地方別に見ると、東京府の7S3人を最多とし、大阪の1）」人、帥

奈川の293人、京都の222人が之に亜いで多い。

勢務者蜥 ﾚ㌶蕊蕊弩：∴嶽〈
増加した。同年度に於ける掛金321，196圓其給付金組196，747圓

である。給付中最も多きは失叉の15S，5S2人、10S，359圓、で傷病

及疾病給付は2S，99］圓である。

　　　　　　　　　昭和八年lllの検閲穂件戴は14，984件にして、｛　映書検閲
　　　　　　　　　一箇月平」こJI，219件となり前年に比し287イ’ト

を減少した。而して之を製作國別に見ると、n本物12，591件、米

國物ユ，9M什其他欧洲物となつてゐる。更にフィルムの種別を見

るに、殆んど宜融斑にして、娯樂劇其の52％を占めてゐる。日

本物は現代物ユ00に付時代物109に該リ、米國物は現代物100に

付、時代物4に過ぎない。之を前年に比すると、共に時代劇の割

合を」噌加してゐる。

　～〉　〉＼～ R　劇場の常設は昭｛il七年末に於て1，835で、臨
娯竺亙」⑭もの31，、。9あIJ，　r，fi年、、比し前者は76、

後者はユ）319の増加である。常設及臨時を通じ、千巣縣の3，232

最も多く、三重、茨城、埼玉、北淘辻等之に亜ぎ最も少ないのは

石川縣の50である。常設劇場の最も多いのは北海遣の141であ

るが山形及千葉には常設のものがない。

　活動篇眞館は劇場に比して惰設、臨時共に累年増加し、昭和七

年に於ては常設1，420臨時75，814で前年に比し前・者21後者δ，0

72を増加した。常設活動篇眞館敷は東京の238を最多とし、大阪

の151」調の78、刷1奈川の63、京都の「）S、新潟の56、北海

道の55が之に亜いで多い。

　活動篇眞館の有料興業に於ける観客敷は、昭和七年中220，715

千人で、常設館其の80％を占め、大人小人別に見ると、大人が

75％を占めてゐる。又常設館一に付一日観客数は342人で人ll－．

に付孤客数3．3に該つてゐる。

　寄席及観物場の常設は昭和七年末前者571、後者60同臨時

18，824、11，153である。遊戯場は同年末21ン623在リ最近増加の趨

勢を示して居る。

　　　働俵229－252頁参照）

年十月十日寅地調査の結果に係る鍍山数は（r）O人以Lの努働者を

佼用するもの）355で努働者198，269人中男178，・593人、女19，676

人で1鍍山に付卒均努働者S，59人を使用して居る。男女使用の割

合を見ると工場では女100に付男100・8D割合である←之主既往



　22－－ms　読一

の調査に比べるとxt子の割合が男子のそれより多かつた事喪と相

泣した傾向を示して來た。鍍山では女ユ00に付男907．7で9縞僚

の男を使川してJ［1る。

　工場敷を地力別に見ると大阪のユ，5り7を最多とし東京Z）】，215、

愛知の6Sl、兵庫の550、京都の209、長野の2rJ3、扁llヲ）217、

翻岡の213、北ll∫道の223、廣島の214、群馬の206之に亜ぎ埼

玉、祠1奈川、新潟、石川、岐亭、三重、和歌山、岡III、愛媛、稲

岡は100毫で最も少ないのは沖細の6である。

　餓山扱に於ては加岡の81最も多く北海道の57、長崎の33、

蘭島の23之に亜ぎ秋川は18、TIIr1は15）茨城、新潟は14、岩

手は］ユで貝他はユ0未；尚である。

　努働時間別にユニ蜴数を見ると11時間以内の2，910最も多くユ0

時間以内の9．，721、12時間以内のユ，023之に亜ぎ全工場の9割は

9時間以上努働する工場である。更らに工場及努働者を産業別に

見ると紡織C業は3，267で纏工場の約牛数を1！iめ之に亜ぐは化學

工業の640で向400墓以上に窯業、企厨工業、機械器具製造業、

紙工某、rlj刷業、木竹草蔓類に關する製造業、飲食料品製造業が

ある、他は200墓以下で最も少ないのは皮革骨羽亡品類製造業の

32である。努働者憩数の5割3分は紡織工業でlllめ、他はユ割に

注するものなく最も少ないのは皮革骨羽毛品類製造業の2，＆18人

である。

　鍵山にdfE：りては坑内努働者155，239人、坑外努働者7ユ，786人

にして、努働者恕数の約6S％は坑内捗働者である。次に業態別

に之を見ると、石炭錬業の186，556人第一位を占め、金属鐵業の

35，0田人、石油鍍業の3，136人等之を亜いで多）・。

　工場努働者の一日平均賃銀は男1・80圓、女0・78圓ご之を産業別

にみると男女卒均賃銀は瓦斯、電氣、水道業2．55圓、迭船業蓮搬用

具製遽業2．54圓、金厨工業2．40圓、機械器具製造業2・29圓、皮革

骨羽毛品類製造業2．21圓、精巧工業2．13圓其他は1圓墓で唯だ紡

織工業が1圓を割リ　0．79圓である。錬山努働者の一日ZF均賃銀は

金屡錬業男1・76圓、女0．69圓、石炭鑛業男1・62圓、女ユ・05圓、

石油鎖業男1．70圓、女0．71圓である．

縣踊査遮隠：篇㌫1霞翼驚
果に依れば給料生活者及努働者の平均宜牧入の9割1分S厘は鋤

努牧入で此の割合は牧入階級の高まると共に減少して居る。而し

て飲食物費には實支出額の3割4分3厘、仕居費に1割7分9厘、

光熱費に4分6厘、被服費に1割2分5厘を丈出して居る。實

支出穂額中飲食物費の割合は枚入階級の高まると共に次第に減少

し、仰仕居費、光熱費は減少、被服費は増加の傾向を示して居る。

　　　　　　　　　　【公盤職業紹介】昭和八年中に於ける公設

　　　　　　　　　職業紹介所の肌況を見るに、其取扱所数456

にしで、取扱にか、る求人敷1，45ユ，998人、求職者1，528，291人、

就職：者633，315人で求人敷の5割6分、求職者の6割6分は男で

ある。前年に比すると紹介所の数46、求人数23t，511人、求磯

者数25，823人、就職者92，590人の増加を示して居る。

　求職占に封する就職者の割介は男3割7分、女5割で前年に比

し男女共‘・こ」曾加した。

　昭和八年中に於けるn傭捗働求人敷はコ6β97干人b求職者

20，124千人其の紹介員数16，779］汰である。之を前年に比べると

求人数、求職者数、紹介員数八に激∫曽して居る。

　n傭努働を除く求人数、求職、就職者の某態別は求人数は工業

及鍍業の462，139人、戸内使用人の325，773人、商業の286，102

人等多く、仰具細分に付てみれば僕稗の269，837人、製綜の112，

836人、小店員の103，415人、土方「1傭の82，18り人。漁搭養殖の

69，247人、飲食店雇人の66，215人、店員の57，697人等が多く

共他O・O，OOO人以上のものは紡織工業、装身具業、嗜好品工業、

商店雑役、外交集金人等である。求職者は工業及鎖業465，161人

最も多く商業の327，475人、戸内侠用人の283，916人惇之に亜ぎ

其細分に於ては僕（51のユ57，197人、店員のユ50，627人、事務員の

108，070人、製綜の83，ユ17人、上方の72，0S1人が特に多く、其

他30，000人以上に機械器具、金腐及嗜好品工業、小Jrl∫員、商店

雑役、飲食店雇人、漁携養殖、書生給仕及番人小使が在る。就職

者の多いのは工業及鑛業の220，205人にして、戸内使用人の

ユOS，912人、商業Z）86，243人、土木止築の68、458人が之に亜いで

多い。

　【螢利職業紹介】　螢利康業招介所に於ける状態をみるに昭和八

年に於ては年末螢業者数2，729にして右の取扱に係る求人者数は

コ、016，06S人、求職者数は77・1，035人、紹介件“数826，977人、就幟

者数538，617人を示して居る。

｝孚議5gi驚竃鷲1：㌫：：鷲

業59件、工場閉鎖23件である。宇議の原囚は賃銀増額要求、解

雇者の復職、賃銀減額反封、賃銀支佛要求等が共に50件以上を

占め、共の他は、皆50件未浦である。

　努働箏議中同盟罷某数を業態別に見ると、化堅工某の103件最

も多く雑工業の96件、染織工業の85件之に亜いで多く、其の最

も少ないのは瓦斯、電氣事業從業者の1flである。

　【小作＄議】　昭和八年中に於ける小f’t：●議は　］，OOOf’r・て’前年に

比し586　f’i・を増加した。件数を地方別に見ると山形の315rl’最も

多く、秋田の299件、北海道の242件、祠岡の193件が之に亜い

で多い、而して其の少き地方は、熊本の1件、長崎の7件、等に

して沖縄には登生をみなかつた。

　＄議の闘係者は地主14，312人、小作人48，073人、閥係地の彼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

頻ほ田23，219ヘクタール、畑6，183ヘクタール、其他941ヘク

タールで争議ユ1’1にイ」地う三3．6人、小イ’i人12．0人、地主］人に

付小作人は3．4人である。

　　　　　　　　　昭和八年に於ける平均職工負金の哉高は煉瓦
　賃　　　銀
　　　　　　　　　私工及Jd　“hlの2圓3茸たで、木型工の21iq　30

銭、仕上工の2圓2S銑、石工の2圓26鑓、飯盤工の2圓25鍍、

鍛冶工の2圓23及、勾辻工の2圓ユ8或が之に亜L・で高い。IIE　JiL

狂銀は勧織67銭i墓乃至］圓45媛、枇械器具2圓交、化堅49銭

蓋乃至2圓12銭飲食物ユ圓44銭乃至2圓6茂となつて居る。而

して燐寸製造女工49鐙、製綜女工の67銭、莫大小編女工72銭

舘は最も低い部分に展するものである。拘下男は月12圓餓、下

女は月9圓70銭飲である。之を前年に比較すると僅少の例外を

除き何れも低落して居る。

　更らに鍍人の賃銀をみるに昭和八年徳乎均］圓5つ銭7厘にして

之を前年に比較すると9銭2厘の上昇を示してゐる。之を鋤種別

にみれば繊卒均に於て最も賃銀の高きは泓及硫化銭の1圓90銭

6厘にして最低は鉛亜鉛の1圓22銭3厘である。

鏑　副昭TII’L年六昧（微人は＃＊）に於ける全

　　　　＿＿”　國の鐵人数はIS6，313人で前年に比し16，390

人を減少した。一年努働延人員は49，106干入前年に比し1，813千

人を減少して居る。銀夫は石炭11」に最も多く絶激の7割4分を占

め金属川は2割ユ分、其他は5分である。前年に比し石淡山は其

の割合を減じ金属山は増加してゐる。

　　　　　　　　　昭和七年中に於ける銀山愛災度数は65，724

　鑛山墾災
　　　　　　　　　で前年に比し12，5S61u；を減少した。置災人

員は死者686人、傷者65，371人で鍍夫千人に付死者は3．7人負

傷者は351．0人で前年に比し負傷者の割合は減少した。

　Ut　Iliの種惣別に死傷者の割合を見ると鍍人干人に付死者は石炭

山4．4、金属1⊥1コ・4、石油山0・2、jl他のコ1金属1【14．9、負傷者

‘ま石S2二【⊥｜　422・2、　金bOIIi　ユ57・5、　石ilk　iIl　589・7、　戊与∫也のpll，金属1∫｜

ユ53．0で石炭山に於ける死傷牢は甚しく高い。

組9」け鷺霊煕翼隠灘
して其内努働組合は909、人員382，541、小作人組合4，810、人員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一略　　醗一23．

302，736、地主小作人協訓組合2，309、人員279，431、地〕組合686、

人員49，σ掲にして小作人組合最も多く絶組合数の5割5分糖人日

の3割を占めて居る。努働組合の崖茉別を見ると蓮楡交通の9聰1

介、152，231人、椴械器1具のSO組合、　SR，55：）人、化撃の89組合、

23，062人’；S　2｛多い。

　【官庭現業員共濟組合】　昭和L年度木に於1ナる印1剛，，｝、魯察、

．L木事業、専貞、辻幣、6｝軍、海軍、林野、製俄、運信、國有批道

の諸ll聴現業員共訊組合の茅ll合員憩激は56jJ，723人にして内國有

鐵道のll　9ユ，S67人艮も多く絶数の3制2分に、亥リ迎信の173，761

人之に亜ぎ3割ユ分を古め最も小なるは蓮幣局の441人である。

　是勺組合の収入は総額44，967千圓にして共の3割7分は刊金

2割9分は政府の給與金3割2分は預金利r・1分は其他の牧入で

ある。救沸支出は絶額20，306千圓にして内4割6分は脱退給典金

］割5分は傷抜給典妙療養金同じくユ割5分は殉職拉死亡給典金

倍が主なるものにして他は何れも1割以一Fである。i給典人員は総

敷664干人にして内傷庚拉療養381干人、健康保瞼給付ユ29干人

脱退給與11）2千人鵠が多いものである。

　【共濟園彊〕　昭和八年末に於ける組「湯《は3，588にして其の組

合貝敷569，S20人を有し組合数を共のll的に依リて分てば共沸を

主とするもの1・986，修養を主とするもの363、具他1，23」とな

り、更に組合員救の多寡によりて分てば15人以ヒ50人未浦の

ユ，316が最も多く、絶数の3割7分を占めて居る、之に亜いでは

50人以上コ00人未満の956、ユ00人以上300人未浦の649、15人

未満の334にしてO，OO人以上500人未満及500人以上は何れも

200未浦である。

　全國巾組合の多き地方は東京の242、北海道の211、岐阜の

203、幅島の199、千葉の175、山形のユ62等にして其の少きは

沖縄の12、である。

　【消費組合】　昭和七年度に於けるil’B？組合の歌況は組合蜘85、

組合員数コ89，014人にして出資線額3，257干圓、中捌｝込沸額2，439

千圓を有し他に諸積立金として1，213干圓がある。

　1箇年購蜜品吏却高は18，412干圓にして一方班金2♪222干圓借

入金1，743千圓を示し、剰除金として420千圓を示して居る。

X・教育及宗教俵253－29碩参照）

教　育｛童鷲齋に㍑遼㌶灘讐；

者は男5，269，088人、女5，123，706人、合計10，392，794人で人口に

鋼する割合は男女各］00人中男ユ5．8、女は15．5、其の卒均15．6

で前年と憂らず。

　學齢免童の軌學歩合は男女共9割9分5厘で前年と殆ど墾り

なll；＿卿贈歯一厭態をみるに朝餌に於て、±

内地人中軌學の始期に辻したるものs数男36，205人、女35，058

人にして其の就學率は男女共9割9分8厘にして却つて内地よリ

高率を示して居る。

　遼湾に於ては就學の始期に蔑したるもの男418，妊7人、女392
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034人にして其の就學率男は5割3分2厘、女2割3分4厘にし

て甚だ低いが内地人に限り孤察するときは男9割9分ユ厘、女9

割8分9厘である。樺太に於ける就學始期に達したる者は男女合

して　17，3　07人にして就學才は9割g分8厘と7Sつて居る。

　【小學校】昭和六年度イこに於ける小學校数は2r），6C）「Jで前年に

比し8校を減少しηこ均一山町村に付2．2校に當る。小學校は尋常

科のみ2則S分、尋常科及高笠科併置7‘Slj　2分、高笠利のみユ分

で之を既往に比杖すると互｛常高等爾科併置及高等科のみのものN

割合は増加し4常利のみの割合は減少の趨勢である。

　小學校の學級は211，030で前年に比し973を増加し卒均一校の

學級敷は8．2で前年に同じく、十年前に比べて］．4を増加した。

　外地に於ける小學校の欺態をみるに朝鮮に於ては官公私立普通

合して2，539校ユユ，319學級、墓潟に於ては小學校公堅校合せて

8：5校6，023「｝1級、村太に於ては2U校1，030學級、關束州に於

ては21：｝校7ピ學級、南洋に於ては40佼118撃級である。

　【二部激授】　二部教五施行のミ｝常小學校はユ7」校、尋常高等小

學校はICG校で前年に比しる儂；；’は32校を増加し、尋常高暫は2

校を減少した。

　［小學校教員】　小堅校数員穂扱は2：・3，802人で中4｛常小學校の

歎育に従尋する者8割3分、高鶯’小學校の数育に従事する者1

割7分である、数員の資格は本利正数員S割b分、専利正数員

6分、71｛数員3分で前年と↓ヒして1E数員増加し7｛L数員及代川数員

は減少した。

　小學校数n中り1は6割s分、×／は3割2分で前年と同割合であ

るが飢往に上ヒ較すると女子の割合は漸増し男子の劃合は漸減の趨

勢に在る。

　小學校1に付本利正数員の割合は7．7で前年に比し0・1を増

加した。地方別に見ると最も多いのは大阪の16．7、東京の15・5

にして沖縄の12．1、品岡祠奈川の11．8、兵庫の11・7、佐賀の

10．6、愛知のユ0．5、香川の10．1、京都の　9・9、静岡の9．5、埼

玉の9．2、長崎の9．0之に亜ぎ8人墓は百馬、千葉、長野、宮崎、

鹿兄島、7．人agは栃木、富山、三重、廣乱、山口．長崎で其の少

いのは岩手の4．3、北海道の4．2である。

　内地以外に於ける小導鮫数員をみるに朝鮮に於こは2，16S人普

麺學校ユO，162人、｛江溝にカさては6，679人（公學校を含む），　19r太

1，097人（土人数育所を含む）、即東州小學校912人諸學堂9S3人、

南洋に於ては小學校61人、公學校S2人が各敦育に従事して居

る。

　［小學校見童】　昭和六年度末小學校兜童穏敷は10，3S1，200人で

前年・に比し269，064人を増加し平均一市町村に付S80人、學校1

に付404人に雷る、兄宣撒を地方別に見ると最も多いのは東京の

668，929人、之に亜ぐは北海道の503，742人、大阪の440，301人、

兵庫の39⑨，089人、縮岡D397，⑨70人、愛Jitlの386，212人、新潟

の329，263人b’静岡の3ユ9，784人にして向200，000人墓は宮城、

‖：1脇、茨城、栃木、埼玉、千茉、帥奈川、長野、岐III、京都、岡

山、瓜島、長’ii、li・、熊イこ、鹿兄鳥で其の少いのはO’㌧取のS3，018人、

奈：ミの9S，22r）人、沖紐の99，S40人、而1井のユ02，637人等であ

る。

　【幼稚園】昭和七年度末にカさける幼利鯛数は1，708ご前年に比

し86を増加し保姫数5，333幼兄ユ29，001人にして、前年に比し

前者は321人、後者2，435人の増加である、幼稚園1に付き幼兄

の数は76人、保姐ユに付園兄の数は24人にして前年に比し園兄

2を減じ、弥姐1に付1人を減少してゐる。

　【盲唖墨按】　昭和六年度末に於ける校数は136、数員は］，111

人止徒は8，694人、卒某者はユ，632人で前年に比し校数11を増し

数員93入、止徒557人、卒業者97人を増加した。

　外地に於ては墓酵に2陵ありて藪員、22、生徒2S2人を有し卒

業者46人を出して居る。

　【師範學校］昭和六年度末に於ける校数はユO・1、教員は2，525

人、本科」k徒は男23）8・51人女12，121人、本科卒某者は男4，807

人女3，017人で前年に比し数員ユ47人、本科生徒4，761人、本科

卒業者4，369人を大々減少した。

　内地以外に於ては・ψ；鮮に3校、遼溝に4校在リ何關束州に1

校あつて其数員数は朝鮮87人b墓溌ts人b關束州42人、生徒

敷は朝鮮ユ，7’26人、窒湾ユ，223人、閤東州］30人にして、卒業者

は朝鮮670人、宝薩397人、關束州5｝人を出して居る。

　【高等師範學校］　昭和六年度末に力昏ける高笥’師範（男子）は2陵

で敦員はユ86人、Lk’tLは1，ε狙人、卒業者は102人にして、女子

高等師範は2校で数員は111人、生徒はS50人、卒業者は203人

である。

　臨時数員養成所は9、数員240人、生徒418人、卒某者280人

である。

　同年度に於ける数員検定合格状況は小乎校本科正致員2，i5S人、

尋常小學校本科正数員4，672人b小製校専科正数員6，363人、小

學校准数員1，724人、尋常小學校准数員2，211人にして以上小學

校数員検定合烙者穂数17，428人1こして前年に比し831人を減じ

て居る。

　共他数員検定合格者は師範、中學、高女数員線数1］，139人、高

等學校高等科612人を示して居る。

　〔中學校】昭和六年度末に於ける校数は品S、数員13，802人

生徒は330，149入、本科卒業者は59，596人で前年に比し校敷1、

本科卒業者1，131人を槽加し、数員41人生徒9，505人を減少した、

卒均一校の本科生徒は602人、教員1に付本科生徒は盟人であ

る。

　　【高等女墨校】　昭和六年度末に於ける校数776数員は13，896

人本科4二征は329・802人、本科卒業者は75，204人で前年に比し

校数は6・数貝は28人b本科卒某者1，545人を増加し、布科生

徒4・221人を減じた・卒均1校に付本科及質科生は425人数員

］に付同生徒は2t人である。

　ユX科高等女學校は204、荻員‘ま1，361ノ、、材日徒は£5，0：、3

人本剰卒業者は7・892人で前年に比し校数1を本科Z｛二徒は1，291

人を減じ・数員6人、本科卒某者218人を増加した、4三均］校に

付本科坐徒は］23人、数員1に付本君生徒は19人である。

　【蔚彊樹憤茉専門學校を除く）II酬六年度末に於ける校

敷は11コ・数員5・079人、生徒は67，913人、本科卒業者は】t，5S3

人で前年に比し校敷には増減なきも、∠L徒2、235人、教員25人

を減少し、本科卒業者709人を増加した。

　生徒は男7割5分・女2割5分で前年と愛らず、各學科Ilg書堅、

藥學・歯科書學、江學、商業、丈學、数理化學、宗敦、美術、普

樂、麗育は男女生在り、経濟學、拓殖、測候技術、農業、工科學

は男學生のみである。

　ll研旺年度末内地以外に於ける専門學校は朝鮮に5、蜜溌に4

及關束州に2在る・朝鮮賎∫城法學専門里楓京卿學劇コ學校、

京城鵠工筑水原高等農木京城r涛商業學校にして数員穂数

172人・生徒穂数］，160人を有して居る。墓濁は墓北高等商業、

同高等農林・同醤學専門學校、台南高等工業學椥こして数員数

105生徒穂数844を有して居る。關束州は族順工科ノく學及び浦洲

書科大學の2にして数員177、生徒942を有して居る。

　【高等學校〕昭不II六年度末に於ける校数は32、教員は1，288

人・止征は18，49S人、卒業者は5，351人で前年に比し数貝5人

生徒220人、卒業者88人を増加した。

　【大學】　昭和六年度末内地に於ける帝國大學は6にして前年に

比し1を増加した、教員は東京67i人、京都507人、東北242人、

九州253人、北海道269人、大阪82人合計2，0211kで前年に比し

86人を増加した。

　學生及止徒は東京8，187人、京都5，419人、東北1，690人、九

州ユ・959人、北泊道2，309人、大阪642人合計20，190人で前年に

比し743人を増加し、學生の卒業者は東京2，152人b京都1，3S5

人・東北476人・九州519人、北海道25S人、大阪93人合計

4・913人で前年に比し92人を増加した．

　昭和七年度末外地に於ける帝國大學は京城、墓北の2で前年と

憂らず・i数員は京城160人、墓北］25人、學生及生徒は京城877

人・塞北175人にして之を前年に比すれば数員7人を増し、學生

及生徒2人を減少して居る。

昭jFil六年度末に於て大pae・ft・1：・ff・るノ（撃は官立13、公立3、私立

24・合計40・数員は官立949人、公立112人、私立2，899人、學

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一略　　説一一25

　Zヒ生徒は官立7・232人、公立1，532人、私立41，025人、學生の

　卒よ者は穂燈で7，019人を出して居・る。

　　學科は官立は商駄醤學、工學、丈撃及理堅、公立は醤學、商

學、私立は法律、政治、経沸、商堅を置くものが多いがll’には文

　撃、｛堅學又は理堅、工學科のあるものがある。

　【責業補習墨樹昭和六年度ぷカさける殻は蝶｛、晒ユ07、

農業｛1腋ユ2・381・水産fl腋212，麟ll腋519にして生徒数｝よ

工又補習13・971人b農業捕習1，000，363人、水産浦習17，110人、

商業補習5り・142人、之を前年に比べると學佼に於て工業は増加

　し、水産、商業、農業は減少し、生徒も校敷に比例して増減して

居る。

　【實業學校】昭和六年度末に於ける實業堅陵校敷甲種工業92、

乙種工業29、甲種農業232、乙種農業102、甲種i商業280、乙

種商業38・甲種水産13、甲種商船11で前年に比し、甲種乙種

の商業及乙種の工業は増加した。

　i致員は甲種工業2，151人乙種工業372人、甲種農業2，744人

乙種農業800人、甲租商業5，981人、乙種商業367人、甲種水産

115人・甲種商船161人で前年に比して甲種工業、農業、商業、

乙種工業、商業は増加し他は減少して居る。

　tE徒数は甲種工業32・452人、乙種工業4，882人、甲種農業

47・819人・乙種農業16・700人、甲種商業135，427人、乙種商業

9・6昂人・fll種水産1，9「JO人，甲種商船2，726人にして前年に比

し「11狂の毘業水産及乙種の農業は減少し他は増加した。

　甲種職業撃校校数は179、荻員は2，239人、本科生徒は28，521

人・本科卒業者は8・762人で前｛1：に比し校批13、数員91人を増

加し本科生徒619人減少した。

　昭侃年末に於ける外」ぱt業學校は朝鮮に工業堅佼1、麟學

校25・商業23・水産撃佼3あリ豪濁には工業、農業各1濃林、

商業各2ある。

　【實業專門學校】　昭和六年度末に於ける校数は工業19、農業

12、商業19、商船2で前年に比し商業1を増したるも他は塑iリ

なく、荻員は工業855人、農業440人、商業630人、商船123人

で前年に比し農業11人、工業10人を増加した。本科生徒は工業

7・127人、農業3，325人、商業8，013人、商船1，679人で前年に比し

商船が減少した他は増加した、本科卒業者は工業2，122人、農業

955人・商業2・694人、商船277人で前年に比し工業225人、

農業61人商業563人、商船は163人をを増∬ロした。

　【入學志願者及入學者】　昭和六年度に於ける専門學校以上の諸

學校入學㌫願者は僅少の例外を除き前年より何れも減少した又中

學校及高等女學陵の入學志願者は何れも前年より減じた。入學ぷ

願者100人の中入學者の割合は中學陵68・8、高女66．0専門乎校

2・3乃至ユ00・0干均40・5高等學陵17・9帝國大學44．2、官立
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至21．5である。

　【文部省在外研究員コ　昭和ヒ年度に於ける文祁省／〔外班究員は

ユ81人で前年に比し7人を減少した。留撃國は猫逸の01人最も多

く之に亜ぐは英占利の23人、北米合衆國及佛蘭西の11人咋にし

て研究學科別は理學31人、文學30人、工學及醤學36人、細涛

18入、農學ユ2人、法學11人等である。

　【生徒の健康状態］　昭和六年度中束京盲學校及聾唖學｝気高師

附麗小學校を除く丈部省直轄學佼に於て検査を受けたる男生徒

51，013人、女Zk徒2，302人に付き其健康状態をみるに獲育甲のも

のは男は4割7分、女は4割5分、乙のもの男3割4分、女4割8

分、丙のもの男2割、女8分にして男は甲が最も多く女は乙が最

も多い。榮養状態は男に於ては甲6割2分乙3割7分、丙1分、

女に於ては甲5割7分、乙4割2分、丙ユ分にして概して榮養吠

態は良好である。硯力の検診の結果は男に於ては4割6分は雨眼

正硯にして4割6分は両限近覗他は一眼近硯、一眼正硯、或は遠

祀！）者である。女に於ては7割は南眼正硯にして雨眼近覗は2割

7分覗力の状態は女の方がはるかに優れ就中近硯は男の5割に封

して女は価かに3割に過ぎない状態である。

　縛検査人員に付き疾病の状態をみるに最も多きは鵬歯にして男

3割1分女6割3分を占め之に亜いでは眼疾の男4分女1割3クテ

である。

　【膏年團及膏年Vfi陳所］昭和L・年度に於ける青年園は團髄敷

2S，678正回貝4，019千人にして平均一府縣610囲髄、1團曲

ユ・10人に該つてゐる。青年團を男女に分ければ男15，300團艘

2，tg7　P人、女は13，1～78團豊、1，522〔F人にして一團艘所厨人員男

は163人、女は114人に該リ男の方遙かに多い。

　青年1）ll練所は所救15，516にして之に所厨Z）上事15，485人指導

員90，611人、生徒835，723人、其終了者122，223人で前年度に

比じ所数、主事を除く他何れも増加して居る。

　【小畢校散員平均月俸】昭和六年度に於ける小學凌数員平均月

俸は尋常小堅佼本科正放員男51圓、女42圓に該リ高等小撃佼に

於ては本科正数員71圓、女54圓に該つて居る。而して専科正敦

員、准数員と次第に低下し最小額は代用数員の尋常男30圓、同

女26圓、准敦員の尋常男39趣女35圓である。

　【博士藪】　昭和五年度末に於ける博上の穂数は5，819中3］人は

外國入にして實人員は5，S3S人を示して居る。學部別にみれば馨

學の4，3S5最も多く総敷の7割5分を占め之に亜いでは工學の447

人、理學の320人にして其の少なきは政治學の21商學　5、経

濟學の20である。

　【公撃資産】昭和六年度に於ける府縣、市、町村公學資産は

138，111萬圓で前年に比し1，S46萬圓を減少した、府縣公學資産

は3ユ，f76萬圓、平均一府縣670萬n∬、　lb公堅資産は46，642萬圓

7F均一市416萬1団、町村公學だ売は59、907高圓卒均一・町村514

圓である。

　〔公學費】昭和六年度に於ける府縣、市、田r村の数育費は38・234

萬圓ご人［一人に付5圓85珪に常り前年に比し2，401萬圓を減少

し國民一人常リ45銭を減少した。府縣公撃費は10，686萬周・

平均一府縣227萬閲で上としてll，學佼、實業學陵、師範學陵、高

牲女學1交に支出する。

　市公集費は7，776萬3‖、干均一市691千圓、大部分は小撃陵に

支出し、町村公學費は19，772萬圓、卒均一町村16，9騒圓でその

大部分は小學校に支出する。

　【公學牧入］昭和六年度に於ける府縣、市町村の公學牧入は

14，輿8萬圓で前年に比し259萬圓を増加した、府縣公學ile入3，850

萬圓で主として授業科、寄附金、雑牧入に依り、市公學投入は

1，938萬圓で主として授業料及保育料國kE　kPi助金、寄邸『金雑枚入

等に依リ町村公學収入は9，159萬圓で國庫補助金，寄附金雑牧入

授業料及保育料等よリ成つて居る。

　【出版圖書】　昭和八年IPに於ける出版圃書数は24，025部で、

前年に比して1，921を増加し中主なるものは文學の2，652笛、i致

育の2，727部、祠1書宗致書z）］，271部、経濟の1）128部、肚會問題

の990部、音樂ノ）915部、語學の862、3≦、地誌紀行の755部、等

である。

　【新聞雑誌】　昭和八年末に於ける新昌雑誌数は有保謹金のもの

6，67S、無保澄のもの5，1S2、穂数11，S60ご前年・に比し742を増加

した。穂数を地方別に見ると東京の2，781特に多くノく阪は1，23i、

兵域｛　606、　愛知　606、　」ヒ｝毎道二532、　祠1）lj　492、　京都　460、　廣κ膓

415、帥奈川、新潟、長野、静岡、三重、愛媛は200墓、宮城、

祠島、茨滅、栃木、群馬、埼玉、千葉、富山、岐阜、滋賀、奈

良、岡山、山口、長崎、熊本、大分，鹿兄島は10違で他は数卜

墓のものが多い。

　【圖書館】昭和七年度末に於ける圃書滋は官公立3，297、私立

1，3S9て゜前年に比し前者は31、後者は46を増加した。圓書肌まt

はユ0，563，110冊、前年に比し425，129研を増加した、ZF均一舘の

圃書は官公立2，150研、私立2，357贋、和漢と洋との別は官公立

和漢9割6分、洋4分、私立和漢9割5分、洋5分で前年に比

し官公立共同様である。

ts　敏11熈㍑1㌶㍑1き警；：1

村砒49，454無格社61）500で1）5年に比し府孫杜、郷杜、村砧22

を増し、無格・者212を減じた。

　【醇官沖職】昭和七年末に於ける’舶勤ll畷は15，375人で前年

に比し、176人を増加した、干均一肚の1舶州磁は帥宮68人、官

｛

t

イ
膓

憎肺4．5人、國幣証3．7人、府縣批］・4人、虹洗1人、杓ご1は5

証に1人、撫格祀．はC6示1：に1人の割合である。

　【寺院】　昭和六年度に於ける寺院数は71，S13ご前年に比し33

を増加した宗菰別に見ると眞宗最も多く2割S分を占め、之に亜

ぐは曹洞；；：の£割，眞計：の］割7分、浄上宗の1割2分．臨沸

宗、8分、n蓮宗の7分、天台宗の6分残僚の2分は誼堅’㌫時

宗、融通念佛宗、法相宗、葦嚴宗である。

　【住職】昭和六年度木に於ける住職は55，091人で前年に比し

］CO人増加した、肯院と仕職との割合は仕職1人に付］・3寺であ

る。

　【佛道教會説教所〕昭和六年度末に於ける説数所は7，131で前

年に比し149を増加した、其の1宗派別は眞宗の2，704最も多く、

之に亜ぐは眞言宗の1，651、日蓮宗の1，206、曹洞宗の587、天
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塵宗の391、浮上宗の336、臨酉宗の200、である。

　【神道】　昭和六年度末に於ける設数所はi4，561で前｛］qこ↓ヒし

2C2を増加した、共ノ）；；：派はノく押改の9，俗0最も多く、遣に1　lfて

金光数のユ，086、狗寂敦の7：｝5、村！道の612、黒fl二敦の153、扶桑致

の461、修成派の270牲が多いものに犀ナる。藪伽数は101，6b9

人にして前年に比して62人の」曾加を示して居る。

　【基督教】昭和六年度末に於ける倉堂及訪義所は1，81、で前年

に比し20を」曾加した。其z）iil！別は「1木基・贅荻分の290最も多く

之に亜ぐはH7i・聖公會の233、天じ公敦の？33、　n本メソヂスb

致付の231、組合1t・ロ数會の］56、・・リスト正孜の100甘ご」ゆ

他ユ00未准のもの瓢種である。

　宜布者数は2，571人にして前年に比し13人を；成少して居る。

XI警察、衛生及災害

己曳罪！灘熟1慧蕊；：㌶
則8分着察犯虚罰令漣反］割2分、臨府縣令蓮反］割7分、其の

他の法｛〕泣反ユ割3分である。

　〔盗難其の他被害人員】　昭TII六年に於ける強盗被害者は2，199

人、搭盗は545，027人で6｛j年に比し前者は19人を、後者は32，9SO

人を共に増加した、i陶摸に遭ひし人はユ5，942人、詐腐恐嘱は

£29，592人で前年に比し前者は2，936人を、後者は29，So”8人を増「

加した。

　［被殺害者］昭和七年中に於ける披殺害者は1，416人で前年に

比し73人を増加した、其の原囚は宇論又は一時の怒に囚るもの最

も多く、之に次ぐは痴情又は嫉妬、貧困、怨恨、楓窺人、利慾、

盗賊、基行又は酎狂人である。

1衛生｛5燃氣：；蕊欄1㍑
2∩，470人、産婆は54，655人で前年に比し爵師1，963人、歯科盟

師1，］76人、築剤師ユ，823人、産婆2，118人を」曾加した。人ロ

ヱ萬に封する割合は醤師7・6、歯科馨師2．6、薬剛師3・1、産婆

8．2に當つて居る。

　li－・1年末に於ける賓薬方数は268，626で前年に比しユ4♪708貢薬

請褒人は267》940人で前年に比し9，932人、賓i薬行商人は220、453

人で前年に比し10，46ユ人を何れも増加した。

　【程痘】昭和七年に於ける第一期種痘（出生から翌年六月迄に

行ふもの）人員は公種痘コ，994千人で前年に比し91千人を増加し、

書感割合はO割3分、不苫感と検診未了は7分で善感割合及不善

感と桧診未了とは前年と憂りはない。私種痘は55，554人で前年に

比し10710「1人を増加し善感割合は9割8分、不善感2分である。　，

　　　　　（表296－－311頁参照）

　第二期種痘（数へ以十歳に行ふ4、の）人nは公任痘ユ，913千人

で前年に比し5SF人を増加し、苫感は6割1分、不み感と稔診

未了は3割9分で前年よリ苫感割合・少しく増加した。私種痘は

7，319人で前年に比し】，213人を減少し、曽感割合は、5割4分不

善感は4割6分である㊨

　【上水道】　昭和七年度オξに於ける上水道は479で前年に比し22

を増加した、之を地方別に見ると長野の31最も多く、北海道の

23、京都の22、宮城、廣島の21、静岡の20、山形の18、山

口、疏岡の17、岐亭、岡山、愛媛、長崎のユ6b祠奈川、大阪の

15等之に亜いでゐる。給水｝奄は東京の802ハ938最も多く、大阪の

436，859、京都の185，436、刺1奈川の139）］66、兵r，Eの135，817、

愛知の111）461、廣島の97，014之に亜）・で居る。

　【傳染病患者】　昭和七年に於ける法定偲染病患者は腸チフス

35，519人、赤痢（疫痢を含む）32，昂1人、ヂフテリア21，866人、

パラチフス4，822人、痘瘡205人、狸紅熱8，257人、流行性臓脊髄

膜炎238人、稜疹チフス3人、虎列制4人、ペスト無しで前年に

比し赤痢、ヂフテリア、パラチフス、痘瘡狸紅熱，虎列刺は増加

したが其他は減少してゐる。各病患者に封する死亡率5割以上を

示したるものは流行性腐脊髄膜炎、虎列刺である。

　【墓地、火葬場及埋火葬】昭和七年末に於ける墳墓地は976，

9G2箇所其の面積22，336ヘクタールで一箇所平均2アールに常

る、火葬場は34，701で、同年中1（於ける火葬死盟はCO6、069で

一箇所平均ユ7に常リ前年に比し1を減少した。同年中の埋葬死

麗は648，981で埋火葬死饅中火葬は4割8分、埋葬は5割2分に

常り前年に比し割合大略同様である。

　火葬の割合を地方別に見ると富山は9割9分9厘、石川は9割

9分4厘、大阪は9割1分2厘、伺8割墓は北海道、東京、新潟、
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廣島で、Jtの最も少いのは沖紐のコ分9厘、庇免鳥2分6厘、肯

崎7分5厘、高知の9分9厘％である。

　【絃紳病者］　昭和七年木に於ける鋤・lll病者は73，54り人で前年

に比し191人を減少し、人日萬に付き1］．09に常リ前年に比し

］・9を誠少した、人1；］萬にJlする割合を地方別に見ると最も多

いのは廣島の215之に亜ぐ1ま京都のユ7．9、香川のコ7．8、奈良

のコ5・8、仰10以上の地方は山形、茨城、栃木、埼玉、東京、1帥

奈川、石川、緬井、静岡、二貢、滋賀、大阪、兵庫、和歌1：1、島

根、岡；ll　．　ll旧、徳島、長崎、宮崎、庇兄島で其の少いのは北海

道の5．4鯨である。

　粘榊病者男女の割合は男6割4分、女3割6分で年々此の割「｝

に大差を見ない。

　粘祠病者の内精祠1病1沈法に依り牧容したるもの（市匿町村長の

監置すべき者、犯罪者にして特に危険の虞あるもの、療養の途な

き者、地方長’1’「の必要と認めたる者）は3，802人（「）分）精祠病者

監瓢法に依る入院及假監置者1ユ，119人（】割5分監置を要せざる

者58，6ユ9人（8割）である。

匡二1記、巖数㍑蒜濃㌫欝二：

ヘクタ’ル、田畑の流失及埋没はu「　2，　7S8ヘクタール、宅地其の他

の1二地埋没崩潰、2，筋5ヘクタール、姐物ユ5，696棟、船舶5壬3隻、

人の死亡151人、負傷476人で損札額は48，250千圓、復奮喪

39，728千圓である。

　損耗の多い地方は北海道の17，788干圓、6鋼の7，515下圓、示ll1

奈川の5，228千圓、青森の4，073千圓、之に亜いでは岐阜、愛

知、兵庫が多い。

　【潮災］昭和七年中に於て潮災を被った市匿町村は171、nl畑

10ヘクタール、宅地其他の0ヘクタール、建物790棟、船舶358
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∈事件｛鷲蕊隠裟麸灘驚：
年に比し終局件敷367件を増加した、経局1†数の内課は第一審訴

訟707，369件、督促431，S50件Jl訟事件277，630件、強制執

行57，031件、和解29，780　f，t、借地借家調停事件19，015件、破産

事件4，542件、商事調停事件2，571件、和議事件202件、戸籍に

關する抗告6件である。

　督促事件は大部分一定金額の督促、勇訟事件は「隠唇、康家、

子の懲戒、家督相憤人及視族愈に關するもの」及「戸籍に關する

もの」で大部分を占め、第一一tw訴訟事件は通常訴訟が大部分、假

差押及假慮分が之に亜で多い。

　地方裁判所に於ける民事新受件数はS4，231件、同修局件歎は

隻で、災害による損耗額は295干圓、復詫費676千圓である。

　［暴風雨譲害】昭和七年中に於ける暴風而被害は市1・刑1∫付

1，0咋PI畑損害6，920ヘクタPル、宅地其の他1　t3ヘクタPル、

止物19，255棟、船舶281隻、人の死亡103人、負傷170人で損

九額はユ6，537干圓、復iζ費は3，012千圓である。

　【火災】　昭和七年中に於ける火災度数は18，r）01、内放火度婁1は

1，543（8分）失火度数15，203（8割2分）雷火及不審火度数1，755

（1割0分）にして其の全焼したる世帯数は18，007、牛焼世帯殴

3，516全焼非仕家13，116、牛焼非住家2，119なリ。其の損害見積

額は60，539千圓の多きに上つた．

　火災度数は東京1，54ユ最も多く北海逝の1，487之に亜ぎ愛知の

7・56大阪の705、新潟の693、茨城の646、祠1奈川618、廣島の

5S5、兵庫の574、秋田の528勢である。損害見積頗は東京の

13，634千圓を最高とし、これに亜ぐは石川の8，431千圓、静岡の

4，620千圓、新潟の2，948千圓、祠1奈川の2，548千圓、大阪の2，362

千圓、緬岡の2，255干圓、兵庫2，060＾F圓にして他は200萬圓未

満である。内地以外に於ける火災度数をみるに同年に於て朝鱒

4，303、蚕灘1，026、樺太175、關東州及浦鐵附魁地327にして火

災度数一に付損害見積高の最も大なるは關東州及満鐵附属地の

2，997圓にして樺太の2，503圓之に亜ぎ朝鮮は521圓、蚕1轡は401

圓である。内地に於ては3，272圓を示して居る。

　火災の季節は三月二月及一月に多くて初夏の候之に亜ぎ七、

八、九月は最も少いことは例年殆ど同じである。

　消防員及ひ機械器具の状況を見るに昭和七年末に於ける特炭は

防署217、沿防組10，963にして是等の機關の人員は特設16千人

消防組員1，982千人に上りi《∫防機械器具はガソリンボンプ8，309

蒸氣ボンプ287、ボンプ船6、水管車12）7∞、腕用ボンフ’44，006

となつて居る．

　　　法俵312－－341頁参照）

84，875件で前年に比し絡局件数3，153件を減少した、事竹は第→

審訴訟57，117件、控訴17ハ681件、小作調停事件3，753件、抗告

3，753件、非訟事件3，132件、破産宜告3件である、第一審訴訟

事件で最も多いのは金¢受に闘するもので之に亜ぐは人事、土地、

建物及船舶等である。

　控訴院に於ける民事新受件数は5β65、同絡局件数は6，213で

前年に比し終局竹救328を減少した。

　大審院に於ける民事新受件数は5，314、上告の結果は上告の理

由なくして棄却せられたるもの3，066、原列決を破汲せられたも

の450取下275である。

　昭和七年朝鮮に於ける民事争訟調停事件新受の数は1，531にし

て絡局1，583を示し、裏溝に於ては新受12．803、終局12，770、

關東州は新受5、終局4を示し之等を前年末に比するに朝鮮、裏

溝は減少し關束州は増加を示して居る。

　彩局彗∫仲1汲も大7よる割合を占むるは朝鮮及藍湾に於ては執迂

丈斗務坂扱に關するものにして之に亜いでは朝鮮の督促事件、童

湾の公謹がある。

刑轄件IX不隠㌶蕊二｛15欝三：

者は359件を増加した、第一審はユ0ユ，402件で前年に比し397件

減少し控訴審は7，374件で、前年に比し596件増加した。其の他

上告審は2・257件、抗告104件、再審38件、非常上告1件、公訴

附｛zzA訴405｛4にして上告及抗告を除き他は何れも前年より減少

してゐる。

　昭和七年に於ける刑事々件の捜査終局事借敷は450，48ユ竹で、

前年に比し17，176件をま曾加した。捜査の結果起訴したるものは

2割1分、不起訴のものは6割2分、他へ迭致は9分等である。

　昭和七年に於ける豫審終局人員は9，033人で前年に比し963人

を増加した、豫寝終結者の公列に付せられたるものは9割8分免

訴は1分である。

　昭和七年に於ける第一・審裁列享付終局は98，007件で前年に比

し278　f，1を減少した、第一審裁列事件中刑法犯は6割、特別法犯

は4割である。被告人は163，449人で前年に比し3，367人を減

少し、終局被告人ユ50，485人中有罪は9割S分、無罪免訴管轄違

等は2分である。人ロユ0，000に封する刑事被告人の割合を見る

と24・65で前年に比し0・76を減少し、右の内刑法犯は15．50、特

別法犯は9・15にして前者後者共に減少を示して居る。

　昭和七年に於ける控訴事件終局件数は6，263件で前年に比し

600件を増加した，終局は刑の言波8割1分、控訴取下1割7分

無罪1分である㊨

　昭和七年に於ける上告事件絡局件数は1，880件で前年に比し89

イ’1を増加した、終局は上告棄却6割7分、決定2割1分、上告取

下9分である。

　第一審刑法犯有罪被告人に付て其の罪名を見ると男は賭博及

富籔に關する罪4割3分、籟盗罪2割、傷害罪1割、詐欺恐喝

罪7分、過失傷害罪6分、女は賭博富籔に關する罪6割5分、失

火罪コ割4分、顯盗罪5分、殺人罪（嬰見殺を含む13分、放火罪

3分、堕胎罪、傷害罪、詐欺及恐喝罪の各2分等で前年と大差7

いo

　犯罪原因を見ると男は利慾最も多く習癖、出來心、憤怒、貧

困、浮浪、射倖、遊蕩、獺惰等之に亜ぎ、女は利慾最も多く出來

心、習癖、憤怒、怨恨、貧困等之に亜で多い。

　犯罪者の年齢は男に在つては30歳以上40歳未満の者が最も多

く25歳以上30歳未満、40歳以上5（機未浦之に亜ぐ、女は40歳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一略　　醗一29

以上50i・it未滞が最も多く30歳以上40歳未満が之に亜で多い。

　第一寝刑法犯有罪被告人の利刑は■企刑最も多く恕狽の5割4

分を占め有期懲役は3割9分、利料7分で他は有期禁鋼81人、

無期懲役62人、死刑37人である。

　同被告の受刑度数を見ると一度の者は男6割5分、女8割1分、

二度の者は男］割4分、女9分二｝隻以上ノ渡の者は男1割7分、

玄9分・七度以上＋一度の者は男3分汝‘まユ分・＋二度以上の

者は男4厘、女0厘である。

　第一審特別法犯有罪被告人の罪名を見ると議員選曝其他の3訓

1分が最も多く、商事産業1割7分、通信浬輪電氣ユ割6分、警

察・著作，出版、新聞紙］割5分、術生9分、租税専喪9分、軍

事3分である。科刑は罰金最も多く其の7割1分を占め、科料は

2割5分、イ∫期懲役3分、禁銅1分である。

　昭和七年中外國人に闘する第一寝事竹を見るに被告人貝ユ38人

にして嵩年に比して35人を減じ國恕別に於ては中國人最大で115

人で8割3分に常つて居る。絡局の結果はイ∫期懲役の87最も多

く他は罰金の49、科料2である。

　　　　　　　　　日召不”七年1こカ｛トける登二巳件窒1は　5，787，817｛牛、

　　　　　　　　　i登録脆及手数料総額は40，293千圓で前年に

比し前者は164，・517件を増加し後者はユ，コ68千圓を減少した。

　i登認件数は上地8割5分、延物1割1分にして他は僅かに4分

に過ぎず其の主なるものは商事會肚、産業組合の登記である。商

事古杜の登記に於ては株式會庇最も多く6割2分に及んで居る。

朝鮮に於ては課税不課税共上地大部分を占め建物、商事曾祀、非

管利法人、商號及び船舶之に亜ぎ墓溝に於ても殆んど同楳のぴ態

を示して居る．

／じL2叫ま【璽㌔で隠慧蕊驚儒

た。在監人員は大正五年末には52，776人であつたが大正六、七、

八年に於て、少しく増加し、爾後減少の趨勢に頓じ、3萬人裏に

下つたが大正十四年には増加し、昭和三年再び3萬人憂に低落し

たるも爾後他は引綾き漸噌の傾向を辿り昭和七年には更に5萬人

裏を突破するに至つた。

　在監者は男9割9分、女1分で前年に比し男は1分を増加し、

女は1分減少した。在監者の大部分は受刑者で穂員の9割弱を占

め他のユ割は捗役場留置者477人、刑事被告人5，624人、乳見6

人、被疑者77人より成つて居る。

　昭和七年中の入監人員は84，399人、出監人員は79，178人で前

年1（比し入監6，881人、出監2，773人を増加した、受刑者の出監

は大部分満期で外に假出獄2、342人、死亡399人刑の執行停止

224人がある。

　昭和七年末及同年Φの内地以外に於ける在監入監出監を見るに
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靭鮮に於ては年末ψ監者］8，877人を示し同年tli入監者批42，498

人、出監41，COI人を算して居る、墓澗iに於ては年末在監者4，340

人年内中入監者ユ5，604人、出監者14，926人にしてbng　tli州に於て

は年木在監者9剖人、年内中入監κ3，677人出監者3，677人を示

してゐる。

　カ：監者を犯罪の種別に見ると男は刑法9訓8分を占め他の2分

は防海軍刑法犯：2人、森杯法犯］8人、兵役法3人、醤察犯虚罰

令遼犯2㌃人其他789人にして女も亦刑法犯大部分を占め、警察

犯虚罰令泣犯7人其他8人である。

　刑法犯のみにf』其の罪名を見ると男は栽盗5割9分、言†欺及恐

咽］割、強盗8分、殺人5分、傷害4分、放火4分、横領3分、

女は霜盗3割8分、放火3割殺人1割7分、詐欺及恐喝の6分、

傷害3分、堕胎1分等で前｛Fに比し男女共其の割合に著しき憂化

を示して居らない。

　衣監受刑者の刑名は男女共に有期懲役9割以上を占め、無期懲

役は男50丁人、女］3人、イ∫期禁鋼は男51人、女i無（し、拘留は男

271人、女7人である。更にイ∫期懲役を刑期別に見ると三月以下

は男］分、女コ分六Jl以下は男5分、女5分、一年以下は男2

割3分、女1割8分、二年以下は男4割0分、女・1割ユ分、五年

以下は男ユ割6分、女1割8分、十年以下男］割1分、女ユ割2

分、十五年未満は男1分、女2分、十五年以上は男2分女2分で

ある。

　【新受刑者】　昭和七年中に於ける新受刑者は男35，594人、女

693人で前年に比し男は2，564人を増加し、女は215人を減少し

た、新受刑者の男は刑法犯8割5分、瞥察犯虚罰令違反］割1

分、其の他4分、女は刑法犯5割5分、警察犯虚罰令違犯3割7

分、其の他8分で更に刑法犯を罪名別に見ると男は霜盗5割8

分、旨乍欺及恐喝ユ割5分、傷害5分、賂博及富簸4分、繊領4分

惇、女は腐盗4割3分、放火及失火ユ割8分、計欺及恐喝］割0

分D殺人8分等である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　X皿．財

　　　　　　　　　【一般會計】　昭和九年度豫算に依る歳入穂

　　　　　　　　額は2，213》531干圓で内、i裡常部1，24S、544干

圓（5害‖6分）臨時芯964、9S8干圓（4割4分）である。歳出総額は

2，2ユ3，531千圓にして内裡常部1，247，676千圓（5割6分）臨時部

965，S5t干圓（4割4分）である。之を前年度豫算に比べると放入

穂額95．881千圓を減少し、内経常部に於ては42，562千圓、臨時

部に於ては53，321千圓を各減少した、歳出憩額は95r881干圓を

減少し、内裡常部に於ては117，301干圓を減少し、臨時部に於て

は21，416千圓を増加した。

　明治十九年内閣制施行後に於ける國家財政の駅況を概観するに

　新受刑者の刑法犯の犯人数を年齢別に見ると18載未1苗の男は

初犯9割9分、tj犯ユ分、女は穂て初犯で再犯以上は1人もな

い。前年に比し一y｝初犯の割合僅に増加し女は殆ど憂リない。ユS歳

以上の男は初犯r）割5分、再氾1割8分、3犯以上5犯2割1分

6犯以上6分、女は初犯7割5分、再犯］割2分、3犯以上5犯

9分、6犯以上4分で前年に比し男は其の割合殆んど愛らず、女は

初犯減少し再犯及6犯以上は増加した。

　liPTr受刑者の刑名は男イ∫期懲役8割7分、拘留1割2分で他は無

期懲役54人、イ∫期禁鋼378人、死刑21人、女有期懲役5割7分拘

留4割2分、他は無朋3人、死刑1人で有期禁鋼は無い。有期懲

役の刑期を見ると三月以下男5分、女ユ割、六月以下は男1割5

分、女ユ割6分、一年以下は男3割g分、女3割ユ分、三年以下

は男3割2分、女3割2分、五年以下男7分、女6分7厘、十年

以下は男2分8厘、女4分3厘、十五年未満は男2厘、女5厘、

十五年以上は男ユ厘、女3厘である。

　入監時の年齢は男は20歳乃至30歳最も多く、3G歳乃至40歳、

40歳乃至50歳之に次ぎ、女は20歳乃至30歳最も多く、40践乃

至5（旗30歳乃至｛0歳、之に亜ぎ以上の年齢者で男は新受刑者8

割5分，女は7割ユ分を占めて居る。飲酒は酒を嗜むもの男6割

1分、女］割4分、資産朕態は資産なきもの男9割7分、女9割

6分である。男の職業は無職業最も多く、工業、商業、農業が之

に亜いで多い。

　昭和七年に於ける少年刑務所のIVこ況をみるに刑務所9，職員

623在監者穂数3，075人を算して居る、在監受刑者を刑名別にみ

ると懲役無期9人、有期2，901人、拘留2人で之等の受刑者は主

として顯溢扱盗犯にして2，400人（8割3分）に上つて居る。之に

亜いでは詐欺恐咽及繊領の160人、放火の121人、殺人の71人、

傷害の66人、狼褒姦淫及重婚の56人が多く他は何れも50人未

浦である。
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日清職後の二十八年度迄は毎年の歳出80，000干圓、人口1に付

2圓内外であつたが翌二十九年度に入り一躍倍加して160，000干

圓となり翌々年度は200，000千圓塞に上リ三十七年度迄は一nc－一

退i同年度27丁，OJO千圓（人口1に付5圓87銭）となり、日露職後

の三十八年度には頓に増加して400，000千圓墓（人rlユに付S圓

88銭）四十年度には600，000千圓墓（人口1に付12圓27銭）と

なり、翌四十一年度には伺636，000千圓に上つたが、四十二年度

には100，000千圓を減少して532，000千圓に下リ、大正三年度

に於て一度600，000千圓を出たものあるを除き大正五年度迄は常

に500，000千園裏（人口1に付1］圓内外）であつた。然るに大正

六年度に至つては73r），000干圓、更に七年度には1，000，000千圓

苔t．9（人rl　1に付17圓51銭）rご躍進し爾來逐年増加して大正十年

度には1，489，85G干圓に上り十一年度には61，390千圓を減少して

1，123，466干圓（人「11に付25圓15幾）となつたが十二年度には

コ・521，050F回となリt・2，584千圓を増加し、更に十三年度に於て

103，974＝P圓の増加（人n1に付27圓48銭）を示し、十四年度は

100，035干圓を減少したが昭和元年度より再び増加して昭和三年

度には］，814，Sう5千圓（人ロー人當29圓21銭）となリ其の翌年度

からは減少に樽じた。然るに同七年度には満洲事麩、農村救濟等

に囚り］，950，14ユ千圓（人「←・人■29圓42銭）に激増し同八年度

に至りては實に2，309，415千圓（人ロー人當34圓35銭）なる未曾

イ∫の膨脹を來したが、1・j／L年度にては少しく減少し2，213，531千

圓（入ロー人當32圓40倒となつた。

　昭和九年度歳入纒常紬ま租祝6割2分、官業及官有財産牧入2

割0分、通信事某牛甥II古計納付金6分、　rp紙牧入6分、爽僚の6

分はH本銀行納付全敦育改違及農村振興基全特別會計よリ繰入及

雑反入である。イ1醗は酒税218、572干圓、所i口税165，077千圓、

關税114，273干圓、砂糖浴費稔7・1，429千圓、地祖5S，26ス千圓、

醤業‖欠i6主｛～』　44，225『F圓、　糸6』4勿；｝’∫費苓¢30，670千口il、　イロ↑改不矯2S，782

千圓、取引所税ユ7，492干圓、資本利子稔］4，443干圓、が主力る

1、ので他ぱ何れも4，000千圓未満である。官業及1材∫財産牧入

は專貞局谷金188、1・5r）千圓、森休枚入？・「），ユ27干圓、配常金牧入

21，C62千圓b刑擁所牧入5，771千圓が主なるもので他は何れも

3，0CO干圓未浦ごある。

　蔵人臨時，｛Bは公債金の881，108千圓、難枚入の21，003千圓、

輸出捕償牧入19，423千薗、公共回漂工事費分櫓金ユT，33｛千圓、

特別曾計より繰入9，771干同が主なるものである。

　llll和9年度歳間1舗1中1注費の4，500千圓（全歳｛ilの2厘）を除

き他を所管別に見ると海軍ぞ1の2割2分、大藏省2割1分、陸軍

省の2割0分、内務省1劫0〃い涯信省の9分、文部省7分、農

朴省6分一・肱省2分、拓務省、外務省の各ユ分商工省6厘で

前年度に比し海軍省は5分を増加し遁仁省は通信事業の特別合計

となりたる結果6分を減少したる他は著しき託蓮はない。

　人正九年度に於ては阯、海軍両省で同歳出の4割8分を占めて

居たが昭和二年以降に於ては2割宝に減少し、同八年度には3割

7分を示したが岡九年度には更に増加して4割2分を占むるに王

つた。

　特別會計］昭和九年度に於ける牛芋別會計は38で其の所管は外

貌省］、内務省？、大技省9、陸軍省2、海軍省3、文部省3、

農林省L’、蓮信省5、銭道省t；、拓務省8である。特別含計中に

は資金父は勘定の如く軍に帳違上の出納1こ止まるものあるが、其

の額の多少に依て見ると國債整理基金の3，279，767千圓、鐵道の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一略　　溌一一31

976，181千閲（歳入）専責局の352，331T・liu（歳入、通tl事業の5SO，511

－T－MI（」“£入’朝鮮恕督lf｝の262，9刃訓以歳入’伽的1りものに麗

する。

　r純計豫算J前項に掲げた一般｛亨」及特別伽トの歳人歳日｛金

額の糖額を計寛した庭で、實際の國家の歳入歳川の糖ぷには借ら

ない、或るρ司で歳出に立てNある金額も他の臼，、トに人るものが

あリ又或る倉訂の歳入にして他の愈計の歳出に依りて支佛はるL

ものがあリ従て同じ全が二重に歳入又は歳1｛1にnl上せられて居

るが篶眞の歳入歳出の縛額と云ふものか分らない。故に貝ジ）眞の

哉入成出印ち豫日の純。トが調製せられて居るが、之に依ると昭TH

ブL年度に於ける一般古汀及牛キ別愈計の歳入豫算額は｛9，41　3，aOr）干

Uijb内純、1r額6，781，475干圓、　i怜除額は2，6S2，131干闘ごある、

更に一般愈計及特別愈ハ1の歳出豫算絶額は9，026，11S千圓内純Jt

額6，658，脳t干圓、控除額は2，367，961干岡である。豫3‡fl餌∬と

純、」額との割合を見れば歳入7制2分、故川7割4分である○ヒ

変なる控除科llは歳入歳出各三十除種数十科「1に分イしる。仇純li卜

組調製方法の概略は統二1表に掲げてある。

　〔所得税コ　昭和七年度にカさける所｛7納穣人貝は第一種法人．46，

955錐三種732，931人で前年度に比し前者は7，781人を増し後者

は・tg，SSO人を減少した。

　所得金灯tは昂一種法人668，401干圓、錐二種公債示Lf責銀1『定期

預全利子等5n，1部干圓、第一三種1，66i，819千圓、合；r卜2，874，371

干闘で前年度に比しコ47，741千圓を減少した。

　第三種所｛yは佐給司：ミ1故費の38　t，4S6干圓最も多く、之に亜ぐ

‘よ貸’t二JUI貸家の350，316干口］1、　日16鵬ニノ）266P811千∬｛l　l『巳7：1’ノノ200，6S　f

千圓b賞典の113，381千圓、庶業の］05，771千圓、工茉の61，8Sl

千圓、川小作の6ユ，219千閲で、↑∴r50，00り干・圓以上のものにlt貸

金預7こ貝他利j「、諸給與がある。∬行院納穂Ulは第一・種37，709千

閲、鋲二種L）6，219千圓、侶三種73，760干圓、合．、トユ37，7］SF圓、

前年度に比し8，3S8干圓の減少で大正七年以來ひ減牧である。之

を地、力別に見ると東京の46，439千圓最も多く大阪の23，084干圓、

兵庫の10，785干趾之に亜ぎb3，000干圓以上7，りoo－Fugは愛知、

京都、酬岡、祠1奈川、北海道、］，000千圓以上庖島、新潟、三市、

岡山、静岡、山n、熊本、L崎、宮城、愛媛があり、他は1，000

千圓未瀧で内沖縄は97干凋に過ぎない。

　【地租」昭和八年首に於ける地狙納税人員は10，1　9・　1千人で前

年に比し31＝F人を∫曽加し人「1ユ（）Oi：付納稔者の割合は15・28前

年に比しO．05をYua加した。而して同年首に於ける地租65，600干

圓中1三なるものは田の31，ユ89千閲、宅地の2i，460千圓、畑の

S，02∩千圓、山休ユ，521千圓で他はfl可れもコ70干画未浦である。

地Tff納税額を地方別に見ると東京の6，053干圓最も多く之に亜ぐ

は大阪の4，3「）5千圓、兵庫の3，142千ES、愛知の2，S17干圓、新
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潟の2，4ユ6千田！、秘岡Z）2，2ユ7干圓で、少き地方は山梨、奈良、

JFII歌山、島以、徳島、高知の各700千圓未満で沖縄の如きはユ71

千LIIに渦ぎない◇

　剤穐人員1にイ1納税額1ま全國4こ均にて6圓48銭に常り前年に

Jt　t　2党を増加した、之を地方別に見ると東京の33圓、大阪の

当川惜にワく他は加ね5圓乃モ7圓で其の少いものは高知、鹿兜

島ノ）3固瑳、沖縄ノ♪2口墓笠である。

　〔登業牧益税】昭和八年度に於ける法人事業年度数は66，ユ34其

純編額7ぽ1部千圓、内納税人員52，9沮、純鉦金額C35，793千

圓にして税鮎は22，480千圓である。而して個人瞥業人員は699・

372人其純‘部頁767，750千圓にして納税人員は699，248人純猛金

顧767，466干圓税額は17，S43千圓である。

　法人純益額は東京、大阪特に多く爾者の計423，369千圓に上

り5割5分を占めて居る。個人に於ても東京、大阪の純益穂額

194，766千圓に上リ2訓5分をtTiめて居る。

　【國有財産】　昭和八年三月末「1現在の國イ∫財庄法の支配する國

有貝ヶ産穂額｛ま　8，192，730『r－it』，　内一▲般會言卜所腐4，839，306二F‖闘、　牛キ

別愈計所凪3，353，4盟千圓である。各種財産毎の内澤は、公用財

産6，432，2］7『F圓、　管林貝†産　ユ，375，325『F圓、　ma重則産　385，18S千

圓で前年に比し穂額112，229千圓を増加した。財産種類の割合は

土地2割、立木材ユ割4分、辻物1割1分、工作物及器具機械

3割7分、船舶］割6分等である。

　更に之を所管別に見ると餓道省の2，577，261千圓最も多く之に

亜ぐは海軍省のユ，671，272千圓、農林省の922，397千圓、陸軍省

の821，919千圓、内務省の611，48S千圓、大藏省の583，618千圓

等で其の最も少いのは拓務省の3沮千圓である。

　【団富】昭和五年末國富推計額朗ち昭和五年末現在内地に於け

る物的財貨の総額及到外債模債務差額は1、ユ02億圓である。之を

項「1別に見ると土地の41ユ億6∬が最商ご建物228億圓、所藏財貨

ユ88億回（家具家財ユ25億、生産品55億、鋳貨及全銀地金9億圓）之

に亜ぎ、樹木は67億圃、鑛山65億、鐵道及軌道36億、船舶21

億、電氣及瓦斯供給設備19億、工業用機械器具は］S億圓で、他

は7億圓に注し7い。國富総額を所有別に見ると私イ∫S割4分、

官有］割2分、公イ∫4分である。

　封外債椹債務差額を除く國富額を府縣別に見ると最高は東京の

117億圓で、北海Ptの59億、大阪55億、蘭岡51億、兵庫4S億、

愛知46億、剥1奈川の39億圓之に亜いで多く、一府縣平均23億

圓に常り沖縄、鳥取、香川、山梨、徳島の諸縣は10億圓に達し

ない。

　【國民所得】　昭和五年國民所得推計額帥ち昭和五年一箇年間内

地に於ける物的方法による各種牧益原泉より生じたる純牧盆穂額

戴國際投贅及事業利得差額は106億圓である。之を項日別に見る

と、工業の35億圓（工場工業21億口家内工業9億圓、其の他5

億囮）が最高で、商業の27｛意岡（物品販衷業18億1臥其の他

9億口1之に亜ぎ、農某はユ9億圓、公務、自由業及家事13億圓

（公務、白由業ユ1億圓、家事2億圓）、交通業S憶圓（迎楡業6億

口、辿仁業2億岡）、鎧業2億口ご最低は水産業の2億圓未渦で

ある。

　絢上氾牧命原泉別所イ了姐ひ蹄届別を見るに、官公に蹄扇する股

命額は3億圓で、之が線領中に占むる割合は僅々3分に過ぎ7よ

い。他は私に蹄厨し其の収谷額103億圓穂額Z）9割7分を占めて

ゐる。

　【國債】昭和八年度末に於ける國債総額は8，893・576千圓で前

年に比し987，566千圓を増加した、右の中、内國伍は6、7批140

千圓ご前年に比しユ，060，686千圓を増加し外國債は1，担，598干∬』

で前年に比し24，156千圓を減じた。絢外に借入全213，S91千圓、

米穀澄券5脳，646干圓あり前年に比し借入金は322，559千圓を滅

じ、米穀護券は32ろ，282千圓を増加した。人ロ1に付國債は内國

債］00圓　ユ？X、　タト國俵21圓44遥、　合言rユ21圓　o「銭1こ餐『りn5年｛こ

比しユ4圓65銭iを増加した。

　昭和八年に於ける列國の國債額は英吉利7，859，726干傍、佛蘭

西481，115百萬法（昭和七年）、伊太利9S，868百萬利、4蜀逸11・

689，900千ライヒス麻、北米合衆國22，53S，672千弗で、人口】に

付割合は英吉利171傍、佛蘭西ユ1　，　・500法、伊太利2，403利、猫

逸177ライヒス麻、北米合衆國182弗である。

　　　　　　　　　　【道府縣】昭和九年度豫算に依る道巾縣の

　　　　　　　　　歳入穂額は492，176干圓でZF均1府縣10，472

千圓｛⊆常り、前年度‘（比し線額tこ於て513千圓卒均に於て11千

圓を増加した。歳入の主7るものは租税で全額の4割6分を占

め、内直接國税附加税2割4分を占め旬國庫捕助企及下渡全・道

府縣債等が主な財源である。

　同年度蓮府縣のSk　fHは土木費に2割3分、数育費に2割2分・

瞥察費にユ割7分、勤業費にユ割4分等の劇合となつて居る。

　歳出穂額を地方別に見ると東京の」5，1；iK｝千圓最も多く之にIl！1

ぐは大阪の29，030干圓、愛知の25，164千1臥兵庫の田，505－F

圓、繭岡㊧］9，870干圓でfi’s　M形、頑島、『F葉、岬奈川、新潟、

長野、岐阜、静岡、京都、廣島はユ0，000千圓を超え他は4，000

千圓以上ユ0，∩00rF圓の地方多く、4，000千圓未蒲は奈良、沖細で

ある。

　【市］　昭和八年度豫算に依る全國市の歳入穂額は808，306干圓

で、前年度に比し217，636千圓を増加した、歳入の主なるものは

公債金の3割5分、使用料及手数料の2割4分・租税の1割7分

等である。

　昭和八年度豫算に依る市の歳出総額はSO8．198千圓で内公¢〔費

に3割g分、電氣瓦斯事業及教育費に各1割3分、楕生費に1割

土木費に6分といふ割合になつて居る。

　【町村コ　昭和八年度豫算に依る町村歳入緻額は451，922干圓で

前年度に比し345千圓を誠少した。歳入の主なるものは租祝で4

割4分を占め内直接國租附加税8分を占め、税外牧入の主たるも

のは下渡交付及捕助金、使∫ll料及手数料、公債企、前年度繰越金、

財産より止ずる牧入答である。

　町村哉出穂額は45］，747千圓で数育費に4割3分、役場費に1
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割5分土木費に9分等が其の主たる項ロを成して居る。

　【地方債】　昭和七年度末に於ける地方債の穂額は2，72S，250干

圓で前年度に比しユ93，164干圓を増加した、D禦別に見ると1b債

1，733・762千圓、道llj縣債663，839千圓、町村債279，伽；｛バーFli］1　，

水利組合債（土功）o「ユ，58S干圓で、共のn的別は普通1；木費二刈

9分・電気及コC斯事業2割217JN、衛日：費ユ割2分、勅工費8分、

数育費7分、災害1’木費7分、肚舎事X費6分の割合である。

XIV．選學、官公吏、軍事及恩賞

已｝顧灘灘員㌶籔：霊
七回選∫曇に於ては議員定敷66人b互選人定敷6，600人中、選皐

雷Hの互選賓格者は6，530人で、互選資格者は前回に比し278人

を」日加した。

　投票中有放5，970無炊票17票、である。互選椹を有する者の

直接國税穂納税額は14，311千圓で前回‘（比し9，555千圓を減少し

た。其の一人常納税額最高110，545圓で最低100圓、前回に比し

最高］37，763圓、最低に於て136圓の減少である。

　昭和七年九月十日に於ける互選擢者納税額の最高は東京の1］1

午圓で之に亜ぐは兵庫の79千圓、大阪の46千圓、京都及岡山の

各44千圓、北海遣の41千圓、其の他は34千圓以下で最低は山梨

の3千圓である。

　【衆議院議員】　昭和七年二月議員敷は466人、議員1人に封す

る人口はユ40，271人でコ府縣の議員は東京府の31人を最多とし

y膓取縣の4人を最少とする。昭和七年ご月の総選皐に於て選理穫

をイ∫する者の数はユ3，095，621人で人ロ1，000に野する有擢者の割

合は200・34人に雷る、各府縣中の右の割合最も多いのは沖縄の

236人で其の最も少いのは北海道の175人である、議員ユ人に封

する有横者は28，102人に當り、大阪の34，754人最も多く佐賀の

22，716人最も少い。

　有椹者中投票したる者と投票せざりし者との割合は前者8割2

分、後者］割8分、投票中有敷は9割9分、無飲は1分と7つて

居る。

　衆議院議員の年齢を見るに5（涜以上54歳の1］3人最も多く、

45歳以上49歳のユ05人、60歳以上の93人、55歳以上：5grkの80

人、40歳以上44歳の54人、35歳以上39歳の19人、30歳以上34

歳の2人の順位である。職業は無職業81人、娼護士及曾証員各

79人、農林業73人、著述通信及新聞雑誌記者52人、官吏39人

等多く仰右以外の職業者の順位は教員、屠師及薬剤師、商業、鑛

山業、工業、軍人、銀行員である。

　【府懸宙議員コ主として昭和六年の選學に係る議員敷は1，901

　　　　　　　　（2ξ397－431頁参照）

人中・市部403人、郡部1・498人である、選皐イ∫椎者の絶数は

ユ2・373，037人で東京の877，058人最も多くJ’S取の9S，451人最も

　少い。議員ユ人に付有槽者は6，509人で前回1（比し憧かに増加し

　た。

　選畢イ∫椎者に到する投票者の割合は7劇2分、棄擢者の割合は

　2割で、投票中有救の割合は9；1；U9．分である。

　【市町村會議員コ本項は前各項の如く選皐の結果に非ずして昭

和七年末に於ける現在の調査である。

　市愈は111・議員4，092人、避泉イinc－　K　3，645，193人で、議員

1人に付イ∫擢者891人である。町會はユ，629、議員27，985人、選

基イ∫槽者2，451・547人で議員1人に付イ∫椛者88人である。村會は

9，「）6「）・議員123，933人選皐イ∫擢者6，705，631人で議員コ人に付イ∫

描者54人である。町村組合愈は32、議員422人、選禦イ∫柾者

20，397人で議員ユ人に付有椎者48人である。町村穂脅は1、選

皐有灌者17人である。

　何北海道一級二級町村制拉東京府に於ける島喚町村制に依るも

のがある・EPち町會は44、議員995人、選卑有椎者119，r49人、

村會は…盈3⇒員3、631人避噺∫横者262、　，38r）　A．である。

「＝宝鱈る難㌫蕊鷲三き
圓、奏任14，447人年俸37，581千圓、列任117，00」「人佑給年額

ユ14・115千圓、合計132，987人、俸給穂額159，579千圓、で
　　　　　カ
平均体給年額は勅任5，ユ35圓、奏任2，e・Ol圓、列任975圓であ

　る。

　勅奏列任を菰iじて官吏を所島別に見ると最も多いのは遁信省の

27，84k7人、之に亜ぐは錨道省27，441人、朝鮮線督府］3，489人、

大藏省のユ2，094人で、他は10，0σ0人以下である。自Pち司法省は

18，577人、丈部省は7、808人、i裏灘穂督府は6，003人、農林省

3，897人、内務省は2，429人、陸軍省2，1δ3人、朋東臨1，83ユ人、

商工省1，796人、海軍省ユ，366人、樺太臨i1，117人、外務省］，107

人で其の他は］，000人以下である、地方臆は北海道鹿2，315人、

警観庭1，327人で、府縣9，220人、］府縣2F均200人に當る●
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　〔武官】　昭和八年末に於ける陸軍現役士狛以上の人員穂数は

］4，867人にして、1｝5官及相常官233人、佐官及川當官4，2｛30人、

尉官及矛II富官ユ0，：；74人である。

　昭和八年末に於ける泊軍現役准1：官以上の人員総数は8，r）14人

にして、｝15官ユ36人、イ4，官2，272人、｝11官2，5佃人b特務士官］，

450人、仮補止318人、～宣，士官ユ，806人である。

　伽IJ軍に於てはド士官20，63」人、兵・59，86L）人、∠ヒ孔620人が

ψ：る。

　【鐵道職員及逼信職員】昭征し年度末國イ∫鐵；並職員は視任1人、

勅奏任及i・Tlf．］過932人、’JSfr：及同符遇蛎，616人、雇員の男75，ユ9S

人、女3，531人、傭の男89，437人、女4，130人、合計ユ98，818人

で前年に比し170人を増加した。

　逓1、。職員は・一一・・A：・；局55，267、二笹局31，795、三鵠局88，ユ95人

して其雇員以ドの救を見るに雇員に於ては通信事務55，651人、電

話事務21，8ろ5人、其他136人にして傭人に於ては選迭4，410人、

狂配19，058人、其他8，660人である。

　【警察官署及職員】　昭和八年末に於ける瞥察官署数は、警察署

1，223、碧察’£｛’1底lU所4，551、巡禿駐θ：所及立番所ユ4，115である、

弦察署及漁U所は一1「1縣平均123、駐在所及立番所は一町村卒均

1．2tc　t・；S・る。

　昭和八年木に於ける職員は警閻3‘泊人、弦部］，544人、惚部補

3，545人、巡’E56，SgS人、合、、1’62，：B6人ご前年に比し822人を減

じた、巡査ユ入に付人口はユ，182人で前年に比し：；1人を増加し

た、昭和ヒ年末内地以外に於ける肌態をみるに朝鮮は飴察署251

派出所及1副所2，6，S・tを有し几職員聴数“），315人あリ、巡査1

人に付人llはユ，ユ40である、ぷ薄に於ては派出所及駐rL所ユ，51S

をイ∫し共職員絶数7，958人あリ、巡査1人に付人口は667であ

る、樺太に於ては警察署12、浜川所及駐在所ユ43あリ、職員539

人をイ∫し巡査1人に付1，．　E15Sg人ご、關束州は警家署25派出所

385あり職員・1，5「）5人をイ∫し巡査］人に付人口309人、IW洋臨に於

ては螢務係（；、汲出所3、立番所］7を有しb職員116人あリ巡

査1人に付人口737人である。

　【司法官署及職員】　昭和八年十月一口に於ける裁朔所数は前年

同様341である。而して刈事］，319、検事619、書，氾長8、司法

1Y試補及通、翠官168、書氾5，293、廷丁1，392、雇員5，040、総

設13，869人か携はつて居る。裁凋所はノく審院1、控訴院7、地

方裁判斯5ユ、題裁狗所2S2に分たれて居る。

　昭和七年末に於ける刑務所（内地）は52支所103にして蹄察留

置場］，225がある、職員は典獄43人、典獄補33人、看守長4妊

人、通認3人、保健技帥技手122人、藥剤師10人、数訴師136

人、政師35人、作業技帥及技手393人、看守6，155人、女監守

112人、雇傭ユ，178人、総数8，66・1人である。

　（在外公館職員】　昭和八年末に於ける在外公館の官吏は大使館

公使館315人、紬領事佑及領事館2，3　14人で前年に比し前者は6

人を減し後者は14人を増加した。

　【宮内官吏】昭和八年末に於ける宮内官吏（女官を除く）は勅任

］09（内無給59）人、奏任319（内無給33）人、列任2，127（内無給

36）人、合計2，555（内無給ユ2S）人あり、そのfll・給年額計2，8SO干

圓で前年に比し人員20人を壇加したが、弥給年額は同額である．

　宮内官吏の部局別は帝宝林野局632人、大臣官房6］5人、諸陵

寮261人、内匠寮169人、李王職141人、式部職1ユ8人、主馬寮

116人、學習院及皇族附各83人、女子學習院65人で、他は50人

に満たない。

　【公吏】昭和七年末に於ける府縣名讐職参事愈員1ま476人吏員

は13，S75人其の俸給年額7，855干圓で前年に比し参事會員2人

を減じ、吏貝779人を増加し、有給吏員の俸給年領9干圓を壇加

した。

　昭和七年末に於ける巾名讐職及史員は47，625人其の有給吏員

体給年額33，356千圓で前年に比し人員6，235人、給俸3，522Fi司

の増加を示し、町村名讐職及吏員は332，79：）人具の有給吏員俸給

年額　26，598干圓で前年に比し俸給　2，176千圓、　人員　7，495人を

減少した。

匡軍は【隠3《1：巖㌘：驚㌶

た、検査人員の最も多いのは東京の30，701人でユ5，000人以上1）

地方としては東京の外北海道、愛知、兵庫、大阪、新潟、祠岡、

廣鳥、鹿兄島、鈴岡、長野、扁鳥、埼玉、茨城、干葉であり其⇔

最も少いのは樺太のS77人で鳥取の4，900人、沖縄の5，821人、

宮崎の6，869人等少い部類である。

　肚丁の身長の割合は1米60．0以上1米65．0未浦の3割1分5

厘最も多くユ米55．0以上ユ米60．0未浦の3割4厘、1米67」．0以

上ユ米70．0未満の1割5分5厘、1米50以上1米55未満のコ割

4分3厘之に亜ぎ、1米70．0以上ユ米75・0未満、ユ米45．0以上1

米50．0未浦、1米75．0以上1米80．0未満、1米40．0以上1米4

5・0未瀧相亜ぎ、ユ米80・0以上は4毛、ユ米40・0未満は9毛であ

る。何外に測定不能者3，876人あリ、前年に比して306人を上自加

した。而して卒均身長は1・002米である．

　同年に於ける肚丁の数育程度は高等小學校卒呈及之と同等者最

も多くて5割3分8厘を占め之に亜ぐは尋常小學校卒業及同上中

途退學者3割1分、中學杉卒業及之と同等：者1割1分2厘、高等

學校及專門學校卒業及之と同等者2分4厘、大畢卒業及之と同遠

1分、不就學者にして讃書算術を爲し得る者、2厘、讃書算術を篶

し得ざる者4厘で、高等数育を受けたる者の割合は近年少しく暦

加の傾向を示して居る。

1

　f陸軍教育機關】昭和八年末に於て、陸軍部内の教育機關は、

酔軍大學校を始め20あリ、其の教官は611人、卒業者は4，303

人で前年に比し数官3人を増し卒業者72「）人を増加した。

　【憲兵隊コ　昭和八年末に於ける憲兵除人員は2，773人で准士官

以上：op，人、下：1：官930人、兵825人、囑己ユ02人、雇員33人、

傭人580人で前年に比し］］0人減少してゐる。其の取扱犯罪人

（昭和ヒ年末）は2，279人で前年に比し645人を減少した、取扱犯

罪人は電人50？人、軍厨25人、其他の者1，717人である。

匡軍㌦票竺㌫㌶麓：璽1㌶
］22，8ω噸で前年に比し斐敷は軍艦ユ隻を増し、駆逐艦コ隻を減

少し、排水量は軍艦ユ0，］50戊頓蘂逐艦376噸を増加した。

　【海軍募兵］昭和八年度に於ける募兵敷は7，526人で、水兵

4・2SO人・機關r兵ユ，959人、4電信兵601人、土計兵318人、石護

兵153人、航空兵ユ50人、軍樂兵62人に分たれる。本年の募兵

は昭和四年以來の漸減の趨勢を破り昨年に比し2，S58人の増加を

示して居る。之を地方別に見ると鹿兄島の483人最も多く、山口

の480人・扁岡の436人、廣鳥の329人障之に亜ぎ、其最も少い

のは沖縄ノ）15人、樺太の20人等である。

　【海軍教育機關〕　昭和八年度末に於ける海軍の数育機關は海軍

大學校、兵學校・機恩軍認紹理パ包術、水品潜水、工機、

通信の1（狡である。

　其の教官は1・223人、學生、th徒は1，311人、練習科生は3，893

人である。

　【海軍刑務所】　昭和八年度に於ける海軍刑務所の歌況は未決年

木穴留28人にして前年よリユ5人を減少し、入監291人、出監

306人で前年に比し前者は減じ後者は増加して居る。既決は年末

残留87人にして前年より6人を増加して居る。

　〔海軍下士官及兵の費用）　昭和八年末人員数80，492人に封す

る費川穂額は30・468干圓にして］人4s均3SO圓に常リ穂額を費

途別に分てば俸給に5割8分‡量食に3割1分残僚の］割1・、JNtま被

服費に當てられて居る。

迫㍑㌫1㌘欝㌶：：
受くる人員は123・005人・金額25，336rF圓で前年に比し恩給は

1・63U人・扶助料967人を増加した。恩給は文官66，297人、42，076

千圓・陸軍々人110・389人、49，392千圓、海軍々人71，596人26，

900千圓となつて居る。

　扶助料は文官27・668人・8・110千圓、陸軍々人78，597人、ユ6，176

午圓・海軍々人16，743人、4，050千圓である。

　昭Tll八年中新に恩給を受領した右は文官2，275人、1，625千圓、

陸軍々人1・778人・］，103千園、海軍々人1“716人、790千圓b欽

　　　　　　●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一es　読一一35

育職貝］，160人、1，020干圓、借察刑務所職員S61人、212干岡、

循遇職員72人、50千圓である。新に扶助料を受領した者は文肯

］，51↓人、537F圓、陸軍々人4，：｜32人．、1，u；7干圓、泊軍々人1，2EYI

人、330干圓、教育職貝n51人、152F圓、瞥察刑筋所職U279人、

29干圓s循遇職員12人、5F圓、疫兵院入院者9人］千圓である。

　昭和八年中に於て恩給受領髄の｝lt“Js’t“した者は6，2］6人、．：，137干

凪杁助鞭領neの1胸ミした者ぱ・；，78tべ1，細刊‖である。

　昭刊八年ll，に於ける一時金受給者は4，023人、2，221　T－uaで前年

　に」ヒし3SO人3G9千圓を減少した。

爵＞＞£�k有輸昭TII・’N．｛tivi：に於ける傭梱

　　　　　一v．一．vHV♪1，008人で前年に比し・人を・曾加した。珊

19人、伐π・15人、伯け112人、「r何：；93人、男情439fvで前年

に比し伏阿男け各］人を増し、子何’1人を減じた。

　〔有位旬　昭和八年末に於けるイ∫位者は221，7幻人で前年に比

しユ3・959人を増加した、而して従一位1人、正一：位28人、從二

位66人・正三位378人、從三位749人、正四位1，735人、從四

位3・・517人・］E五位8，071人、從五位ユ1，511人、∫1ミ六位13，507

人・從六位ユ8，861人等位階の下るに從ひ順次増加して了E八付の

77，965人最も多く從八位は2，C33人である。

を増加した、各勺⑲章個用人員は大動位15人、袖一笠322人、

勅二4じは］・11S人、勤三等6，340人、動四等O，6・20人、動五！窄

コ5・017人、動六等40，936人、動し鵠171，425人、動ノk　’：，；928，258

人である。

　昭和八年末に於ける旭「1動章年全受領者は3，126人、其の金額

193・440圓で前年に比し126人6，710圓を減少し、同年末に於ける

金鶏動章年全受領者は58，858人、其の全額10，478千圓で、前年

に比し782人．162干圓を減少した。

　昭和八年に於ける動章擁奪人員は359人ご前年1こ比し74人を

増加し、内全鴉動章観奪人員は27人で前年に比しコ2人を増加し

た。

　昭和八年中外國人新絞勤人員は39人で前年に比し23人を減少

した。

　昭和八年中外國働章侃用允詐人員は61人で前年に比し2i人を

減少した。

　　　　　　　　　昭和八年中に於ける褒章受領者は91人で前

　　　　　　　　　年に比し32人を減少した、其の褒章は藍授

及紺綬である。

　褒1伏、賞杯受領者及金員表彰者は昭和八年中貧秒局よリ781人

で・前年に比し201人を減少し昭和七年中地方蟻よりは14，409

人で前年に比して4，378人を減少した。



統 計 表


