
目 次

総 目 次

l.沿
頁
ー草

1 土地面積$'主ぴ気象・・.• • • . . . . .・・ ・...." • 1¥・・........・・ H ー・・・・回目 5 

百人

IV 事 業

っ'
u

n

O

4
fよ
ハ

同

d

口

所

v.農林水産業..." ..，... '.. ，......"，・・・，........……..................・ 104

工 業.".' • ..….. ".....".......日 i・......，.，........・ 134

刊.ガス，電気$'よ rx水道 ・.. • • . • . • • . . • " ..， • • • .・， ••• .....，..，..，......ー…・・ ・， 162 

VlII. 物資需給・ リ ー…ー・・……・田 e・e・..... ...… 174 

IX， 運輸およびiIli信 .， '..，............. ・.， "・.• • . • • ，. • • • • • 目・・…・ ・・・ 184

I 商業:t主ぴ貿易" ・"目白 .......... .・・ 0・・ u ・H ・.. . • • • . . • . .…・ ， " 216 

XI 金

X]，物

高."""""""，......... ・・ u ・・・・・・・ ・ ・・・ ・291

価 ・・ u ・".・・ ‘ .......・ " .・ 300 

Xlll 労働$'よ rx賃金 ・......，." ，........." ....・・・…....・ H ・・ """"."".321

XIV. 家

XV. 民

xvr. 0主

計 ....，.................，..."....... …・・リ ・ ・u …・・ 340

生 ・・ -ー.....・・.......…・ 356

物.......・.""."""".".".".".".".，，，.，，..，，，，.，，....380 

m 都 民 所 得.......・ 町・ u ・・・・・ . ... ••. ...…・，…・ 390

XVID. Jlt 政 -・……-……・・ 田…'"". ...….. • ，.4'" ..・・ ・・… 394 

XlX 選挙がよとX公務員 u ・・ ....................................・ ・白・・ 412 

XX. 教育$'よ rx文化・・・ ・・・ . '" • .-~ '" ，.. .・・ u ・.................420 

XXl.衛 生 . ••• '" ..• '" ... ••• '" • ・・ー ・0 ・・・・.......'"…-・・ 476 

XXlL 司法，警察$'よrx消防υ ….......…......"..........・・・ …................. 488 

付録:度量衡換算表 ・・..， •• •.• • •• ... •.• ..守、・・…盲…・…・・・-…・ 530

索 引…….• • • • • . • • .… 0 ・・ u ・.."."・..• •• ••• • . • .. • • • . .・・……目 …・ 531 



2 日次

統計表目次

I 計二? 草

表番号 頁
1 本都の沿可i......，........................................1

2 区市旺i村の廃置分合，境界変更および名称

変更等の沿革 ....，........，.........，.. 2 

I 土地面積加よぴ気象

3 地域別土地問積(昭和32年4月 i日) ............ 5 

4 地域別地目別土地面積(昭和32年 1月 i目) ... 6 

5 気象概況(昭和19.-...31年) ...........................10 

6 季節現象(陪和19""-'31年) ・......"............・10

7 地域別平均気温(昭和31年) ...................・ ..11

目人 口

8 東京都と全国の人口推移(大正 9年~昭

和3C年)υ..・e・..."...白 12

9 戦前，車 tをの年令(5才階級)別人口

相昭和15"""'25年) ・..・....，.........，....，...，.....，..12

10 増加人口(大iE9年~昭滴]30年) ・ 13 

11 年令別男女別住民登録人口(阻手J32平1

月 i円)...・...，..，..，....."..，...........，............，..14

(1 )全都 ...・ ................ ..........."..14 

(2 )区部... ・...・..・ 。 15

12. j也砂川J世帯数および人口..，....................."..日

(1 )年目Ij (昭和25.......3淵戸) ...........................16 

(2 )指数個和22"-'32年)......・ 0 ・"，18

(3 )月日Ij (昭和31年) .................................20 

(1 )男女別人口およぴλ口密度(昭和32

年 1月 1日) .......................................24 

13 地域別外国人政録者数(昭和31年12月末) ......26 

14 月別地域別異動人口(昭和31年).....… '，，28 

15 人口動態の昨移(大jf9年~昭和31Sf) .........29 

16 東京都，日本およびアメリカの人口動態

(昭1'1115-3111") ....，...................，..............29 

17 伍別都道府県別人口動態(昭和25.-...31年) ......3C 

18 男女別年令 (5才階級)日IJ死亡数(昭和

幻 -31年) ................................................31 

19 人1'1動態 。 32

( 1)年および月別問和15.....，31年)・ ......."..32 

(2)地域別(昭和31年) ..............................34 

2C 主要死因別死亡数(昭和26'"'"'31年) ...............36 

21 主要死因別乳児列亡数(昭和26--31年) .........38 

22. 1ミ大都市の国勢調査人口とその桶加率

表番号 g 
(大正 9年~昭和3C年)・ 国・ 小・ 0・'39

22 六大都市の世帯数および人口(昭和四年

1月 i日) .•..•..•..•..•• ...•.. ....……・39

24 六大都市の人口動陸佃和31年) ..................39 

E 国勢誤査(昭和田年10月 1日)白目ト ‘ 40 

( 1)地域別人口および鰭皮 ......" ・ ........40: 

(2 )区部町丁別人口 .......".....，...，，41 

26 昼間人口調査(昭和3C年10月 1日) 。← 57 

(1 )地域別居間人口およぴ夜間人仁1.............，.57

( 2)地域別移動人口 ...... .......58 

(3 )東京都と近県との移動人口 .......60 

(4 )各地域相互の移動人口 白 62

a 総数… 白 川 !日

b 区市IIIJ村および近県から町村へ 66 

c 町村から区市および近県へ 70 

(5 )昼間iとおげる産業(大分類)別就業

人口...............，............."......，・...・ 72 

(6 )地域別産業(大分類)別流入出就業人

口.，.......，...・..........・...，......，..73

lV 本 業 日l

27 地域別産業(大分類)別事業所数および

従業者数(悶泊-]2'>平7月 1日) .....................96 

28 地域別規語別事業所数おJぴ従業者数

(昭和田年 7月 1日)....................................98 

29 産業(巾分類)別規模別事業所数および

従業者数(問手Ll29年 7月!日) .................・ 10。

V 農林水産業

3C 地域別農家数，農家人口および経営耕地

面積(昭和32年2月 1日)… "..，.，. 104' 

31 地域日J経営耕地面積別農家数および面積

(昭和32年2月!日)….........，...........，.......108 

32 地域別自作小作別農家数およぴ経営耕地

面積(昭和32年2月 1臼). … 112 

33 地域別主要農作物の作付面積(昭刑132年

2月 1日)……."....・......................... 11(， 

34 地域ワIj農機具所有台数(昭和3去年2月 1日)...120 

35 地域別家畜およ (n，~飼養~Ji羽数(昭和32

年2月 1日).....・..日".."............124 

36 地域別林野面積加昭和32平2月 1日) υ12e 

37 地域別養蚕戸数，蚕趨掃工l卵量および収

繭高任問和3.!i手) ......，........・ 。 130

38 地域別製茶場数および製茶高(昭和31年)... 131 

39 地品別魚種別漁獲高四日取31年).............・ 132' 



刊工 業

表番号 貰

4C 年別工場数，従業者数および出荷額(従

業者数5人以上の工場)(昭和 8"""'31年) ・ 134 

41 工場数，従業者数およぴ製造品出荷額等

何和27--31年) ・ 136 

( 1 )地域別(昭和31年12月末) ............... 136 

a 総数 136 

b 従業者数3人以下の工場 138 

c 従業者数4人以上の工場 140 

イ 工場数および従業者数 0・，..""…“ 140

ロ コストおよび製造品出荷額そ正他… 142

(2 )産業別(昭和31年ロ月末) ....•...•...•.. 144 

a.総数 144 

b. 従業者数3人以下の工場 146 

c 従業者数 4人以上の工場 148 

イ 工場数および従業者数 148 

ロ コストおよび製造品山荷額その他.， 148 

( 3 )規模別刊召和31年12月末) •..•..•...••.•. 150 

a 工場数および従業者数， 日 日… 150

b コストおよび製泣品出荷額その他...." 15C 

42 工場の分布状態(昭和27.-....，31年) .••.••..••..•.. 152 

(1 )産業別地域別工場数(昭和31年12

月末) .•....•....••.....•..•.....•..•..••..•..•. 152 

( 2)規模別地域別工場数(昭和31年12

月末) .......，.."._..............，.............. 154 

( 3 )規模別産業日Ij工場数(昭和31年12

月末) 、 156 

(4)経営組織別工場数制和31年12月

末) ... ... ... ....................・"..・"."・ 158

a 地域別 。 158

b 産業別 159 

c 規模別u 白 159 

43 工業生産指数(昭和26'""31年) ...•...•..•..•..•. 1凶

四 フ旬、エ，電気:j8-よとJ(水道

44 地域別ガス管延長および供給量 (WB~1126

-31年) .•..••.•..••.•••..•...•..•.....•.•.........•..•. 162 

45 用途別ガス供給状況(昭和31年) •.....•..•...•. 162 

46 用途別ガス供給量: (昭和26，...，...31年) ・・ハ 163

47 地傍訓ガス消費量(昭和31年) .•.•.....•........ 163 

48 電灯電力の需要口数(昭和31年度) ...•........ 164 

49 首灯電力の需要高(昭和31年度) ......•........ 164 

5C 電灯電力使用電力量佃和31年度) ・166

51 産業別宙滞要状況(昭和31年度) •.....•..... 166 

52 地域別上オ道施設および付属設備旧日和

目 次 3

表替号 頁
23-31年)・，..."..，......，，，..，，.....，，...・ 168

53.地域別用途別よ水道の栓数および使用世

帯数(昭和23，._，31年度) ..・a・..".."...，・.....・ 169

日上水道の給水量(昭和ぉ-31年)・ ，..，."...， 169 

55 上水道の浄水場別配水量(昭和23""'-'31年) ... 170 

出上水道の貯4量(昭和23--31明白 171 

57 上水道の取水量(回和23"""'31年) .•...•....•..•• 171 

58.上水道の口径別配水管延長(昭和31年度末)•.. 171 

59 地域別下水道施設および付属設備佃和

23.........31年度) .•....•......•...•...•...•...•....••..•... 172 

60 下水の処理状況(昭和31年度) …・ 173

61 地域別私設下水道の普及状況何和31年

度末) ..•..••..•...••..•...•...•..•...••...••...•...•.... 173 

¥'1 物資需給

62 水産物の品目別入荷数量(昭和31年)・! … 174 

63 野菜の品目別入荷数量(昭和31年) ......・.，'...176 

( 1 )月日Ij.................................・H ・"".176 

(2 )農地別 ........................， 176 

64 くだものの品目別入荷数量(昭和31年) ...... 178 

(1 )月別，.............，..".........."........，..178 

(2 )産地別 18C 

65 木材の需給量(昭和田-31年) .................. 182 

品薪の需給量(昭和田-31年) .....・...."...，..".182 

67 木炭の需給量(昭和30"""'31年) …，，"・ 182 

68. fcばιの租煩別売渡量(昭和29--31年) ・1回

目 1酋の積額別売渡量町田和29"""'31年) …。 1田

70 種類別畜殺数(昭和田-31年) .................. 183 

E 運輸加工 Q¥通信

71.地域別種類別道路の延長および面積(昭

和31年4月 1日) .................................... 184 

72 地域別種類別道路の舗装状況(昭和31年

4月 i日) ............................................. 186 

73 地域別幅員別および器類別道路延長と自

動車交通不能道路間昭和31年4月 1日) ...... 188 

74 橋(昭和31年 8月1日) .......•..•.....•••......•• 190 

75 国鉄の駅別乗降車人員側和31年度) ......... 192 

76 鼠鉄の駅別貨物発着トン数(昭和31年度) ... 194 

77 私鉄の施設旧日和31年度末) ..................... 195 

78 私鉄の越輪成績(昭和31年度) .................. 195 

79 私鉄の収入状況(昭和31年度) .................. 196 

叩私鉄の駅別乗降車人員(昭和31年度)・ 197 

81 私鉄の駅別貨物発着トン数(昭和31年度) ・203

82 都電，都パスおよびトロリーパスの営業

成績(昭和田-31年) ・ー ......， 204 



4 目次

表番号 頁
(1 )都電 ...........".，，，.，. 204 

(2 )都パス ..・e・..........，...，却4

(3 ) トロリーパス。.......，..，.....ω ・204

83 都電，都パスおよびトロリ[パスの運輸

成績何和29"'-'31年j・6 ・ 0 ・205

(1 )都官民・.............................20.5 

(2 )都パス 0 ・.....・ 9 羽5

(3 ) トロリ{パス 2コ5

84 都電，都パスおよびトロリ{パスの運転

事故(昭和29"'-'31年) .............................. 20E 

(1 )都電 .................................. 206 

(2 )都パス ー 206 

(3 ) トロりーパス…...，............，.............20e 

85 種類別車両数(明治35年~昭和31年) 田7

86 用途別種類別自動車数(昭和31年12月末) 回8

町航路別乗降船人員。田和31年) ...• ... ... ... ・205

88 出入港船舶，在虹船の隻数および総トン

数(昭和31年) 処処 "".."，・.........210 

89. t〆数階級別入浴舵IJ(I隻数および総トン

数(昭和31年) . .....• ..••..•..•..•.. ... ... ........・"210 

9C 舛国貿易船舶の隻数および総トン数(昭

和22......31年) .........•......•.....•..•...........•.... 211 

91 入浴船舶の隻数および総トン数(昭和31

年)‘… 211

92 港別乗降船客人員(昭和31年) .......•........•. 211 

93 地域別郵便局数(昭和26-.，.，31年) •..•.....•..... 212 

94 内国普通通常郵便物の引受数(昭和26-

31年) ....•..•....•..•..•...••....•..•.....•........•.... 213 

95 肉国特殊通常郵便物の引受数(昭和26-

31年) .• ....•..•..•..•• ...•..••..•.••.•.. ....…・ 1 ・...・ 213

96 内国小包郵便物の引受数(昭和26"""31年)… 2J1.

97.電気通信取扱局所数(昭和31年度末) ・...・..214 

98 内国電報取扱数(昭和31年度) ..............・..214 

99 国際電報取扱数(昭和31年度) ..•...•......•.... 215 

100 電報料金(昭和31年度) ・ ・ … 215 

101 電話の加入数阿和27，..._，31年) .........."".." 215 

102 電話機数(昭和27-.".，31年) .•.......•...•.•..•....• 215 

103 公衆用電話数(昭和!27""""31年) .................. 215 

I 商業I8'よとx貿易

104 商J占数，従業者数およびゃ月間商品販売額

(昭和31年 7月1日) ..•..........•.•...•....•..... 216 

(1 )地域別...........・ 216 

(2 )産業日1]...........・......，..，..，..，.......218 

105 経営組織別商回数(昭和31年 7月 1日) ..•..• 224 

(1 )地域別 224 

表番号 貰
(2 )産業別...................，.."，."...，.." 225. 

106 従業者数Irよる規棋別商庖数(昭和31年

7月 1日).....................................・......228. 

(1 )地域別 ・ ….......... 228 

( 2)産業別 H ・.， . . ， • . ， • ，おO

I凹売場両積による規模別商庖数個和31年

7月 1日) ....•..............•...•..............••..•.. 236 

(1 )地域別 ，...，....... 236 

( 2)産業別・ 0・ ，....... 238 

108 商品保管施設面積による規模別商活数

(昭和31年 7月l日) ....•.•..•...•. •••..•...•..•• 244 

(1 )地域別 244 

(2 ) 産 業 別 1 ・ 246 

109 資金借入先~IJ商庖数(昭和131 年 7 月 1 日) •.. 252 

(1 ) 地 域 別 0・，.."................••..•...•..• 252 

(2 )産業JjJj.."..，..・ "..，.....".. 254 

110 商応の開設年別商応数(昭和31年7月 1日)•.. 260 
(1 )地域別 0 ・.，......................260 

(2 )産業別，….....，......・ 0 ・ 264 

111 商凶の男女別従業者数(悶和31年7月 1日)..• 268 

(1 )地域別白.".............，......."..，......268 

(2 )産業日1] ・ 。.....270 

112 商J;~~の年間営業支出額，商品販売額およ

ぴ手数料その他ザーピス料ならびに商品

手持額(昭和31年 7月 1日) …............ 276 

(1 )地域別 ，.................... 276 

(2 )産業別・ ..・......278 

113 百貸出;売上高(昭和田-31年) .•...••...•...•.•• 284 

114 証券総売買高仕田和24.-...，31年) .•....•...•..••.•• 284 

115 主要国別輸出入額(昭和30"-'31年) .•..•...••.• 285 

116 品目別輸出数量および輸出額(昭和30-

31年) ............・・，..........286. 

11'1 品目別輸入数量および輸入額(昭和3コ~

31年) ー・ 287 

118 列国貿易船舶貨物のトン数と価組問和

23.-...，31年)……。 288

119 船種別列国および内国貿易別出入何物↑

ン数何和31年) .... 酌 288 

12C 品留別出入貨物トン数(昭和31年) .•...•...... 289 

121 品積別海上出入貨物トン数(昭和31年) ....•• 290 

(1 )移 H1....，..'.……，................."...290 

(2 ) 移 入 . ."・ 0・..・..・......…....・ 290

XI 金 融

122 地域別銀行数(昭和31年度末) ....•••..•...•.... 291 

123 東京和員銀行の主要勘定(昭和22.........31年) 日目2



表番号 頁
124 東京手形交換高(昭和21""-'31年) .. ............ 29!， 

125 東京不渡手形(昭和21""-'31年) ・… …・ 目 4

12' 地域別銀行預金およU貸出額(昭和31年

度) ."................."""..."""".""""....".. 295 

127 産業別銀行貸出額偲和31年9月末・ 32

年 3月末) 也 " ・296

128 郵便貯金(昭和23"-'31年) "..."..・ ・・ 298

129 郵便振替貯金(昭和お-31年) """"""""" 298 

13C 郵便年金(昭和田-31年) ".."".."""""".. 299 

131 簡易生命保険(昭和田-......31年)，............，....". 29S 

XH 物 価

132. i!亮物価指数(東京卸売物価指数を改称) ... 3Cコ

(1 )戦前基継指数 3Cコ

a 月別総平均指数(明治33年~昭和

31年) ............""""....". ...."..".." 30C 

b 類別指数(昭和 6""""'32年 3月) .."..". 301 

(2 )戦後基準指数(昭和27""-'32年 3月) ". 3ω 

133 東京卸売物価指数日円和27........31年)".."..".. 303 

134 東京小売物価指数(昭和27--32年3月) ・304

135 消費者物価指数(東京都)白 3団

(1 )大分類指数(昭和21.......32年3月) "".. 305 

(2 )中分類指数(昭和21.........31年) ............ 306 

136 小売物価地域差指数(昭和31年)"""".."... 308 

137 東京の料金指激何和 'l........32年 3月)・ 310 

132 凍京の主要品目小売価絡何和31年J生)"・… 312

139 株価指数(東京)(昭和21""-'32年3月)… 。32C

xm 労働加工ぴ賃金

140 職業紹介の状況。 …..".......................... ~1 

(1 )常用労働者・ 0 ・0・0 ・........"......321 

a 男女別求人数，求職者数および就

職者数阿和23"'-'31年) ".."..""".." 321 

b 男女別求人数，紹介数および就職

者数(昭和26"""'31年) """".."""".. 321 

c 職業別男女別求人数および求職者

数四四日31年 9月)".."..". 日 ・322

d 産業(大分類)別男女別求人数お

よぴ就職者数(昭和31年) .."""""". 323 

(2 )日属労働者(昭和31年) ""..".."""" 323 

a 事業別抗T拠h況・ 0 ・"，......................323 

b 失業対策事業就労状況 324 

c 特別失業対策事業就労状況 ...... 324 

d 臨時就労対策事業就労状況 325 

e 簡易失業対策事業就労状況 ".. 326 

t 失業者吸収率設定公共事業就労状況。 320

目次 5

表番号 頁
141 公共職業制導所修了者就砂以前日(昭和31

年) ...........・ 0・....・・..".327 

142 共同作業施設就とか伏況(昭和31年) ".."".." 327 

143 失業保険(一般)適用と徴収状況(昭和

25.........31年) •..••..•...••...•••......•••..... ・・ H 担 8

144 失業保険金(一般)給付状況 U昭和25-

31年) ................................・ 3田

145 失業保険(日産)徴収と給付状況(昭和

31年) ......".."..".."""".."..".."...."""". 329 

146 一般労働組合設立ぉ」ぴ解散状況(昭和

31年) ..................・ 329

147 強制協約締結状況(昭和31年) "".."..".."" 330 

148 産業別労働争議件数(昭和31年) ..""".."". 330 

149 労働争議発生状況(昭和25......-31年)""".…お1

15コ労働教育失抱状i兄 帽 和31年) ...............日 331

151 東京都地方労働委員会活動状況(昭和31

年) """".."""""......"..".."...."""........ 331 

152 産業別常用労働者 1入平均月間現金給与

額(昭和30......，31年) "..""...."... ・ "・・ 332

153 産業別常用労働者 1人平均月間出勤日数

(昭和30""-'31年)…・ 331 

154 産業別指用労働者 l人平均月間実労働時

間数(昭和30........31年) 白 白..........・ 336

155 産業別的計常用労働者数(昭和叩~...31年)". 338 

X1V 家計

156 勤労者世情 iカ月間の収入と支出(昭和

31年) """".."..".."..""...."""...."". 340 

(1 )総平均 .............................. 340 

(2 )事務労務者 "，.....日!日". ・342

( 3 )作業労務者 ....・ 344

157 勤労者世帯 lカ月間の収入と支出(昭和

29........31年)""..".."..'"""，日................，.346 

(1 )実数 .....，..，..........・....・.346 

a 収入・0 ・0 ・ • • . . ， • . . . ， • . .… 346 

b.支出 0 ・....................，.・，.........，.348-

(2 )構成比(百分比) ・....・ 0・，.350 

158 全iIk時平均 1カ月間の消賀支出金瀬(日目

和田-31年) ".."""..".."..""......"""".." 352 

( 1 )実数.......，...................".............352 

(2 )構成比[百分比) ". 日..・".."".."..354 

xv 民 主主

159 事業前別社会福祉事業前設数(昭和31年

度末) ............................... ................. . 3ら

16コ 地域別福祉事務所数および民生蜜員数



6 目。〈

表番号 頁
印目和31年度末1 ・...".....357 

161 生活保護法による碩類別保護費(昭柑31

年度) ・ ..".........・......." ・.......358 

162. f宜保護世帯数および実人民(昭和31年度) ... 358 

163 施設内における施設3U被保護者数(昭和

31年度)…"."・...，，，...，，.，..，..，，.，，，..，. … i 国8

164 世帯主の労働状昔日別被保護人員(昭和31

年度) ..••..•...•.....•....•...•..•..•.. ・ 359 

165 種類別被保護者延人員，実世情数および

実人員… ..・......."・ u … ….，. 360 

( 1 )地域別 ( 昭 和31年度末) ・ 360 

(2) 月別(昭和31年度) •......•..•.....•.... 361 

166 保護開始の世帯数および人員(昭和訓年

度)… ! ー品i

167 保護魔止の世帯数および人員(昭和31年

度) .....••.......••....••..••..•..•.........••.......•... 361 

168 施設別児童収容人員 … 川 ・ ........ 362 

(1 )月別(昭和31年度) ..............…・ 362

( 2)年令別(昭和31#'12月末)..............・ 362

169 年令別保護別収響人員(養育院) (昭和

31年度末) .....................................・ 1・364

170 事業別収容人員(養育腕)(昭和23~31

年) .................:.................................... 364 

171 年令別教育現度別収容人員(養育院)

(昭和31年度末)・ .."..........". ....，..... 365 

172.施設別収容状況(養育院)(昭和31年度

末)…・ り ・・.."...，，，，，白・.......3臼

173 地域別保育事業の状況(昭和31年度末)日 366 

174 母子保護状況(昭和24~31年)・............・ o ・.. 367 

175 会主主質屋の貸借および弁済状況(昭和27

~31年) ......................・a・-….........… 3日

176 長産場の利用者数および支払工賃(昭和

31年度) ..• ...• ....・M ・o・...・ H … 。 3品

177 簡易内職あっせん所利用者数および支払

工賃 Ui/l和31年度) .川 '…， . . . . . . . . • . . ・369

178.簡易fJtrごく所利用状況(昭和31年度)ω ・369

179 健康保貰 ，..，........，…........."..・ ・370

(1 )事業所数および被保険者数(昭和

26~31 年) .................................... 370 

(2 )保目知合付の状況(昭和26~31 5:j日) ...... 370 

(3 )保険料収納状況(昭和31年度)ω 372 

18C 厚生年金間前125"""""31i1.:) ・ 372 

(1 )事業所数および被保険者数 372 

(2 )保険給叶の状況 .................. 372 

181 船員保険............・…・ 。 374

(1 )種類別被保験者(昭和26~31年) ...... 374 

表番号 頁
( 2)疾病給付支給状況(昭和31年度)...... 371 

(3 )年金給付支出額(昭和31年度) ......... 376 

( 4)失業給付支出額四和31年度) ......... 376 

(5 )保険料収納状況(昭1'1331年度) ・0・.， 376 

182 国民健康保険 ......，....... … … … 377 

(1 )保険者数，世帯主数および被保険

者数(昭和25-....31年) …"'"'''' … 377 

(2 )保険前(料)収納状況(昭和25~

31年)…，....… 0 ・......"，.....377 

(3 )保険給付の状況阿和25-....31年)・ 378 

xvr 建物

183 構造別着工建築物(昭和26~31年) ・ 380 

(1 )地域別 0 ・ 泊。
(2)月別 ..".......".." 3白

184 建築主別着工建築物(昭和26-....31年) 白 担 2

185 用途別着工建築物日田平日28-....31年) ............ 384 

186 地域別滅失建築掬(昭和31年).................. 385 

187 地域別着工住宅数問和31年)・..・ … 386 

188 着工新設住宅数偲和26-....31年)・... … 388 

(1 )利用関係別・… 0 ・........"... ・ 388 

(2 )種類別... ・....，.......，.........，.388 

XVII 都民所得

189 都民何人所得(昭和2s-._.3仁平) ・ 39コ

190 勤労所得俳唱和26.......3C年)・ 390 

191 個人業主所得(昭和26----3(年) ・ 391 

192 個人賃貸料，利子，配当，振替所得(問

和26~3C年)・..・。 391

193 個人賃貸料所得(昭和田年)..... … 392 

194 個人利子所得(昭和国年) ・".."......... 392 

195 個人配当所専問和3C年) …・… 392 

196 振替所得(昭和3C年)・ “ … 392 

197.都民分配所得(昭耽26--3叫三) ・ 393 

198 産業別分配所得刊田中日2 コ ~3C年) ............... 393 

m 財政

199 昭和31年度会計別最終予算額 。394

2Cコ 昭和31年度一般会計最終予算初 ... ・i 却 4

(1 )室別蹴入 0 ・ 。.....394 

(2 )款別歳出........................... ......... 395 

201 昭和31年度特別会計最終予算額 ............... 396 

202 昭和31年度会営企業特別会計最終予算額。 397

203 昭和国 31年度会計別決算額 白川 . 398 

(1 )歳入 …“… υ • 398 

(2 )歳出。 u ・0 ・.. ・..398 



表番号 頁
204 昭和30・31年度一般会計決算額 3何

(1 )款別歳入 ・0・0 ・……"""'" 399 

(2 )款別歳出 …，..・.....・・ 3抑

2田 昭和30• 31年度特別会計決算額・..，.............40C 

206 昭和30.31年度会営企業特別会計決算額…日 401

207 一般会計決算額(昭刑ロ5，..._31年)…..........・ 401

(1 )款四歳入 ....・....…….........… 402

( 2) 款別歳出 白川.................……・ 403

208 都税収入済額(昭和27，.._.，31年) ..".."..，..… 404 

209. 地域別菌効負担額状況(昭和31年度) 白叫

210 都民租税負担額(昭和28---31年) ............... 406 

211 東京都債(紹和31年度末) ........................ 408 

(1 )借入先別 ・0・........408 

( 2)利率別 .........…......・・ 402

212 東京都有および区有財産(昭和31年 9月

団日) .. ... .... ... .... ... ，...，..，・.• . . . . . . . . . . . • . . .・ 410

(1 )部有 ......，..........・・ 0 ・・ 410 

(2 )区有 ・0 ・410

XlX 選挙CIO'よr.x公務員

213 選挙人名鱒登録者数(昭和31年12月2C臼)... 412 

214 都議会議員数(昭和31年12月末) ・413

(1 )地域別職業別 413 

(2 )年令階級別(五才階級) .................. 413 

215 党派別各種議員数(昭*1132伍 4月 1日) ...... 413 

216 地域別職業別区市議会議員数(昭和32年

3月末) ，.. ...，..， ...， ....，.. ........，.. .......... ...・ 414

217 公務員数 e ・415

(1 )総数(昭和31年四月末)υ .......・ 415

(2 )都庁(昭和31年12月末) ...・e・1 ・H ・415

( 3 ) 区 (昭和31年12月末) .......・H ・a・.416 

(4 )地方事務所と支庁仕田和31年12月

*) ...............・ 416

(5 )市町村(昭和31年12周末) ・ 416 

(6 )教職員 (RB和31年12月末) .........・ 417 

(7 )警察(昭和31年12恩来)…...........・ 418

( 8) 消 防(昭和31年12月末)… H ・H ・419

日 教育.}t主ぴ文化

218 学校数，教員数および生徒数(昭和31年

5月 1日)・，.................，...................，.42C 

219 小学校(閥抗131年 5月 1日) ，... .....， ... ...… 422 

(1 )地担刷学校数および学級数 422 

( 2)地域別学究数，教員数およが児童数 423 

(3 )地域別年令別児車数 424 

220 中学校(昭和31年 5月 1日) ・ 42e 

目 次 7

表 l l i ' 号 頁
(1 )地域別L手会主数，教員数および生徒数 426 

(2 )地域別年令別生徒数.. . . • .• . . • • .・ ・.427 

221 地域別高等学校数，教員数および生徒

数(昭和31年 5月 l日)ω …................，..， 428 

222 特殊学校(昭和31年 5月 1日)… ι.• • • • • • • • • .・ 429

223 幼稚園(昭和31年 5月 1日)・.............・M ・-・ 429

224 各種学校伺郡日31年 5月 1日)…...... ・429

225 地域別事由別不就学者数(昭荊]31年 5月

1日)・ e ・.....・a・...・ 430

(1 )学令児童・ “ … H ・a・.430 

(2 )学令生徒 a 切....432 

226 学校施設の面積(昭和31年 5月1日)… 434 

(1 )用途別 ............. ・・ 434 

(2 )構造別 ・… 434

(3 )所有者別 ・……...........435 

227 学校の経費および財源(昭和3C年度) ......... 430 

(1 )公立学校...............・...・.............，...436 

a 経費.......・ 1・......，...............， 436 

b 財源 ....................，. 436 

(2) 私立学校 ....・..・ 0 ・...................437 

a 経費..，.......................................437 

b 財源……‘“ 切….....・ 43'1

勾 3 幼児，児童およぴ生徒の年令別発育平均

値(昭和23，__，31年) ー…… 438 

(1 )男一............... ・...438 

(2 )女川・….. . ， . . . . . . . .・a・・ ・… 440

229 幼児，児童およぴ生徒の男女別年令別発

育平均値および標準偏差(昭和31年4月) ... 442 

230 幼児，児童および生徒の男女別年令別比

体重，比胸囲，比厩高(昭和Jお~31年)・ " 4/H 

231 幼児a 児童および生徒の年令別疾病異常

(般検診)受検者率(昭如31年4月)・ . 446 

(1 ) 男・・H ・a・.... ・ .....・a・...・ 416

(2 )女.....・a・H ・H ・......... ・・ 0 ・......448 

232 幼児，児童および生徒の年令別疾病異常

(一般検診)該当者端(昭和31年 4月) ...... 45C 

( 1 ) 男 … ....・a・..................…・... ぺ回

(2 )女・ H ・a・0 ・ .............・...............・ 152

233 幼児，児童および生従の年令別疾病異

常(精密検診)受検者率および該当者率

(昭和31年 4月) …・ 454 

(1 ) 男..... ・ 0・守....・ 454 

( 2) 女・."... …1 ・ 4出

~234 教職員のザ校別男女別結核性疾患受検者

率および該当者1i~ (昭和31年4月)・・… 458 

235 図書館 .......................・ .......... 459 



日目 次

表番号 頁
(1 )概況(昭和31年度) ..・ e・"......"...459 

(2 )蔚書数(都立) (昭和31年12月末)'" 459 

(3 )閲覧人員(都立) (昭和31年)白 川 460 

a 日比谷図書館口 …・ ......... ・'....460 

b 立川図書館… … … ..，........ 46C 

c 青梅図書館。"，..・ 46C

d 八王子図書館 ， ・462

(4 )閲覧図書数(都立) (昭和31恒) ...... 462 

a 日比谷図書館 i ・0 ・462

b. rrJlI図書館 ! … … …...... 462 

c 青梅図書館f ・0 ・0 ・464

d 八王子図書館 "....，，， ・........4e4 

236 図書館館外サーピス状況(昭和31年)・ ...・ 4叫

(1 )視聴覚サーピス(日比谷図書館).....・ 4"

(2 )移動図書館 ! 日 ""'"・ 4出

237 博物館および同国施設数(昭和31年12月

末) .. .... ...• ........・ 4伍

232 美術博物飽 ι 46' 

(1 )備付品数 (0目和17---"'31年)“ ....... 46E 

(2 )観覧人民日百和31年度) … .... ・466

239 動物園 ・ ........ ，167 

(1 )種類別動伊oit(昭刑123'--31年) ......... 46'/ 

(2 )月別入国人員(昭荊J23----31年) ......... 467 

240 公園およと緑地(昭和31年12月末) .....ーI・e・4日

2"1:1 ラつ;>j"普及状況 0 ・0 ・."."… ・ ・4コヲ

( 1 )地域別聴取契約数個和23..-.....-31年) ... 46' 

(2 )部門別放送時間数 (NI!K) (悶

和田~31 年)・................ 日 ・470

( 3 )国際放送放送時間数 (NHK)

(昭和31年) ................................. 470 

(4 )民間放送別一日平均放送時間数

(昭和31年) ...・ も.......471 

(5 )商業番組tておける広告主の産業種

目別放送時間数 (0日和31年)・… 47i. 

242 テレビ少ョン普及状況 ! 。 …......， 473 

(1 )地域別受信契約数(昭和31年度末) ... 473 

(2 )個人および団体血設別テレピジョ

ン契l'必((昭和31年度) • ・........・ 474 

(3 )部門別形態別N日K全国中継番組

放送時間数(昭和31年度)… … 474 

243 地域別規模別常設興行場数(昭和1年度

京) .........・，，，......................・ a・a ・..475 

XXl 衛 生

214 種類別病院数および病床数(:田和31年12

月末) ......•..•••..•..•.••.•.• ・ ..・ …4'1'。

表審号 頁
(1 )地域別 ・ ・・ 476

(2 )開設者別 ....，....."...."........... 477 

245 種類別病院の医療従事者数(昭和31年12

月末)...... ・ ・...."・・ 477

246 病院の入院および外来患者数(昭和25~

31年) ..............................・a ・0・・ u ・ 477 

247 都立病院の科別入院および外来患者数

(昭和31年)・ "." ・e ・........，.....・0 ・478

(1 )月別 ，..，............. ・， 478 

(2 )病院別 ・478

248 保健所活動状況(昭和31年) … "."..… 480 

249 法定伝染病患者数(昭和24--31年) …・ 480

250 届出伝染病，らいおよE結核患者数(昭

和24~31年)白守 481

251 性病息者数(昭和24~3í年) … ..，...".， 481 

252 年令別男1J:5:JC結核死亡者数(昭和31年) …・ 482

253 地域別旅館，下宿，理容所および浴場等

の施設数(昭和31年12月末)""""'" ・483

Z刊 し尿の作業状況(昭和25"'-31年) .. …・・ 484

255 し尿処分状況(昭和25~31年) …白 …・ 484 

2コ6 とみの作業状況(昭和田~31年) ..・・…・ 486 

257 ごみの処分状況(昭和]25........31年) . 守 H ・H ・..…・ 48ら

XXH 司法，警察および消防

258 登記 ・0 ・りー…..・e・.....・ 0・ 488

(1 )商事会社(昭和田.........11年)…ー…ぃ 488 

( 2)建 物(昭和田~31年)・H ・ a ・......... 48ヲ

(3 )土 地(附和29"""31年) … 490 

259 調停車相の種類別裁判所別件数(附和31

年) .・ 0・..・.........................491 

26C 民事事件の種類H鴎日判所別件数(昭和31

年)......・..・ 492

261 家事審判事件の撞類別手続別件数(昭和

31年) .. ..........… 494 

262 家事調停事件の種類別手続別件数(昭和

31年) ....'"・ 0 ・・ ・ 496 

263 調停離焔の原因別婚姻別および調俸給果

別既済件数(昭和31年) ........................... 496 

264 調停離婚の慰謝料(財産分別請求額お

よびそ0)決定額IJU既済件数(昭和31年)...... 497 

265 執行更の郡類別事務内数(昭和29~31年) .・ 498，

266 人椛侵犯事件の種類別件数(昭和31年)・ 49包

267. Iえ察事件の和知lfL検察庁別人民(昭和31

年)......・ 500'

268 刑事事件の程鋪および手続ZI.裁判所別人

員(昭和31年) ・........................，........， 502 



表番号 頁
269 少年保護事件，..，，，........，............ … 504 

(1 )趨類別人員(昭和31年) ・ 504 

( 2)終局決定別人員(昭和31年) 。 ・504

a 年令別 .....・ 0・ .， 5コ4

b 行為別 。I …0 ・， 5コ6

270 刑法犯罪の種類別発生相数・ ー…。 502

(1 )地域および署別(昭和31年) "，，"""・ 5つ8

(2 )年および月別(昭和21---31年) "… 512 

271 刑法犯罪の種類別検挙件数個和21~31

年) """"".，.".・・"..............・ 512

272 刑法犯罪の種類別男女別検挙人員(昭和

21.-...31 伍 )ι!日・ "・.........，........，...514 

273. j;叩犯罪の地域別夜類別男女別人員(日召

平日31伍) … ......，....... ，..................，........ 516 

274 交通事故発生件数，死傷者数および自動

車台数(昭和21~31 年) ・0 ・.518 

275 交通事故発生判数(昭和31"1')，，"・ ・・ 518

(1 )限日目U・ "・ 0 ・ .，...... .... 518 

(2 )天候別・ 0・ ......... ....・ 518

(3 )時間別 …。......518 

(4 )原因別・ ".，・ 519 

276 既遂および未遂則男女別自殺記数 521 

目 次 9

表番号 頁
(1 )年および月別(昭和28---31年) ・ 521 

(2 )手段目Ij (昭和31年)・ ......... 521 

(3 )原因別(昭和31年) .....，...........，...... 521 

2'17 麻薬および覚せい剤の男女別検挙人員

(昭和31年) "."" 白.............， 522 

(1 )検挙の理由および国籍別…・ 522 

(2 )原因別… ..，........... 522 

(3 )職業別，..............."........・ 522 

(4 ) 学E翌日Ij"""""""""""""""""""'"・ 522

278 遺失物および拾得物の件数ならぴ北金額

および点数日氾和23"'-'31年) """"""".""" 523 

279 種類別拾得物件数刊田和31年) "，，"""，，""" 523 

28コ 署別消防機動設備(山Ji日31年) "".."" "."，・， 524 

281 火災の発生状況 '" … ..... 525 

(1 )年および月別(昭和26.-...31年) """." 525 

(2 )地域別(昭刷31年) """"."""."""" 525 

282 火災KよるJ'8途別建物被災状況(昭和31

年)…0・0 ・ 0 ・…… 526

ア:83 火災原因別礎物被災状況(昭和31年)…・ 527 

284 原因別時間別建物火災件数(昭和31年)ー・ 52B 

加

出
5

5

 

表

引

算換街宣度録付

京


