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日治期台湾の統計調査制度史（稿）

―台湾総督府の統計調査事業特に「報告例」について―

はじめに1.

明治 年日清戦役の結果ー日本帝国にとっては韓国が本来の目的であったのが、28
思わずして手に入れたー台湾島が日本帝国の統治下の地となった時、異民族・異文化

地域を統治することは日本政府にとって初めての経験であった （北海道・沖縄の問。

題は置く）また台湾にとっても、それ以前のオランダによる占拠の一時期を考慮して

、 。みても 全島的に異民族の支配下に置かれることは全く新しい出来事であったと思う

明治日本国家が近代国家に転身するに際して台湾は「植民地」経営の試金石であり、

一つの実験場となった。

これを近代国家形成に不可欠な条件の一つである統計調査制度という面から検証し

てみるのが本稿の目的である。もっとも、通常台湾・朝鮮等を日本の植民地と総称す

るが、台湾を法制上「植民地」とみるかどうかの問題はある。西欧諸国では植民地法

制と本国法制とは別個の体系をとることが一般である。明治政府は領有当初よりいわ

ゆる「内地延長主義」をとり、憲法との矛盾を「六三法」で切り抜けようとした。

台湾において統計制度の創出にあたって当事者が意識的に内地の方式を踏襲しよう

としたかどうか、統治における統計調査の意義をどうみたかー総督府の行政制度と内

地との関係を視点に調べてみたい。

近代国家と統計調査についてー統計調査制度研究はマイナーな研究領域か2.

ベネディクト・アンダーソンがその古典的名著となった『想像の共同体』の増補版で地

図と共に植民地国家における人口調査を取り上げ、 年以降、 年代の植民地国家1850 1870
の人口調査は「民族・人種的分類の構築にあったのでなく、むしろそのシステマティクな

数量化にあった」 としている。ここでいう人口調査は多分に人口センサスを念頭におい1）

ていると思われる。

近代国家の成立ー国民国家の形成をフランスをモデルに西川長夫は「経済統合 「国家」

統合 「国民統合 「文化統合」という四つの位相から分析している。これを敷衍して、」 」

駒込武は文化統合の面から教育史を軸に台湾・朝鮮を例に同化政策の過程を分析してい

）る。2

台湾領有初期から原敬が説えた「内地延長主義」はイコール「同化」ではないが、言語

。 「 」ー国語教育がそのどちらの場合にも基底にあることは間違いない 同化には 文明の同化

と「文化の同化」があるといわれる。従前の日治期台湾の政策研究では文明の同化イコー

ル産業インフラ等の面が重視され、この面からの研究も先行している。文明の同化ー経済

施策の進展は台湾の近代化に貢献したと、これは自明のこととまではいかないまでも承認

されてきている。一方国語問題に象徴される文化の同化ー日本帝国による台湾国語政策に
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ついては未だ見解の幅があるように思われる。

帝国支配における異民族支配については、近代国家＝国民国家ー主権国家はイコール殖

民地国家として、植民地国家の正当性を西欧政治学は認めてきた。 しかし国民国家内に3）

おける多民族国家の問題ー植民地支配という形での異民族の統合、アンダーソンが『想像

の共同体』で例証するインド人の例、 エドワード・サイードが『文化と帝国主義』の中4）

で批評するキップリングの『キム 、 その差別の構造は陳培豊の「同床異夢」の分析に』 5）

通じる。 台湾（人）の日本国家（国民）化ー公学校教育を通しての本島人の国語（日本6）

語）普及、警察官による蕃童教育、在台日本人の本島語への接近等の解析は台湾人の教育

を通しての上昇指向という新しい解釈以外にも問題を提供する。

しかし、植民地の様相の研究で戸籍ー国民としての登録は論じられても、統計としての

人口調査・人口把握については上記のアンダーソンの数量化という指摘にとどまっている

ようである。それ以上の論及は見当たらない。

そもそも統計調査は現代では空気のようなもの、あって当たり前的存在に化している。

統計は近代国家創成と共にあり、国家があって統計がある、あるいは統計があって国家が

なる。統計が先か国家が先かは鶏と卵の譬えのように把えられている。鶏か卵かはともか

く統計調査には理論以前に支配の構造が自明として前提される。支配のもとは“土地と人

”ーそれの記録のためのデータは保存されるのは勿論、一回限りのものではなく続けて把

握されるー継続支配。統計は近代国家の必須のトゥールである。国民国家形成・標榜おけ

るセンサスの意義ー総体としての人口の把握ーはこれまでも十分論じられてきてはいる

し、近代国家における統計調査の位置付けは明らかでも、それの植民地に対しての役割は

どうなのであろうか。アンダーソンがいう国民国家形成における人口調査（特にセンサス

を代表とする）の意味・役割がイエスならば台湾におけるセンサスの日本本国に対するイ

ンパクトと実施におけるノウハウの伝達はどうであろうか。台湾に成果があるとすればそ

れは実際にはどの程度まで日本に影響を与えたか。

今日どうやら統計制度・統計調査史の研究はマイナーな領域にあるように思われてなら

ない。現代では統計はあまりに日常的であるが故に特に興味ある対象とはならないのだろ

うか。統計データ自体はこれまた当たり前の如くに研究上大いに活用されてはいるが。

先に述べた如く近代国家の成立は統計と共にある。このトリ：タマゴのことは差し当た

りおいて西欧型近代国家あるところ必ずセンサスが施行され、統計法規があり、人民が土

地が管理されている。これが植民地国家になると、さらに植民地へと延伸し、英国型・フ

ランス型とあってもそれは統治内の問題である。日本において台湾の場合、明治 年の38
人口センサスは本邦嚆矢の調査として人口に膾炙し、数多くの論文もあり高く評価されて

いる（現地台湾でも 。がその他いわゆる一般統計調査については触れられても素通りに）

近い情況がある。センサスだけがよく一般統計は？ということは普通では考えられないこ

ではないだろうか。

戦前日本の統計制度上の内閣統計局の地位については、初期には不充分なものであり、

大蔵省と争ったことはよく知られている。確立したのは国勢調査を扱うようになってから

であろうか。それ以降も統計行政の分権体制で内務省・農商務省（後農林省と商工省に分

離）の統計調査事業の掌握は続く。しかし統計局は一応日本統計行政の中心的役割は担っ

ていた。その統計局の『総理府統計局八十年史稿』や『総理府統計局百年史資料集成』は
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日本の統計制度研究の基礎資料であるが、統計局を主体とする性質からか植民地関係のこ

とは抜け落ちている。大正 年以降のセンサスに関しては外地も統合しているし、また戦9
時体制に入ってからは資源調査令をはじめとして各経済統制関係・労働関係調査の法令が

即日に近く外地にも適用施行されている。統計局の書庫に所蔵されているセンサス関係の

文書群の内には「外地関係綴」も所蔵されているが、それら資料が利用されているのはみ

られない。

統治者側であった本土たる日本において戦前刊行された統計資料の解説を中心とした文

献では外地または植民地の章をおき、資料自体については論じていてもその背景をなす制

度について言及しているものはほとんどない。統計法規を扱う文献でも外地まで及ぶもの

は少ない。高田太一の『統計調査』は「外地における統計調査」で台湾を取り上げている

が 現行の機関・組織法令と重要資料をあげそのなかで報告例に言及しているが 現行 大、 、 （

正 年の訓令第 号）の通則条文を説明するにとどまる。9 315
昭和 年代前半をもって日本は政治上経済上のみならず知的領域においても植民地を20

切り捨てたと思う。統計史の面でも旧植民地は視野の外に置かれというか無視され、その

意味は何ら質われなかった。台湾の第一次臨時戸口調査に言及することはあってもただ取

。 、り上げたというだけでそれ以上でも以下でもない状況といえよう 植民地統治における7）

異民族支配における基底的要素である国語問題をはじめ大きくは政治・経済（米糖相剋に

象徴される）から原住民問題等々それぞれの分野には枚挙にいとまないほどに詳細な研究

が発表されている。その関連で統計データも利用されている。しかし統計調査全体に対す

る研究は見あたらない。そのなかで僅かに松田が『データの理論』で内地の統計調査と外

地との関係を論じ、台湾についてはセンサスと共に報告例もとりあげている。が主体はセ

1ンサス体系にあり 佐藤は国勢調査に限ってであるが 台湾に触れ 社会学的視座から第、 、 、

次の戸口調査を解明しようとしている。しかし統計史総体についての言及はない。

統計調査の方法の歴史はその基底である地域社会を映し社会情勢の変化を敏感に反映す

るものであるに拘らず。そして逆にそれ故統計を扱う場合社会制度を視野におさめる研究

が重要である。しかし現今統計史研究が大勢として歴史学・経済史学から独立して、統計

調査のみで特化してきているのではないか。そしてまた社会史の側も統計データは取り扱

ってもその内実はさして問題としないのでは。この傾向は台湾においても同様で統計制度

全体に対しての目ぼしい研究文献は見当たらない。若手研究者達の間では日治期の統計資

料を使っての研究は活発に行われており、個別にはセンサスを取り上げたり、督府の南支

南洋調査を研究しているものもあるが、統計へ切りこんだところはない。あればご教示さ

れたい。

注 『増補 想像の共同体』 頁。1. 281
駒込『植民地帝国日本の文化統合』参照。2.
山室『日露戦争の世紀』 頁～参照3. 4
『増補 想像の共同体』 頁。4. 156
「帝国主義の楽しみ （ 文化と帝国主義』 頁～）5. 247」『

陳『 同化」の同床異夢』参照。6. 「

相原・鮫島『統計日本経済』参照。7.
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台湾総督府報告例の成立と終焉3.

統計という分野は学問上のみならず行政全般の中でもマイナーな存在のようにも感

じられる。行政における業務の基礎材料を提供するものである筈なのに。

統計関連事項は総督府の公文書である『公文類纂』の中で人事はもとより台湾神社

ほどの地位も与えられてはおらないようにみえる。明治 年の「報告例」の制定は31
台湾統計行政において画期的な出来事であったろうに 公文類纂 中 文書門 の 統『 』 「 」 「

計」に、制定されたという報告（決裁）文書が収められているだけで制定の背景ー審

議の記録ーは見出しえなかった （ 公文類纂』という文書の性格 「民政部記録保存。『 、

規則」の意味については別に検討する要があるが。ちなみにこの時期はまだ台湾統計

協会は設立されていない ）当時内地各府県ではすでに「県報告例」や「統計報告規。

程 等があり 県統計書 が刊行されていたのであるが 台湾にたいして内務省 当」 、「 」 、 （

時の管轄官庁 の行政指導があったのか あるいは全く関係なかったのか 台湾の 報） 。 。 「

）告例 以下 外す について松田は 高田も勿論 最も重要であり包括的なもの」（ 「」 ） （ ）「 」1

と位置付け、植民地統計は内地の府県統計と中央統計との中間にあるものという見方をし

ているが、台湾の報告例制度は何を規範として作成されたのか。そして、そもそも報告例

というこの特殊な用語の起源はどこからきているのか。確定したことは判らない。植民地

は何故この報告例という統計制度を採用したのか。報告例（様式）のデータから公表デー

タを収める「督府統計書」を編成した過程はどうだったのか手がかりとなる資料は未発見

である。

何はともあれ、領有から 年余まだ「征蕃」の最中に報告例は制定され、ここから正式に3
台湾総督府の統計事業はスタートする。これ以降日治期台湾の統計事業はセンサスを除い

ては報告例制度を一本の柱として終戦時まで続いている。

山本は『はかる』の中で「日本には書き上げの伝統があって…統計をつくってそれで政

治をするという手法が江戸時代以来大好きでしたから、植民地についてもそうで」云々と

）発言している。2

しかし、台湾の統計行政は素直に始まったわけではない。始政式の一方中・南部ではま

だ戦争状態にあったし、乃木ー佐久間の時代は台湾人の叛乱や原住民のいわゆる蕃害は経

常的にあった。明治 年のセンサスの際にも南部方面の庁長の報告には蕃害による報告38
）の遅延の特例が認めらたことが述べられている。3

その内で始政開始と同時期に近く殖産調査が企画され、明治 年にはこの結果を『殖29
産報文』として刊行している （これについては『台湾統計協会雑誌』第 号に竹村諫が。 1
「台湾ニ於ケル統計ノ沿革一斑」に記述している ）植民地官僚の質については好難いろ。

いろの評があるが、行政における統計の役割についての認識はあったのであろうか。台湾

事務局長宛の第 回「民政事務報告」は明治 年 月に提出、この段階ではまだ各事務1 28 9
7 29 2 2手続・規則等の報告を載せたのものであるが、第 号（明治 年 月分）には、この

月の武器捜査と併せて行った戸口調査の結果を「面積堡庄及戸口」として報告している。

（戸 、人口 ）この「事務報告」のもととなる各県・支庁からの「管内概367,470 2,038,201
況報告」は『公文類纂』の「文書（公文）門」中「報告」の項に収録されている。もっと
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もこれら報告はいわゆる書き上げ式の記述体の域を出ないものであるが、これらを下地と

して明治 年の後藤民政長官の登場と共に台湾統計制度は進展する。31

（参考）

明治 年： 明治 年公文類纂28 28『

年 次 文山堡新店街 芝蘭一堡 士林街 第四門 文書 （各支庁報告』

の内基隆支庁報告）

明 戸 明治 年： 台湾省通志 人口28 206 32 『

人 篇』所収「主要市街之現住人953
口」

明 戸 戸 明治 年： 台湾現住戸口統計32 314 412 35 『

人 人 街庄別調査 （総督府文書課）1105 2888 』

明治 年： 臨時台湾戸口調査38 『

明 戸 要計表（街庄社別住居及戸口35 651
人 等 （臨時台湾戸口調査部）3817 ）』

＊明治 年 戸＝現在所帯38

人＝常住人口明 戸38 573
2774人

第 回の『台湾総督府統計書 「緒言」に後藤は「本島帰図以来茲ニ五年ナリ夙ニ諸般1 』

ノ現象ヲ討究シ統計ノ実ヲ挙ゲ以テ施政上ノ便益ヲ図レリ然ルニ行政機関ノ設備完整セサ

ルノミナラス言語ノ不通交通ノ不便匪徒ノ出没等ノ為障蔽セラレ諸踏査ヲ遂ゲ難ク随テ統

計資料ヲ得ルコト固ニ容易ナラス（中略）今ヤ行政組織漸ク備ハリ諸般ノ調査モ亦将ニ其

実ヲ挙クルニ至ラントス即チ去年十一月報告例ヲ制定シテ各官庁に頒布セリ」云々。

台湾総督府の初期の統計調査事業を整理してみると、

戸籍＝住民の帰属の問題から ―→戸口調査表 ―→報告例「記表ノ部」へ1.
貿易 産業調査 ―→大蔵省大日本貿易年表 殖産報文 ―→報告例「記表ノ部」へ2. / /
行政処理事務上 ―→（各県支庁）管内概況報告 ―→報告例「記述ノ部」へ3.

報告例の構成は 「通則 （条文）と報告の用紙雛形（記述・記表）に「報告例目」と、 」

して「記述ノ部 「記表ノ部」別に各報告期限種別毎通番号で様式表をあげる。様式表は」

別冊で頒布されることが多い。

第 回の報告例はまだその内容は即報・臨時報の要素大きく、表も行政（官吏）警察・1
司法（犯罪）等が目立つ。当時の未だ不安定な情勢を反映している。

また社会上にも経済的要素は少なく、この報告例に基く明治 年の『統計書』掲載の32
「 」（ ） （ 、明治 年末の 諸工場 報告例年報第 表に対応 では全島で 工場 内地人経営31 156 14 6

本島人経営 ）を挙げているにすぎない。この後報告例は管轄中央官庁の目まぐるしい程8
の変転とそれに連動する総督府官制の変更および督府自体の官制改正・行政の整備で度々

の改正を繰り返している （時には別冊中ただ 項目の変更ということもある ）。 。1
明治 年台湾に国勢調査を施行するかどうかの時期、そのための専任技師として水科36

5



36が送りこまれたことを一つの契機として台湾の統計事業は装いを新たにしていく 明治。

年末には報告例の全面的改正があり、 年には小票式による犯罪票様式が制定される。37
明治 年末から 年初の水科の島内統計事務情況視察の復命書 は当時の台湾の地方36 37 4）

庁の統計事務の現場を知る好材料である。それによれば 「各庁ノ統計ニ対スル一般ノ傾、

向ヲ観察スルニ其必要ヲ認ムル点ニ於テハ同一ナリト雖其程度ニ於テハ大ニ異ナル所アリ

慨シテ之ヲ言ヘバ如何ニシテ統計ヲ完全ニスベキヤト苦慮スルモノト自然ノ成行ニ放任ス

ルモノトノ二種ニ過ギズ」しかし督府の統計講習会開催と台湾統計協会の成立は大いに統

計の必要と改良を促したと。地方の実情は、庁の統計事務は「総務課ト警務課ニ分属シ其

両課ニ渉ルモノハ互ニ交渉スルヲ例トスレドモ実際此ノ如クナラザル所アリ……各庁一様

ナラズ特ニ庁ト支庁以下ノ関係ハ旧三県ノ区域ニ依リテ大ニ異ルモノアリ 「支庁ノ統計」

ハ主ニ内勤巡査ヲシテ之ニ当ラシム然レドモ巡査ニ統計思想ナキハ勿論之ヲ監督スル警部

警部補ニモ其思想乏シキヲ以テ殆ンド完全ヲ期スル能ハザルノ憾アリ」統計主務について

は「一庁ニ一主務ヲ置キ全庁ヲ統括スルモノハ独リ台南県アルノミ其他ハ概ネ総務警務両

課ニ置キ中ニハ税務課ニモ置クモノアリ（中略）又報告例其他ニ就キ意見ヲ異ニスルモノ

往々ニ之レ有リ」云々。当面の一大事業である国勢調査についての対応にも言及あり（今

回は国勢調査については省略、別の機会に報告する予定 、また各種統計個々についての）

現況から措置具申をする。この後も水科は地方庁の統計講習会には講師として必ず参加、

あるいは警察官及司獄官練習所の講師として警察官の統計教育に関与、また島内巡視の都

）度地方庁の吏員の統計認識について注目し観察している。5

余言ながら、この復命書に添付の「供回覧」の文書には祝辰巳と竹島慶四郎（参事官）

の添え書が書き込まれていて、祝は「本復命書ハ供閲後コンニャク（一字不明）トシテ各

庁長ニ参考トシテ送附致シタシ」とあり、さらにそれに添えて竹島は「各局ヘモ更ニ参考

上送付サレタシ」としている。

、 『『 』 』（ ） 、祝については 先に 台湾統計協会雑誌 総目次 解題 でも触れたがDPS No. 89
氏は前任地であった沖縄県で税務関係の職にあり、沖縄県の「旧慣租税制度」を纏めた経

。 、 「 」 、歴がある また 台湾の 人口動態調査 をセンサス実施と併せて開始するに当たって6）

この調査はセンサスと異なり時系列調査を必要とすることからその予算措置について後藤

民政長官が考慮し祝に諮問したことがある。その際、祝は「人口静態調査ノ後ニ人口動態

調査ヲ為スハ恰モ土地調査ノ後ニ於テ、異動地調査ヲ為スト同一ニシテ、此ノ二者相待テ

）夫々ノ用ヲ為スハ必然ナリ」と答えている。7

報告例は明治 年の改正後、明治 年には内地の農商務統計の「工場統計調査」に合36 42
せて「工場票」を改正したり、種族表章に「朝鮮人」欄を追加したり、官制の変動に伴う

。 「 」改正以外に統計内容の充実を図っていく 大正 年にはその前年施行された 軍需調査令9
の一部台湾適用等により工場関係の調査事項が増加したことにより報告例の全面改正を実

施し、さらに昭和 年には「資源調査令」の台湾施行により「工場票」は報告例から削除6
され、別個の統計として処理される （内地延長主義の時期に当たる ）この昭和 年の報。 。 6
告例は内地戦時経済法令に連動する形で改正を重ね、数次の改正の後は削除につぐ削除を

受けながら終戦時まで継続する （内外地一体化の時期に当たる ）。 。

報告例はセンサスと異なり行政・業務統計であるため、内地のそして現地台湾の総督府

の政治的情勢に大きく左右され、拡大縮小を受け、報告内容も改変を繰り返すが、領台初

6



期より終戦時まで一貫して、植民地統計の中心として一本できている。これを補完する各

局課編纂刊行の統計書は官営の鉄道・逓信、基幹産業の糖業・茶業や農業等「其の詳細を

知らむと欲せば 各主管の統計書類に就きて見るを要す として 台湾人口動態統計 台、 」 『 』『

湾糖業統計 『台湾商工統計 『台湾農業年報 『交通局鉄道年報 『台湾貿易年表』等々』 』 』 』

）を挙げる。8

《報告例報告種別の変遷》

年 次

明治 年 明治 年 明治 年 大正 年 昭和 年31 36 42 9 6
種 別

即 報 ○ ○ ○ ○ ○

日 報 ○ ○ ○ ○ ○

（即日報）

週 報 ○

旬 報 ○ ○

月 報 ○ ○ ○ ○ ○

季 報 ○ ○ ○ ○ ○

（期 報）

半年報 ○ ○ ○ ○ ○

年 報 ○ ○ ○ ○ ○

臨時報 ○ ○ ○ ○ ○

報告例目（様式）は資料 に添付の様式目次対照表にみるごとく明治 年から「記述2. 42
ノ部 「統計ノ部 （のち大正 年の改正で「記表ノ部」と改称）に別れ、その各々が上記」 」 9
の種別毎に期日を定めて報告する規定になっている。

年を下るごとに「表」の部分が多くなり、その内でも年報が重要度を増し、量も圧倒的

31 175 42 159 9 211 6となる （明治 年＝ 表、 年＝統計ノ部 表、大正 年記表ノ部 表、昭和。

年＝同 表、昭和 年＝実 表）453 19 206

7



《報告例中「工場」関係様式と「督府統計書」工場表の変遷》

Ⅰ期（明治 年 月（第 号 ）31 11 313 ）

第 表「諸工場」→明治 年統計書 第 「諸工場」156 31 114
工場名・所在地・創立又ハ開業年月・製造品目・組織・資本金・職工（内地人・本

島人）

Ⅱ期（ 明治 年 月（第 号 ）36 11 208 ）

第 表「諸工場」→明治 年統計書 第 「諸工場」168 37 205
工場名・ 持主 ・所在地・創立年月・資本金・作品種別・製造品目・技師員数・職〔 〕

工員数（内地人・本島人 〔原動力・機関名称及数・公称馬力〕）

Ⅲ期（明治 年 月（第 号 ）42 12 208 ）

第 表「工場票」→明治 年統計書「諸工場」を削り「工場ノ一（種類別 、二（資137 43 ）

本金及職員 、三（職工 」） ）

様式は内地に同様。職工賃銭を新たに加え、従業者区分に「外国人」追加。

「直接作業ニ従事スル者平均一日十人以上又ハ資本金千円以上ヲ有スル総テノ工場及

家内工業ニ就キ調査」

＊これ以前の調査には規模等について特に明示された規定はない。

Ⅳ期（大正 年 月（第 号 ）9 12 315 ）

第 表 工場票 →大正 年統計書 ～ 工場ノ一 原動力ノ種類別 二 職113 9 371 373「 」 「 （ ）、 （

工及労働人夫 、三（職工賃銭、原料消費高及製造高））

資本金を削り、職工年齢区分・職工一日就業時間を加える。

「原動力ヲ使用スルモノ又は直接作業ニ従事スル者（工場主ヲ除ク）平均一日ノ使用数

五人以上ノ総テノ工場及家内工業ニ就キ調査」

Ⅴ期（昭和 年 月（第 号 ）6 4 27 ）

「工場票」削除。→昭和 年統計書「工業」 に「工産総額」はあり。6 271
＊昭和 年統計書「工業」 に職工数（大分類） 表あり17 279 1

注 ）松田『データの理論』 頁。1 96
）山本『はかる』 頁。2 19
）石橋享「余ノ従事シタル臨時台湾戸口調査 （ 台湾統計協会雑誌 第 号』 頁3 69 36」『

～）

『台湾総督府公文類纂 十五年保存 明治 年 追加 第 巻』所収「国勢調査並4 37 13）

統計事務視察復命書 。なお、この復命書の本文は後、水科が『台湾統計協会雑誌」

第 号』 頁～に掲載の「十年前ト八年前」に全文再録している。93 146
『台湾統計協会雑誌 「雑報」欄参照。5） 』

）この情報は平良勝保氏のご教示による。記して謝意にかえる。6
）水科七三郎「後藤伯ト台湾ノ人口動態統計 （ 統計学雑誌 第 号』 頁～）7 516 226」『

『台湾総督府統計書 第 昭和 年 「凡例 。8 35 6） 』 」

むすびに4.

8



資料 台湾行政組織・統計調査制度の変遷1.

年 月 日 管轄中央官庁 総督府 台湾統計法規・編纂物

明 日清講和条約締結28.4.17

（ ）1895

台湾総督府仮条例5.21

内閣に台湾事務局設置（勅令第 号）6.14 74

（ 始政式 中部・南部の軍事行動は継続）6.17 /

台湾病院創設（明 台北医院と改称）6. 30.5

軍制施行7.18

各部課事務報告要項8.26

民政局「産業調査報告要項」庁・支庁等に通知9.14

（糖業・茶業・度量衡・原住民・樟脳等）

台湾総督府民政事務報告（第 号 〕台湾事務局宛報告9.23 1 ）

戸口調査仮規程9.25

明 総督武器押収と併せて戸口調査を訓令〔明 ～ 各県・支庁29.2.21 28.9 29.2

「事務報告」に戸籍・戸口調査報告〕

拓殖務省設置 台湾事務局廃止（勅令第 号）3.31 / 87

3.31 88 / /台湾総督府条例（勅令第 号 〔軍制廃止 武官総督〕）

各官制制定ー地方官官制（勅令第 号）91

台湾ニ於ケル郵便及電信ニ関スル事務は逓信大臣ノ監督ニ属セシム（勅令第 号 ）3. 86 ）

通信施設民政移管（郵便条例・電信条例適用）4.1

直轄国語伝習所規則（府令第 号）6.22 15

地方行政事務及管内概況報告手続（訓令第 号）6.25 49

警察報告例（訓令第 号）8.1 81

台湾住民戸籍調査規則（訓令第 号）8.1 85

〔憲兵、警察官による戸口調査〕

台湾鉱業規則（律令第 号）9.7 6

熟蕃人蕃地ニ関スル調査報告要項（殖産部長通知）11.26

統計事務取扱規程（民訓第 号）12.12 69

明 台湾住民分限取扱手続（通達）30.3.19

台湾住民戸籍取扱手続（通達）3.31

台湾銀行法（法第38号）4.1

4.6 1 28『台湾総督府民政事務成蹟提要 第 編 （明治』

年）刊行

『台湾外国貿易年表 明治 年』刊行（大蔵省編）5.5 29

9



撫墾署事務及其管内情況報告手続（訓令第 号）6.29 79

台湾総督府国語学校官制（勅令第 号）7.21 242

各月民政事務報告内閣へ報告の件 月限り廃止8. 8

拓殖務省廃止 内閣に台湾事務局設置（勅令第 号）9.2 / 295

台湾総督府官制改正（勅令第 号） 民政局・財務局設置10.21 362 /

明 台湾事務局を内務省（外局）へ移管（勅令第 号）31.2.9 24

（ 月 日 官房台湾課（勅令第 号 ）10 22 259 ）

児玉総督、後藤民政長官着任3.28

官制改正（勅令第 号）6.18 180

（ 県 庁制 弁務署・民政部設置）3 3 /

台湾土地調査規則（律令第 号）7.17 14

台湾総督府法院条例（律令第 号）7.19 16

台湾公学校令（勅令第 号）7.27 178

蕃地蕃人ニ関スル事務及其情況報告手続8.13

（訓令第 号）224

内閣に統計局設置10.22

台湾総督府報告例制定（訓令第 号）11.26 313

明 統計材料調製竝提出手続（訓令第 号）32.3.7 39

台湾総督府医学校官制（勅令第 号）3.31 95

明 台湾食塩専売規則（律令第 号）32.4.26 7

塩務局報告例（訓令第 号）5.19 150

『第 総督府統計書 （明治 年）刊行5.10 1 30』

＊報告例適用は 年分から31

樟脳及樟脳油専売規則（律令第 号）6.22 15

台湾銀行営業開始9.26

鉄道部官制（勅令第 号）11.7 426

明 台湾総督府報告例改正（訓令第 号）33.2.7 15

注 ）5. 508台湾内務報告例制定（内務省訓令第 号） 1

台湾製糖 創立総会12.10 KK

『台湾総督府鉄道部第 年報 （明治 年度）刊行12.25 1 32』

明 専売局官制（勅令第 号）34.5.24 116

（樟脳、塩務両局と製薬所を統合）

臨時台湾旧慣調査会規則（勅令第 号）10.25 196

総督府および地方官制改正（勅令第 号）11.11 201

（民政部内 部局設置 庁）5 /20

統計事務規程（訓令第 号）11. 396
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専売局報告例（訓令第 号）12. 23

明 臨時台湾糖務局官制（局長新渡戸稲造 明治 廃止）35.6.18 / 44.10.14

東京統計講習会へ吏員派遣7.

明 戸口調査規程（訓令第 号）36.5.20 104

『臨時台湾糖務局年報 第 』刊行5. 1

水科七三郎統計事務及臨時台湾戸口調査事務取扱8.5

のため総督府技師に任命

第 回台湾統計講習会開催9.19 1

台湾統計協会発会式11.14

台湾総督府報告例改正（訓令第 号）11.25 208

水科七三郎島内統計業務視察のため出張（～ ）12.4 1.31

税関報告例（訓令第 号）12.23 338

明 蕃地台帳様式（訓令第 号）37.3 73

蕃地事務報告手続（訓令第 号）5. 160

地方官会議に文書課統計事項に関する注意・諮問事6.15

項提出

『学事年報 第 （明治 年度）刊行8. 1 35』

小票式による犯罪票様式（訓令第 号）12. 310

明 煙草専売規則38.3.3

臨時台湾戸口調査規則（府令第 号）6.8 39

人口動態報告規程（訓令第 号）9.19 202

臨時台湾戸口調査施行（第 次台湾国勢調査）10.1 1

戸口規則（府令第 号）12.26 93

戸口調査規程（訓令第 号）12.26 255

明 税関報告例（訓令第 号）39.6 138

台湾内務報告例改正（内務省訓令第 号）6.28 502

『専売局事業第 年報 （明治 年度）刊行8. 1 34』

大日本製糖へ斗六庁に原料糖工場設立許可12.28

明治製糖創立12.29

明 電信電話事務報告規程（訓令第 号）40.1 12

7.10 38 /『台湾人口動態統計 原表之部 明治 年』

『犯罪統計 第 （明治 年）刊行1 38』

明 臨時戸口調査部廃止 官房に統計課新設（課長に水科七三郎就任）41.7 /

11



（ ）12.26 214刑事犯罪人票の制定 訓令第 号

明 総督府官制・地方官制改正（ 庁制 （勅令第 号）42.10.25 12 270）

通信報告規程 訓令第 号）11.14 ( 186

台湾総督府報告例改正（訓令第 号）12.14 208

明 児童生徒身体検査規程（府令第 号）43.4.19 29-33

内閣に拓殖局設置（勅令第 号）6.22 279

蕃地台帳（訓令第 号）8. 167

総督府官制改正（勅令第 号）10.16 260

明 『第 統計書 明治 年』刊行45.3.31 14 43

（表タテ書き→ヨコ書き・アラビア数字に）

税関報告例制定（訓令第 号）11. 58

大 拓殖局廃止 内務省地方局に拓殖課設置（勅令第 号）2.6.13 / 142

大 行政区域ニ在住スル生蕃人ニ戸口規則適用3.3.23

（民警第 号依命通達）271

蕃人公学校規則（府令第 号）4.18 30

第 次世界大戦に参加8.23 1

大 西來庵事件起る4.8.2

第 次臨時台湾戸口調査施行10.1 2

大 蕃地居住内地人、本島人、支那人、朝鮮人に戸口規則を適用5.3.8

（民警第 号依命通達）357

人口動態報告規程蕃地に施行（官統第 号）3.16 13

大 学校身体検査詳細統計（訓令第 号 （単名票形式6.4. 5 ）

毎 年実施）5

内閣拓殖局設置（勅令第 号）7.31 73

大 軍需工業動員法（法第 号）7.4.17 38

統計課を調査課に改む（南支・南洋調査も職掌）6.6

軍需工業動員法ヲ朝鮮・台湾・樺太ニ施行10.2

スルノ件（勅令第 号）368

大 台湾教育令（勅令第 号）8.1.4 1

台湾総督府報告例改刷（現行）3.10
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台湾電力会社令（ 設立）4.25 7.31

文官総督制（勅令第 号）8.19 393

政務報告例制定（拓秘第 号）11.28 1625

注 ）（台湾・朝鮮・関東州・樺太に施行） 2

軍需調査令（勅令第 号）条項の一部台湾に適用12.16 495

大 農業基本調査会開催9.6.2-6

～ 農業基本調査開始7.

地方制度改正ー市、街庄制 州 庁に整理7.27 / 5 2

（勅令第 号）218

『台湾工場通覧 大正 年末調』刊行7.15 7

台湾国勢調査施行（第 次臨時台湾戸口調査）10.1 3

『農業基本調査』刊行始まる（昭和 年度まで全10. 17

冊刊行）45

台湾総督府報告例改正（訓令第 号）12.24 315

台湾統計協会解散（大 水科七三郎督府統計嘱12.25 7.3.31

託を退職）

大 生徒児童身体検査規則制定（府令第 号）10.3.18 35

『台湾農業年報 大正 年』刊行3. 8

各学校官制および改正（勅令第 号～第 号）4.23 126 139

大 台湾教育令（勅令第 号）11.2.4 20

『台湾商工統計 （大正 年）刊行3.29 10』

〔大正 年改正報告例に基く調査〕9

酒専売制度施行7.1

拓殖局を廃止、拓殖事務局を置く（勅令第 号）11.1 476

理蕃事務報告手続（訓令第 号）12.29 224

大 労働統計実地調査令（勅令第 号）12.5.23 266

台湾茶検査所規則（府令第 号） 茶検査所設置6.3 50 /

大 台湾総督府統計事務規程（訓令第 号）13.1.24 10

『茶検査所第 年報 大正 年』刊行5.28 1 12

拓殖事務局廃止 拓殖局（内局）設置（勅令第 号）12.20 / 307

官制改正（交通局新設他）12.25

大 膨湖庁新設15.6.21

米穀検査規則改正（府直轄に）7.1

官制改正（文教局新設他）10.12

13



徴発物件調査全島に実施

昭 『台湾米穀要覧 昭和 年版』刊行2.3. 2

昭 台北帝国大学設立3..3.17

昭 拓務省設置（台湾は管理局 産業関係は殖産局管轄）4.6.10 /

資源調査法（法第 号）ヲ朝鮮、台湾、樺太ニ施行スルノ件11.20 53

（勅令第 号）327

台湾資源調査令（府令第 号）12.1 69

昭 第 回国勢調査（大調査年）5.10.1 3

霧社事件起る10.27

昭 台湾総督府統計事務規程中改正6.2.24

『 』（ ）2.25 4資源調査令ニ基ク工場関係資料集 昭和 年末調

刊行〔台湾資源調査令に基く第 回の調査結果〕1

台湾総督府報告例改正（訓令第 号）4.17 27

昭 戸籍ニ関スル件（府令第 号）8.1.20 8

台湾総督府報告例改正（訓令第 号）9.10 64

昭 地方制度改正（州・市・街庄制 （律令第 号）10.4.1 1-3）

昭 台湾拓殖株式会社法（ 業務開始）11.6.3 11.5-

台湾商工会議所令（律令第 号）10.27 4

昭 軍需工業動員法（法第 号）台湾にも施行（閣議決定）12.9.2 88

家計調査施行（～昭和 ）11.1 13.10.31

臨時労働統計実地調査令（勅令第 号）12.27 744

昭 臨時労働統計実地調査施行 月 日現在調査）13.2.10 (2 10

労働事情調査（官訓第 号通達 〔臨時労働統計実2.16 25 ）

地調査に倣う〕

国家総動員法（法第 号）3.31 55

国家総動員法を朝鮮・台湾・樺太ニ施行スルノ件（勅令第 号）5.3 316

台湾農会発足9.1

重要産業調整委員会開催9.
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台湾物価委員会規則（府令第 号）12.29 145

昭 臨時国勢調査施行令（勅令第 号）14.4.17 209

臨時台湾国勢調査実施8.1

価格等統制令・賃金臨時措置令（勅令第 、 号）10.18 703 705

価格等統制令施行規則・賃金臨時措置令10.27

施行規則（府令第 、 号）ー物価・賃銀の凍結121 123

労務動態調査規則（厚生省令第 号）11.28 38

昭 生活必需物資価格調査（商工会議所委託）15.4

（ ）（ ）6.15 83 6労務動態調査規則 府令第 号 月末現在調査

台湾国勢調査施行（第 次 〔報告書は戦後台湾省政10.1 7 ）

府により刊行〕

従業者移動防止令施行規則（府令第 号）12.3 176

昭 台湾教育令改正（国民学校令適用）16.3.26

労働技術統計調査令（勅令第 号 （外地適用）4.2 380 ）

重要物資現在高調査規則（府令第 号）6.6 116

賃銀統制令施行規則（府令第 号）6.30 119

7.26 141労働技術統計調査施行規則 同施行心得 府令第、 （

号、訓令 第 号）92

第 回労働技術統計実地調査施行8.10 1

労務動態調査規則改正（ 月末現在調査）8.26 8

第 回労務動態調査9. 2

太平洋戦争起る12.8

昭 台湾総督府報告例改正（訓令第 号17.6.5 72

昭 初等教育に義務教育制施行18..3.9

第 次労働技術統計調査（報告書は昭和 刊行）6.10 3 19.4

昭 昭和 年人口調査〔 月末現在 （勅令第 号）19.1.10 19 2 27〕

『第 統計書 （昭和 年）刊行（最終版）3.10 46 17』
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昭和 年人口調査実施7.15 19

台湾総督府報告例改正（訓令第 号）10.13 182

昭 太平洋戦争終了20.8.15

台湾省行政長官公署設立10.25

昭 台湾総督府廃止21.5.31

注 「台湾内務報告例」の原本は明治 年の改正版のみ判明している。明治 年〔第 次〕の分は1 39 33 1）

『公文類纂』中に綴られてはいるが、閲読不能で改正版との照合は出来なかった。

注 「政務報告例」については『公文類纂』中の総理大臣原敬より台湾総督田健次郎宛の手書き文書2）

しか現在のところ判明していない。この訓令は朝鮮・台湾総督、関東・樺太庁長官宛で、内容は

「台湾内務報告例」の簡略版であるが、同報告例との関係は不明 （ 台湾内務報告例」について。「

は明治 年拓殖局設置の際改正につき総督府と審議されたが、中央官庁の改変で未了となってい43

る）

参考文献・資料

Ⅰ 『台湾総督府 府報 （国家図書館台湾分館所蔵）） 』

『台湾総督府 公文類纂 （国史館台湾文献館所蔵）』

『台湾総督府法規提要 『台湾法令輯覧』 明治 版～昭和 版（昭和 年版以降』 29 17 3
加除式）

『台湾総督府民政事務成（蹟）績提要』復刻版 台北 成文出版社 民国 冊74.3 95
（中国方志叢書 台湾地区 ）192

『台湾総督府警察沿革誌』復刻版 緑蔭書房 全 冊（原本は 冊本）1986.9 5 4
『理蕃誌稿』復刻版 青史社 ～ 冊（南方資料叢書 ）1989.1 .4 4 10
『台湾統計協会雑誌』各号の「雑報」欄記事

『内閣制度九十年資料集付録 内閣及び総理府並びに各省庁機構一覧』内閣官房

51.3昭和

Ⅱ 『日本統治下五十年の台湾（ 外地法制誌」第三部の三 』外務省条約局法規課） 「 ）

39.5昭和

『日本帝国領有期台湾関係統計資料目録』一橋大学経済研究所日本経済統計文献セン

1985.5ター

4.7 5.11『年表・台湾の記録 明治時代上・下』田野口慎四郎 平成 ・平成

「 旧外地」行政文書についての調査報告 （ 記録と史料』第 号）髙橋益代 全国「 」『 7
1996.10歴史資料保存利用機関連絡協議会
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資料2.　　 「台湾総督府報告例」の変遷」（「台湾総督府報」による）
「報告例」印刷版は昭和6年7月1日（台本）から加除式となり、改正の都度
改正部分のみ「追録」として刊行、本体は加除さる
通番号のⅠ～Ⅴは法令の全面改正の区分

　通番号　　　　　年　　月　　　日 　訓令番号　 　典　拠
　　Ⅰ-1 明治31年11月26日 第313号別冊 档

　　　32年　1月28日 第　11号
　　 　　　32年　3月29日 第　85号 档

　　　32年　8月　4日 第202号 　　　　　
　　　33年　2月　7日 第　15号別冊 明治31年訓令第313号改定 档
　　　33年　2月16日 第　30号 档
　　　33年12月25日 第336号 档
　　　34年　1月29日 第　11号 档
　　　34年　3月30日 第　79号 档
　　　34年　5月10日 第146号 档
　　　34年　7月　4日 第226号 档
　　　34年10月18日 第330号 档
　　　34年11月27日 第396号 「台湾総督府統計事務規程」 档
　　　34年12月25日 第440号 档
　　　35年　1月17日 第　　8号 档
　　　35年　2月20日 第　41号
　　　35年　6月　7日 第171号 档
　　　35年11月29日 第287号 档
　　　35年12月17日 第305号 档
　　　36年　6月23日 第122号 档

　　Ⅱ-1 　　　36年11月25日 第208号別冊 明治33年訓令第15号別冊改正 档
　　　37年　3月15日 第　86号 档
　　　37年　4月28日 第150号 档
　　　37年　5月19日 第162号 档
　　　37年　6月28日 第185号 档
　　　37年　8月　3日 第218号 档
　　　37年11月　7日 第273号 档・雑誌
　　　37年12月　1日 第292号 档
　　　37年12月27日 第308号 档
　　　37年12月27日 第309号 档
　　　37年12月27日 第310号 档
　　　38年　1月17日 第　　3号 档
明治38年1月20日現行
　　　38年　2月　1日 第　10号
　　　38年　2月　7日 第　20号
　　　38年　2月21日 第　26号 档
　　　38年　3月29日 第　57号 档
　　　38年　4月　5日 第　69号 档
　　　38年　5月　6日 第105号 档
　　　38年　6月28日 第152号 档
　　　38年　7月18日 第176号
　　　38年　9月20日 第204号 档
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　　　38年　9月20日 第205号 档
　　　38年11月28日 第232号 档
　　　38年12月28日 第261号 档
　　　39年　2月　1日 第　20号 档
　　　39年　4月17日 第　83号 档
　　　39年　5月17日 第105号 档
　　　39年　8月30日 第164号 档
　　　39年10月13日 第192号 档
　　　39年12月29日 第231号 档
　　　40年　2月22日 第　23号 档
　　　40年　3月16日 第　32号 档
　　　40年　3月30日 第　50号 档
　　　40年　5月17日 第  85号 档
　　　40年　5月30日 第103号 档
明治40年　7月10日 第124号 档
　　　40年　7月18日 第132号 档
　　　40年　8月　9日 第151号 档
　　　40年　9月　7日 第163号 档
　　　40年　9月10日 第166号 档
　　　40年11月12日 第206号 档
　　　40年11月26日 第217号 档
　　　41年　5月20日 第  79号
　　　41年　8月20日 第141号
　　　41年10月30日 第182号
　　　41年10月31日 第183号 档・雑誌
　　　41年12月25日 第214号 档・雑誌
　　　41年12月29日 第218号 新刑法施行による 　　雑誌
　　　42年　1月15日 第　  1号 档
明治42年1月15日現行（改刷） 　　雑誌
　　　42年　4月23日 第　60号 「年報」に高等女学校追加 档・雑誌
　　　42年　8月　5日 第118号 「行政事務及管内概況報告」半年報 档・雑誌

　→年報
　　　42年10月20日 第148号 　　雑誌
　　　42年11月10日 第180号 档・雑誌
　　　42年11月14日 第185号 档・雑誌

　　Ⅲ-1 　　　42年12月14日 第208号別冊（明治36年11月訓令第208号別冊改正 档・雑誌
　「諸工場」→「工場票」（表式調査→個票形式）

　　　43年　2月　1日 第　10号 档・雑誌
　　　43年　2月24日 第　22号 档・雑誌
　　　43年　4月23日 第　78号 档・雑誌
　　　43年　6月25日 第132号 档
　　　43年11月22日 第227号 档
　　　43年12月28日 第257号 档
　　　43年12月29日 第262号
　　　44年　2月18日 第　21号 档
　　　44年　6月　1日 第105号 档
　　　44年　7月28日 第140号 　　雑誌
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　　　44年10月25日 第208号 档
　　　44年12月13日 第241号 档
　　　44年12月28日 第254号 档
　　　45年　3月16日 第　49号 档・雑誌
　　　45年　3月30日 第　63号 档・雑誌
大正　1年10月25日 第　47号 档・雑誌
　　　　1年11月26日 第　74号 档・雑誌
　　　　1年12月　7日 第　82号 種族別表表方に朝鮮人を加える 档・雑誌
　　　　1年12月11日 第　87号 档・雑誌
　　　　1年12月15日 第　94号 档・雑誌
　　　　1年12月17日 第　95号 档・雑誌
　　　　1年12月19日 第　98号 　　雑誌
　　　　1年12月28日 第110号 　大正1年12月より2年1月にかけて 档
　　　　2年　1月14日 第　　2号 　統計事務簡捷による改廃 档
　　　　2年　1月21日 第　12号 档
　　　　2年　1月25日 第　18号 档
　　　　2年　1月31日 第　23号 档
　　　　2年　2月22日 第　31号 档
大正2年2月25日現行
　　　　2年　4月　9日 通達 「庁統計書編纂ニ関スル件」 　　雑誌
　　　　2年　6月13日 第128号 档
　　　　2年　6月22日 第142号 档
　　　　2年　7月　3日 第151号 档
　　　　2年　7月19日 第168号 档
　　　　2年12月　2日 第254号 档
　　　　3年　2月27日 第　12号 档
大正　3年　3月　4日 第　16号 档
　　　　3年　3月24日 第　31号 档
　　　　3年　4月　9日 第　53号 档
　　　　3年　6月27日 第109号 档
　　　　3年　7月　5日 第116号 档
　　　　3年12月26日 第198号
　　　　4年　3月　9日 第　24号 档
　　　　4年　9月15日 第128号 档
　　　　4年12月22日 第168号 档
　　　　5年　1月19日 第　　4号 档
　　　　5年　3月26日 第　27号 档
　　　　5年　9月17日 第　98号 档・雑誌
　　　　5年12月　2日 第115号 档・雑誌
　　　　6年　3月　9日 第　24号 档
大正6年3月10日現行（明治42年12月訓令第208号別冊） 档
　　　　6年　4月20日 第　52号 档・雑誌
　　　　6年　6月28日 第　87号 档・雑誌
　　　　6年　7月22日 第105号 档・雑誌
　　　　6年　9月　5日 第121号 档・雑誌
　　　　6年11月21日 第147号
　　　　6年12月30日 第176号 档
　　　　7年　3月30日 　　雑誌
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　　　　7年　6月12日 第　99号 　　雑誌
　　　　7年　6月27日 第107号 　　雑誌
　　　　7年　8月　1日 第128号 　　雑誌
　　　　7年　9月29日 第154号 　　雑誌
　　　　7年10月　5日 第160号 　　雑誌
　　　　7年11月　2日 第176号 　　雑誌
　　　　7年12月15日 第197号 　　雑誌
　　　　7年12月28日 第208号 　　雑誌
　　　　7年12月31日 第212号 　　雑誌
大正8年3月1日現行（明治42年12月訓令第208号別冊）（改刷） 　　雑誌
　　　　8年　4月11日 第　41号 档
　　　　8年　5月31日 第　84号 档・雑誌
　　　　8年　8月　3日 第140号 档・雑誌
　　　　8年　9月27日 第180号 档
　　　　9年　1月25日 第　　6号 档
　　　　9年　3月105日 第　20号 档
　　　　9年10月　8日 第239号 档
　　　　9年12月18日 第305号 档

　　Ⅳ-1 　　　　9年12月24日 第315号（明治42年12月訓令第315号別冊改正） 档
　　　10年　4月25日 第　70号 档
　　　10年　7月　5日 第126号 档
　　　10年　8月　7日 第143号 档
　　　10年11月13日 第197号 档
　　　11年　4月　1日 第　52号
　　　11年　4月23日 第　84号 档
　　　11年　5月16日 第102号 档
　　　11年　6月13日 第113号 档
　　　11年　9月19日 第170号 档
　　　11年10月12日 第183号 档
　　　11年11月　9日 第203号 档
　　　11年12月29日 第225号 档
　　　12年　1月28日 第　15号 档
　　　12年　2月　4日 第　26号 档
　　　12年　3月　3日 第　35号 档
　　　12年　7月23日 第103号 档
　　　12年　8月29日 第110号 档
大正13年　3月25日　　第　28号
　　　13年　4月17日 第　43号
　　　13年　4月24日 第　47号
　　　13年10月　5日 第　93号
　　　13年10月12日 第　95号
　　　14年　6月　4日 第　52号
　　　14年12月21日 第116号
　　　15年　5月30日 第　47号

第　80号
昭和　2年　4月　9日 第　21号 档
　　　　2年12月19日 第　76号 档
　　　　2年12月19日 第　77号 档
　　　　3年　1月21日 第　　3号 档
　　　　3年　2月16日 第　14号 档
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　　　　3年　4月29日 第　36号 档
　　　　3年　8月　1日 第　47号 档
　　　　3年　8月21日 第　56号 档
　　　　3年　8月28日 第　58号 档
　　　　3年12月　1日 第　85号 档
　　　　3年12月12日 第　88号 档
　　　　3年12月24日 第　91号 档
　　　　3年12月25日 第　93号 档
　　　　4年　2月22日 第　　4号 档
　　　　4年　3月20日 第　11号 档
　　　　4年　8月20日 第　54号 「工場票」・「会社票」改正 档
　　　　4年11月17日 第　75号 档
　　　　5年　2月　7日 第　10号 档
　　　　5年　5月17日 第　34号 档
　　　　5年　6月　9日 第　40号 档
　　　　5年12月15日 第　90号 档
　　　　6年　2月15日 第　　6号 档
　　　　6年　2月24日 第　　9号 「統計事務規程」中改正 档

　　Ⅴ-1 　　　　6年　4月16日 第　27号（大正9年12月訓令第315号別冊改正） 档
「工場票」削除

　　　　6年12月29日 第　67号 档
　　　　7年　2月24日 第　10号 档
　　　　7年　6月23日 第　50号 档
　　　　7年　8月13日 第　56号 戸口表改正 档
　　　　7年　9月10日 第　64号 档
　　　　7年10月12日 第　73号 档
　　　　7年12月12日 依命通達 満洲国取扱ニ関スル件 档

第　85号 档
　　　　8年　9月10日 第　64号 档
　　　　8年12月　7日 第　75号 人口実査表改正 档
　　　　8年12月28日 第　82号 档
　　　　9年　5月26日 第　29号
　　　　9年　9月17日 第　53号
　　　　9年12月22日 第　80号
　　　　9年12月28日 第　82号
　　　10年　2月10日 第　　4号
　　　10年　4月24日 第　21号
　　　10年11月　6日 第　67号
　　　10年12月25日 第　79号
　　　10年12月28日 第　83号
　　　11年　3月29日 第　16号
　　　11年　9月12日 第　46号
　　　11年12月　8日 第　61号
　　　11年12月25日 第　66号
　　　11年12月26日 第　67号
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　　　12年　2月25日 第　12号
　　　12年　6月　2日 第　37号
　　　12年　9月19日 第　67号
　　　12年10月30日 第　96号
　　　13年　1月18日 第　　2号
　　　13年　4月　8日 第　28号
　　　13年　8月25日 第　65号
　　　13年12月24日 第　92号
　　　14年　3月25日 第　12号
　　　14年　7月　9日 第　62号
　　　14年10月28日 第　83号
　　　14年11月30日 第　91号
　　　14年12月　7日 第　94号
　　　15年　2月11日 第　29号
　　　15年　6月　9日 第　71号
　　　16年　2月　7日 第　13号
　　　16年　5月21日 第　62号
　　　16年　7月26日 第　93号
　　　17年　6月　5日 第　72号
　　　17年11月22日 第147号
　　　18年　2月19日 第　11号 档
　　　18年　4月21日 第　89号 档
　　　18年　5月　1日 第　99号 档
　　　18年　6月29日 第132号 档
　　　18年　8月21日 第159号 档
　　　18年10月　8日 第182号 档
　　　18年11月　9日 第197号 档
　　　18年11月12日 「総督府報告例整備ニ関スル件」 档
　　　18年12月　9日 第254号
　　　18年12月25日 第266号
　　　19年　5月10日 第　95号
　　　19年　5月10日 第　96号
　　　19年　6月　7日 第114号
　　　19年10月13日 第182号

注）典拠は「府報」以外に法令の収録・記載ある資料を掲載。

　　　档＝公文類纂（档案）、雑＝台湾統計協会雑誌

　法令改正の検索：　

　　　　　1）「台湾総督府報」　各改正の細別は昭和年代に入ると表番号のみとなり表名・表様式等は省略
　　　　　2)ー1「公文類纂（档案）」は改正理由・経過等の文書を含むが、一部閲読不能の文書・箇所あり

　　また検索目録不備で典拠に記入したものは確認済みのみ
　　　　　2）－2「台湾総督府民政事務成績提要」　本文記述内容に精粗あり（大正4年以降当該年の「法

　　令目次」添付あり）
　　　　　2）－3「台湾統計協会雑誌」　総括・個別改正の報告記事は号により精粗あり

（了）
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台湾総督府報告例　（明治31年11月26日訓令第313号別冊）　

「報告例目」　「年報」

第1表 県庁位置（県・庁）
第2表 各官衙所在地名及距離（県・庁）
第3表 測候所名称及位置（測候所）
第4表 航路標識画標位置等（民政部）
第5表 航路標識灯標位置等（民政部）
第6表 航路標識警号位置等（民政部）
第7表 警察吏員配置（県・庁）
第8表 憲兵官署配置官吏（県・庁・憲兵隊）
第9表 年末職員及俸給調（官房・民政部・法院・県・庁・所属民政各官

庁）
第10表 年末職員明細表（官房・民政部・法院・県・庁・所属民政各官庁）
第11表 面積及広袤（県・庁）
第12表 島嶼名称位置周囲及面積（県・庁）
第13表 保里街庄社別本籍及寄留人口（県・庁）
第14表 保里街庄社別現住戸口（県・庁）
第15表 五千人以上居住セル地及著名ナル市街又ハ港口ノ現住戸口

（県・庁）
第16表 現住人口年齢別（県・庁）
第17表 現住人口職業別（県・庁）
第18表 現住内地人本籍地方別（県・庁）
第19表 雇外国人（県・庁）
第20表 蕃社面積及現住戸口（県・庁）
第21表 熟蕃社現住戸口（県・庁）
第22表 現住人出生死亡（県・庁）
第23表 現住人結婚離婚配偶（県・庁）
第24表 現住人生産死亡届漏及棄児（県・庁）
第25表 現住人死亡者年齢別（県・庁）
第26表 現住人出入及重籍削除失踪（県・庁）
第27表 外国行旅券下附人員（県・庁）
第28表 外国行旅券返納人員（県・庁）
第29表 各弁務署警察区管内現住戸口（県・庁）
第30表 各憲兵警察区管内現住戸口（県・庁）
第31表 民事訴訟金額価額階級（法院）
第32表 検務事件受理区別（地方法院検察局）
第33表 予審事件受理区別（地方法院検察局）
第34表 予審中被告人処遇（地方法院検察局）
第35表 刑事第二審事件受理区別（覆審法院検察局）
第36表 公訴附帯私訴事件（法院）
第37表 体刑執行（検察局）
第38表 執達事務（地方法院）
第39表 憲兵隊懲罰人員（憲兵隊）
第40表 軍人軍属違警罪処分人員（憲兵隊）
第41表 警察上ニ関スル文書取扱件数（県・庁）
第42表 火災（県・庁）
第43表 遺失物等（県・庁）
第44表 変死及棄児（県・庁）
第45表 自殺者年齢及因由（県・庁）
第46表 監視人員（県・庁）
第47表 銃猟免状下附人員（県・庁）
第48表 新聞紙雑誌発売配付数（県・庁）
第49表 看守押丁賞罰及給助（県・庁）
第50表 在監人有籍者本籍地方別及無籍者年齢別（県・庁）
第51表 刑事被告人出入（県・庁）
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第52表 刑事被告人滞獄日数（県・庁）
第53表 囚人出入（県・庁）
第54表 新受刑囚人ノ罪名及刑名別（県・庁）
第55表 新受刑囚人ノ犯数及年齢等ノ関係（県・庁）
第56表 別房留置人出入（県・庁）
第57表 懲治人出入（県・庁）
第58表 囚人賞誉（県・庁）
第59表 新入懲治人入場ノ因由及懲治期限（県・庁）
第60表 新入懲治人入場度数及年齢等ノ関係（県・庁）
第61表 囚人懲罰度数（県・庁）
第62表 在監患者死亡者経過日数及年齢別（県・庁）
第63表 幼年囚懲治人就学（県・庁）
第64表 在監人書信接見及差入度数（県・庁）
第65表 在監人作業延人員（県・庁）
第66表 監獄費及建築修繕費（県・庁）
第67表 在監人食糧給与延人員（県・庁）
第68表 在監人作業費収支清算（県・庁）
第69表 領置金収支（県・庁）
第70表 囚人出監時遷善ノ状況及年齢等ノ関係（県・庁）
第71表 懲治人出場時遷善ノ状況（県・庁）
第72表 国語学校附属学校、国語伝習所公学校、官立小学校年末現在

職員及受持学科（県・庁・国語学校）
第73表 国語学校附属学校、国語伝習所公学校、官立小学校一年間

職員勤休（県・庁・国語学校）
第74表 国語学校生徒異動竝族籍職業等（国語学校）
第75表 第二附属学校、官立小学校生徒異動竝族籍職業等（県・庁・国

語学校）
第76表 第一第三附属学校、公学校生徒異動竝族籍職業等（県・庁・国

語学校）
第77表 国語伝習所及分教場生徒異動竝族籍職業等（庁）
第78表 国語学校生徒一日平均出席人員（国語学校）
第79表 第一第三附属学校、公学校生徒一日平均出席人員（県・庁・国

語学校）
第80表 第二附属学校、官立小学校生徒一日平均出席人員（県・国語学

校）
第81表 国語伝習所生徒一日平均出席人員（庁）
第82表 国語学校附属学校、国語伝習所公学校、官立小学校生徒患者

病類別（県・庁・国語学校）
第83表 国語学校生徒試業評点（国語学校）
第84表 第一第三附属学校、公学校生徒試業評点（県・庁・国語学校）
第85表 第二附属学校、官立小学校生徒試業評点（県・国語学校）
第86表 国語伝習所生徒試業評点（庁）
第87表 国語学校附属学校、国語伝習所公学校、官立小学校教科書用

図書（県・庁・国語学校）
第88表 国語学校附属学校、国語伝習所公学校、官立小学校図書（県・

庁・国語学校）
第89表 国語学校附属学校、国語伝習所公学校、官立小学校器械器具

標本（県・庁・国語学校）
第90表 国語学校附属学校、国語伝習所公学校、官立小学校消耗品（県

庁・国語学校）
第91表 附属学校、公学校、官立小学校授業料収入額（県・庁・国語学

校）
第92表 国語学校附属学校、国語伝習所公学校、官立小学校経費出納（

県・庁・国語学校）
第93表 国語学校附属学校、国語伝習所公学校、官立小学校資産（県・

庁・国語学校）
第94表 内地人及外国人設立私立学校（県・庁）
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第95表 本島人設立私立学校（県・庁）
第96表 内地人学齢人員（県・庁）
第97表 社寺廟宇（県・庁）
第98表 教務所説教所布教師及信徒（県・庁）
第99表 賞与施行（県・庁）
第100表 罹災者救護（県・庁）
第101表 済貧恤窮施行（県・庁）
第102表 病院医師産婆薬剤師等開廃業及現在数（県・庁）
第103表 死亡者年齢及病類別（県・庁）
第104表 阿片烟膏吸食特許者及同死亡廃烟者年齢別（県・庁）
第105表 留置電報数（郵便及電信局）
第106表 予審判事等ニ交付シタル電報数（郵便及電信局）
第107表 外国通常郵便物数（特定郵便電信局）
第108表 外国書留郵便物数（特定郵便電信局）
第109表 外国ヨリ返還セラレタル郵便物ニシテ還付済ノモノ報告（郵便及

電信局）
（31年1月　訓令第7号）

第110表 外国ヘ返還シタル郵便物数（特定郵便電信局）
（31年1月　訓令第8号）

第111表 電信線路電話線路（新築）（改築）（修築）（増築）及尋常保守工
（電信建築兼掌一等郵便電信局）

（31年6月　訓令第144号）
第112表 電信線路電話線路現在総里数（電信建築兼掌一等郵便電信局）
第113表 電信線路電話線路現用電柱数（電信建築兼掌一等郵便電信局）
第114表 電信線路電話線路県庁別現在総里数（電信建築兼掌一等郵便

電信局）
第115表 空気ノ圧力温度水蒸気ノ張力（民政部）
第116表 空気温度ノ較差風ノ速度（民政部）
第117表 風ノ方向（民政部）
第118表 雲量平均及雨雪日数（民政部）
第119表 空気ノ湿度（民政部）
第120表 雨雪量（民政部）
第121表 天気日数（民政部）
第122表 気象年報（燈台所）
第123表 燈台所消耗品（燈台所）
第124表 鉄道修築（民政部）
第125表 鉄道死傷人員（民政部）
第126表 台湾内地間定期船乗客荷物運賃（民政部）
第127表 沿岸及澎湖島定期船乗客貨物運賃（民政部）
第128表 支那形船舶（県・庁）
第129表 河川舟路（県・庁）
第130表 現在道路橋梁（県・庁）
第131表 港（湾）形状（県・庁）
第132表 出入船舶（県・庁）
第133表 蕃人交換品（県・庁）
第134表 蕃人來署人員（県・庁）
第135表 田圃面積（県・庁）
第136表 農業者戸数人員（県・庁）
第137表 普通農産物播収（県・庁）
第138表 特用農産物播収（県・庁）
第139表 作物被害面積（県・庁）
第140表 茶圃（県・庁）
第141表 製茶(県・庁）
第142表 製糖（県・庁）
第143表 製藍(県・庁）
第144表 織物（県・庁）
第145表 呉蓙莚製造（県・庁）
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第146表 陶磁土器類製造（県・庁）
第147表 家畜現存数（県・庁）
第148表 家禽現存数（県・庁）
第149表 屠畜（県・庁）
第150表 水産業者（県・庁）
第151表 水産漁獲物（県・庁）
第152表 水産製造（県・庁）
第153表 製塩(県・庁）
第154表 商賈区別（県・庁）
第155表 諸会社（県・庁）
第156表 諸工場（県・庁）
第157表 地方輸入品数量及原価（県・庁）
第158表 地方輸出品数量及原価（県・庁）
第159表 果園面積及産額（県・庁）
第160表 養魚池面積及産額（県・庁）
第161表 銀行出入金額及通貨在高（県・庁）
第162表 銀行預金（県・庁）
第163表 土地建物売買及質入届出価格別（県・庁）
第164表 台湾内地間直接輸出入品種類価額（県・庁）
第165表 質屋貸出金口数流質金利（県・庁）
第166表 経費現計額（民政部）
第167表 測候所維持費（民政部）
第168表 航路標識維持費（民政部）
第169表 庁舎其他新営工事（民政部・委任ヲ受ケタル官庁）
第170表 庁舎其他修繕工事（民政部・委任ヲ受ケタル官庁）
第171表 道路（新築）（改築）（修繕）工事（民政部・県・庁）
第172表 河川（新築）（改築）（修繕）工事（民政部・県・庁）
第173表 港湾（新築）（改築）（修繕）工事（民政部・県・庁）
第174表 潮除（新築）（改築）（修繕）工事（民政部・県・庁）
第175表 水道排水（新築）（改築）（修繕）工事（民政部・県・庁）

報告例目　「年報」　（終）
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台湾総督府報告例　（明治36年11月25日訓令第208号別冊）　　明治38年1月20日現行　

報告例目　「年報」

第1表 褒賞施行（庁）
第2表 年末職員及俸給調（官房・民政部・法院・検察局・ 庁・所属民政

各官庁）
第3表 庁位置（庁）
第4表 各官衙衙所在地名及距離（庁）
第5表 面積及広袤（庁）
第6表 島嶼名称位置周囲及面積（庁）
第7表 丈量地積（臨時台湾土地調査局）
第8表 河川舟路（庁）
第9表 庁舎其他営繕工事（民政部・法院・庁・所属民政各官庁）
第10表 道路橋梁等新築改築修繕工事（民政部・庁）
第11表 現在道路橋梁（庁）
第12表 港（湾）形状（庁）
第13表 出入船舶（庁）
第14表 土地建物売買及質入届出価格別（庁）

37年11月　訓令第273号改正
第15表 新聞紙雑誌発売配布数（庁）
第16表 本籍及寄留人口街庄社別（庁）
第17表 現住戸口街庄社別（庁）
第18表 現住戸口職業別（庁）
第19表 現住人口年齢及生年別（庁）
第20表 現住内地人本籍地方別（庁）
第21表 蕃社現住戸口（庁）
第22表 五千人以上ノ居住地又ハ著名市街地ノ現住戸口（庁）
第23表 本島在留外国人（庁）
第24表 現住人出生死亡（庁）
第25表 現住人結婚離婚及配偶（庁）
第26表 現住人出生死亡届漏重籍削除失踪及棄児（庁）
第27表 蕃人出生死亡婚姻及配偶（庁）
第28表 内地人台湾渡帰航者（庁）
第29表 内地人外国渡帰航者（庁）
第30表 本島人内地渡帰航者（庁）
第31表 本島人外国渡帰航者（庁）
第32表 外国人台湾渡帰航者（庁）
第33表 原料阿片数量及価額（専売局）
第34表 製造烟膏（専売局）
第35表 烟膏製造高月別（専売局）
第36表 烟膏送付数量及価額地方別（専売局）
第37表 烟膏送付数量及価額月別（専売局）
第38表 樟脳及樟脳油産額（専売局）
第39表 樟脳収納額（専売局）
第40表 樟脳油収納及交付高（専売局）
第41表 樟脳及樟脳油賠償金額（専売局）
第42表 樟脳売渡数量金額（専売局）
第43表 副生物売渡数量金額（専売局）
第44表 食塩収納及交付高額（専売局）
第45表 鉄道修繕工事（鉄道部）
第46表 鉄道改良及建設工事（鉄道部）
第47表 鉄道敷地線路及運搬具（鉄道部）
第48表 鉄道乗客及貨物（鉄道部）
第49表 鉄道乗客及貨物賃金（鉄道部）
第50表 鉄道死傷人員（鉄道部）
第51表 警察上死傷（庁）
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第52表 火災（庁）
第53表 警察上褒賞及恩給給助（庁）
第54表 警察上救護（庁）
第55表 監視人員異動（庁）
第56表 変死人員(庁）
第57表 銃猟免状下付人員（庁）
第58表 民有銃砲（庁）
第59表 営業銃砲及火薬（庁）
第60表 警察取締ニ係ル営業（庁）
第61表 死亡者年齢及病類別（庁）
第62表 種痘人員（庁）
第63表 黴毒検査所及検査人員（庁）
第64表 医学校教員数及生徒職業年齢竝異動（医学校）
第65表 医学校生徒試業評点（医学校）
第66表 医学校生徒患者病類別（医学校）
第67表 阿片烟膏吸食特許者及死亡廃烟者年齢別（庁）
第68表 阿片特許鑑札書換及再下付数（庁）
第69表 蕃人來署人員（庁）
第70表 蕃人恵与品（庁）
第71表 蕃人饗応品（庁）
第72表 蕃地蕃人事務ニ従事スル吏員（庁）
第73表 蕃産品交換所（庁）
第74表 蕃産品交換（庁）
第75表 蕃地出入（庁）
第76表 看守以下賞罰及給助（監獄）
第77表 出監刑事被告人滞獄日数（監獄）
第78表 新受刑囚人ノ犯数及年齢別（監獄）

37年5月　訓令第162号改正
第79表 新受刑囚人ノ貧富婚姻及親属ノ関係（監獄）

37年5月　訓令第162号改正
第80表 新受刑囚人ノ出生及教育等ノ関係（監獄）

37年5月　訓令第162号改正
第81表ノ1 新受自由刑囚人ノ罪名ト前罪トノ関係（監獄）

37年5月　訓令第162号改正
第81表ノ2 新受体刑囚人ノ罪名ト前罪トノ関係（監獄）

37年5月　訓令第162号追加
第82表 新入懲治人入場ノ因由及懲治期限等ノ関係（監獄）
第83表 幼年囚及懲治人就学（監獄）
第84表 自由刑囚人出監時ニ於ケル賞表其ノ他身上ノ関係（監獄）

37年11月　訓令第273号改正
第85表 自由刑囚人出監後再入監ニ至ル期間ト前犯刑期トノ関係（監獄）

37年5月　訓令第162号改正
第86表 在監人原籍地方別（監獄）

37年5月　訓令第162号改正
第87表 在監人懲罰度数（監獄）
第88表 在監人患者及死亡者病名別（監獄）

37年5月　訓令第162号改正
第89表 在監人患者及死亡者経過日数及年齢別（監獄）

37年5月　訓令第162号改正
第90表 在監人作業延人員及工銭（監獄）
第91表 在監人作業費収支清算（監獄）
第92表 領置金収入支出（監獄）
第93表 在監人出監時領置工銭下渡（監獄）
第94表 自由刑囚人ノ体重（監獄）

37年5月　訓令第162号改正
第95表 紳章附与人員（庁）
第96表 本島ノ旧慣ニ依ル寺廟（庁）
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第97表 教務所説教所布教師及信徒（庁）
第98表 窮民救助施行（庁）
第99表 行旅病人及行旅死亡人救護取扱（庁）
第100表 鋳造工場（庁）
第101表 鉄工場（庁）
第102表 西洋形船舶及船用機関製造修理場（庁）
第103表 民事仮差押処分（法院）
第104表 強制執行事件（地方法院）
第105表 民事再審事件（法院）
第106表 刑事再審事件（覆審法院検察局）
第107表 非常上告事件（覆審法院検察局）
第108表 民事第一審訴訟種別（地方法院）
第109表 民事第二審訴訟種別（覆審法院）
第110表 和解事件種別（地方法院）
第111表 民事訴訟金額価額階級（法院）
第112表 内地人本島人間民事訴訟種別（法院）
第113表 民事訴訟当事者別（法院）
第114表 内外交渉民事訴訟種別（法院）
第115表 民事共助事件（法院）
第116表 検務事件受理区別（地方法院検察局）
第117表 予審事件受理区別（地方法院検察局）
第118表 予審中被告人所遇（地方法院検察局）
第119表 刑事第一審事件罪質種別（地方法院検察局）
第120表 刑事第二審件数受理区別（覆審法院検察局）
第121表 刑事第二審件数罪質種別（覆審法院検察局）
第122表 刑事欠席裁判結果人員（検察局）
第123表 刑事訴訟被告人別（地方法院検察局）
第124表 刑事共助事件（法院・検察局）
第125表 重軽罪犯罪名及処断審理（検察局）
第126表 罰金科料追徴金没収金区分（検察局）
第127表 公訴附帯私訴事件（法院）
第128表 体刑執行（検察局）
第129表 執達事務（地方法院）
第130表 国語学校国語伝習所小学校公学校教員及生徒（庁・国語学校）

（師範学校ハ37年7月勅令第187号ニ依リ消滅）
第131表 国語学校国語伝習所小学校公学校生徒学年別（庁・国語学校）

（師範学校ハ37年7月勅令第187号ニ依リ消滅）
第132表 国語学校小学校公学校授業料（庁・国語学校）
第133表 内地人学齢児童（庁）
第134表 本島人就学年齢別（庁）
第135表 私立学校教員生徒及経費（庁）
第136表 幼稚園保姆幼児及経費（庁）
第137表 図書館（庁）
第138表 書房義塾（庁）
第139表 公学校経常費予算（庁）
第140表 公学校経常費決算（庁）
第141表 公学校基本財産（庁）
第142表 郵便及電信局事務概要表（郵便及電信局）
第143表 郵便小包郵便集配及逓送用車馬等（郵便及電信局）
第144表 保管電報数（郵便及電信局）
第145表 船舶（庁）
第146表 汽船明細表（庁）
第147表 船舶異動（庁）
第148表 　　削除 （37年3月　訓令第86号）
第149表 　　削除 （37年3月　訓令第86号）
第150表 香港及香港媒介小包郵便物（一・二・三等局）

37年3月　訓令第86号改正
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第151表 不能還付香港及香港媒介小包郵便物（交換局）
37年3月　訓令第86号改正

第152表 田畑面積（庁）
37年12月　訓令第308号改正

第153表 農業者戸口（庁）
第154表 普通農産物播収（庁）
第155表 特用農産物播収（庁）
第156表 茶（庁）
第157表 藍(庁）
第158表 機織（庁）
第159表 屠畜（庁）
第160表 家畜現存数（庁）
第161表 水産業戸口（庁）
第162表 水産漁獲物（庁）

37年11月　訓令第273号改正
第163表 水産製造物（庁）

37年11月　訓令第273号改正
第164表 漁船及漁具（庁）
第165表 製塩（専売局）
第166表 養魚（庁）

37年11月　訓令第273号改正
第167表 内地人水産業（庁）
第168表 諸工場（庁）
第169表 甘庶作付及見込収穫高（臨時台湾糖務局・庁）

37年12月　訓令第292号改正
第170表 甘庶収穫高（臨時台湾糖務局・庁）

37年12月　訓令第292号改正
第171表 砂糖製造所（臨時台湾糖務局・庁）

37年12月　訓令第292号改正
第172表 粗製糖産額（臨時台湾糖務局・庁）

37年12月　訓令第292号改正
第173表 再製糖産額（臨時台湾糖務局・庁）

37年12月　訓令第292号改正
第174表 砂糖商（臨時台湾糖務局・庁）

37年12月　訓令第292号改正
第175表 土木建築材料価格（庁）

37年11月　訓令第273号改正
第176表 警察官及司獄官練習所（警察官及司獄官練習所）

37年12月　訓令第292号追加
第177表 重軽罪事件（庁）

37年12月　訓令第310号追加
第178表 強窃盗被害及検挙（庁）

37年12月　訓令第310号追加

報告例目　「年報」　（終）
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台湾総督府報告例（明治42年12月14日 訓令第208号別冊）
　　大正6年3月10日現行

　　　　　　「統計ノ部」　「年報」 ＊「記述ノ部」「統計ノ部」に編成

秘書課 第1表 褒賞（庁）
統計課 第2表 職員及俸給（官房・民政部・法院・検察局・庁・所属民政各官庁）

（大正2年1月、2月、6月　訓令第23号、31号、142号、大正6年3月　訓令第
　24号改正）

統計課 第3表 道路及橋梁（庁）
統計課 第4表 道路ノ修築（庁・民政部）

（大正2年1月　訓令第23号改正）
統計課 第5表 出入船舶（庁）

（大正3年3月　訓令第31号改正）
統計課 第6表 内地人（朝鮮人）台湾渡帰航者（庁）

（大正2年1月　訓令第23号改正）
統計課 第7表 外国人台湾渡帰航者（庁）
統計課 第8表 本島人内地渡帰航者（庁）
統計課 第9表 内地人（朝鮮人）外国渡帰航者（庁）

（大正2年1月　訓令第23号改正）
統計課 第10表 本島人外国渡帰航者（庁）
統計課 第11表 警察官及司獄官練習所（警察官及司獄官練習所）
統計課 第12表 新聞紙及雑誌ノ配布（庁）

（大正2年1月　訓令第23号改正）
第13表 　　削除

（明治43年3月　律令第2号ニヨリ消滅）
統計課 第14表 原料阿片（専売局）
統計課 第15表 種類別製造阿片烟膏（専売局）
統計課 第16表 月別製造阿片烟膏（専売局）
統計課 第17表 庁別阿片烟膏送付数量及価額（専売局）
統計課 第18表 月別阿片烟膏送付数量及価額（専売局）
統計課 第19表 樟脳及樟脳油（専売局）
統計課 第20表 樟脳収納（専売局）
統計課 第21表 樟脳油収納及交付（専売局）
統計課 第22表 樟脳油再製成績（専売局）
統計課 第23表 樟脳及樟脳油賠償金（専売局）
統計課 第24表 樟脳売渡数量及価額（専売局）
統計課 第25表 樟脳副産物売渡数量及価額（専売局）
統計課 第26表 製塩（専売局）
統計課 第27表 食塩収納及交付（専売局）
統計課 第28表 鉄道線路及用地（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第29表 鉄道改良費及建設工事費（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第30表 鉄道保存工事費（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第31表 鉄道諸車両（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第32表 列車及車両運転成績（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第33表 鉄道乗客及貨物ノ数量（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第34表 鉄道乗客及貨物ノ賃金（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第35表 鉄道営業収支及損益（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第36表 鉄道死傷（鉄道部・阿里山作業所）
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（大正1年12月　訓令第82号、大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第37表 鉄道法規違犯者（鉄道部・阿里山作業所）

（大正1年12月　訓令第82号、大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第38表 鉄道旅館（鉄道部）
統計課 第38表ノ2 水道（庁・作業所）

（大正2年1月　訓令第2号追加）
地方部 第39表 本島ノ旧慣ニ依ル寺廟（庁）

（明治44年2月　訓令第21号改正）
地方部 第40表 教務所、説教所、布教師及信徒（庁）

（大正1年12月　訓令第82号改正）
地方部 第41表 窮民救助（庁）

（大正1年12月　訓令第82号改正）
地方部 第42表 行旅病人救護及行旅死亡人取扱（庁）

（大正1年12月　訓令第82号改正）
地方部 第43表 紳章付与人員（庁）

（明治43年6月　訓令第132号改正）
地方部　 第44表 鋳造工場（庁）
地方部 第45表 鉄工場（庁）
警察本署 第46表 警部以下懲罰人員（庁）

（大正4年9月　訓令第128号、大正6年3月　訓令第24号改正）
警察本署 第46表ノ2 巡査以下職員配置（庁）

（大正1年11月　訓令第74号追加、大正2年7月　訓令第168号、大正4年9月
　訓令第128号改正）　

警察本署 第47表 警察上褒賞及恩給其ノ他（庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正4年9月　訓令第128号改正）

警察本署 第48表 警察上死傷（庁）
（明治44年10月　訓令第208号、明治45年3月　訓令第49号、大正1年12月 　
　訓令第82号、大正4年9月　訓令第128号改正）

警察本署 第49表 警察上救護（庁）
（大正1年12月　訓令第82号改正）

警察本署 第50表 保甲及壮丁団（庁）
警察本署 第51表 保甲（壮丁団）ノ収入及支出（庁）
警察本署 第52表 警察取締ニ属スル職業及団体（庁）

（明治43年12月　訓令第257号、大正1年11月　訓令第74号、大正3年12月 　
　訓令第198号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第53表 民有銃砲（庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第54表 営業銃砲及火薬（庁）
（大正3年6月　訓令第109号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第55表 銃猟免状下付人員（庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第56表 火災（庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第57表 犯罪件数（庁）
（明治43年4月　訓令第78号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第58表 戸口（庁）
（明治43年6月　訓令第132号、明治44年10月　訓令第208号、大正1年11月
　訓令第74号、大正1年12月　訓令第82号、大正2年12月　訓令第254号改
　正）

法務部 第59表 民事仮差押及仮処分（法院）
法務部 第60表 民事再審事件 （法院）
法務部 第61表 民事抗告事件（覆審法院）
法務部 第62表 民事共助事件（法院）
法務部 第63表 執達事務（地方法院・台東庁・花蓮港庁・澎湖庁）
法務部 第64表 確定日附件数（地方法院・台東庁・花蓮港庁・澎湖庁）
法務部 第65表 強制執行事件（地方法院・台東庁・花蓮港庁・澎湖庁）
法務部 第66表 和解事件（地方法院）
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法務部 第67表 罪名別刑事第一審件数（地方法院検察局）
法務部 第68表 刑事再審事件（覆審法院検察局）
法務部 第69表 罪名別刑事第二審件数（覆審法院検察局）
法務部 第70表 非常上告事件（覆審法院検察局）
法務部 第71表 刑事共助事件（法院・検察局）
法務部 第72表 罰金、科料、追徴金及没収金（検察局）
法務部 第73表 覆審法院検察官処分事件（覆審法院検察局）
法務部 第74表 公訴附帯私訴事件 （法院）
法務部 第75表 破産事件（地方法院）
法務部 第76表 価格別土地売買及典胎権設定登記件数（地方法院・台東庁・花

蓮港庁・澎湖庁）
法務部 第77表 非訟事件（地方法院）
法務部 第78表 民事訴訟調停執行事務（庁）
法務部 第79表 看守、女監取締ノ賞与及懲罰（監獄）
法務部 第80表 犯数及年齢別新受刑者（監獄）

（明治44年6月　訓令第105号、大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　
　訓令第94号改正）

法務部 第81表 出監後再入監ニ至ル期間別自由刑者（監獄）
（大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　訓令第94号改正）　

法務部 第82表 原籍地、本居地及国籍別在監者（監獄）
（大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　訓令第94号改正）　　

法務部 第83表 作業延人員及工銭（監獄）
（明治45年3月　訓令第49号、大正1年12月　訓令第94号改正）　　

法務部 第84表 作業ニ関スル収支（監獄）
（明治44年6月　訓令第105号改正）　

法務部 第85表 出監時下流作業賞与金及領置工銭（監獄）
法務部 第86表 在監者領置金収支（監獄）

（明治44年6月　訓令第105号改正）　
法務部 第87表 在監者教育（監獄）

（大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　訓令第94号改正）　
法務部 第87表ノ2 釈放時ニ於ケル改悛ノ有無（監獄）

（大正1年12月　訓令第94号追加）　
法務部 第88表 在監者懲罰（監獄）

（大正1年12月　訓令第82号改正）　
法務部 第89表 病名別在監者（監獄）

（明治44年6月　訓令第105号、大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　
　訓令　第94号改正）

法務部 第90表 経過日数別在監患者（監獄）
（大正1年12月　訓令第82号改正）　

法務部 第91表 経過日数在監死亡者（監獄）
（大正1年12月　訓令第82号改正）　

法務部 第92表 年齢別在監患者及死亡者（監獄）
（明治44年6月　訓令第105号、大正1年12月　訓令第82号改正）　

法務部 第93表 月別在監患者及死亡者（監獄）
（明治44年6月　訓令第105号、大正1年12月　訓令第82号改正）　

法務部 第94表 自由刑者出入監時体重（監獄）
（大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　訓令第94号改正）　

学務部 第95表 小学校（公学校、蕃人公学校）職員及学務委員（庁）
（明治45年3月　訓令第63号改正）

学務部 第96表 国語学校（中学校、高等女学校、工業講習所）生徒異動（国語
学校・官公立中学校・高等女学校・工業講習所）

（明治45年3月　訓令第63号、大正1年10月　訓令第47号、大正3年6月　訓
　令第109号、大正4年3月　訓令第24号改正）

学務部 第96表ノ2 小学校（公学校、蕃人公学校）児童異動（庁）
（明治45年3月　訓令第63号追加、大正2年1月　訓令第2号、大正2年1月　訓
　令第18号、大正4年9月　訓令第128号改正）

学務部 第97表 中学校（高等女学校、小学校、公学校）授業料（庁・官公立中学
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校・高等女学校）
（明治45年3月　訓令第63号、大正4年3月　訓令第24号、大正5年3月　訓令
　第27号改正）

学務部 第98表 国語学校（中学校、高等女学校、工業講習所）生徒、小学校（公
学校、蕃人公学校）児童年齢（庁・国語学校・官公立中学校・高
等女学校・工業講習所）

（大正1年10月　訓令第47号、大正3年6月　訓令第109号、大正4年3月　訓
　令第24号改正）

学務部　 第99表 内地人学齢児童（庁）
（明治45年3月　訓令第63号改正）　

学務部　 第100表 本島人学齢児童（庁）
（明治45年3月　訓令第63号、大正3年4月　訓令第53号改正）　

学務部　 第101表 私立学校 （庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正2年1月　訓令第2号、大正4年9月　訓令
　第128号改正）　

学務部　 第102表 書房（庁）
（明治45年3月　訓令第63号改正）　

学務部　 第103表 幼稚園（庁）
（明治45年3月　訓令第63号改正）　

学務部　 第104表 図書館（庁・図書館）
（大正4年9月　訓令第128号改正）　

学務部　 第104表ノ2 小学校教育費決算（庁）
（大正5年3月　訓令第27号追加）　

学務部　 第105表 蕃童教育費決算（庁）
学務部　 第105表ノ2 何々学校生徒（児童）身体検査（男）（女）（庁・官公立中学校・

高等女学校・工業講習所）
（大正1年12月　訓令第95号追加、大正3年6月　訓令第109号、大正4年3月
　訓令第24号改正）

警察本署 第106表 職員患者及死亡者（官房・民政部・法院・検察局・庁・所属民政
　官庁）

（明治43年12月　訓令第257号、大正1年12月　訓令第82号、大正2年1月　
　訓令第 23号、大正3年12月　訓令第198号、大正5年9月　訓令第98号改
　正）

警察本署 第106表ノ2 産婆（庁）
（明治43年12月　訓令第257号追加）　

警察本署 第107表 種痘人員（庁）
（明治44年2月　訓令第21号、大正1年12月　訓令第82号、大正5年9月　訓
　令第98号改正）

警察本署 第108表 娼妓検診及治療(庁）
警察本署 第109表 医学校教員及生徒（医学校）
警察本署 第110表 医学校生徒試業成績（医学校）
警察本署 第111表 医学校生徒患者及死亡者（医学校）
警察本署 第112表 書換及再下付別阿片特許鑑札（庁）
警察本署 第113表 支那人阿片烟膏吸食特許鑑札用紙使用区分（何色）（庁）

（大正5年9月　訓令第98号改正）　
警察本署 第114表 年齢別阿片烟膏吸食特許者死亡及廃烟（庁）

（大正2年6月　訓令第142号改正）　
警察本署 第115表 医院（公医）治療阿片癮者（庁・医院）

（明治43年12月　訓令第257号改正）　
警察本署 第116表 自殺ノ目的ヲ以テ阿片ヲ服用シタル者（庁）

（大正1年12月　訓令第82号改正）　
警察本署 第117表 阿片犯罪申告者給与（法院・検察局・庁・専売局・税関）
警察本署 第117表ノ2 毒蛇咬傷(庁）

（大正2年6月　訓令第142号追加）　
通信局 第118表 西洋形船舶及船用機関製造修理場(庁）
通信局 第119表 船舶異動（庁）
通信局 第119表ノ2 漂流物及沈没品（庁）
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（大正1年12月　訓令第110号追加、大正2年6月　訓令第142号改正）　
殖産局 第120表 田畑面積（庁）

（大正5年11月　訓令第115号改正）　
殖産局 第121表 農業者（庁）

（明治43年12月　訓令第257号改正）　
殖産局 第122表 農産物播収（庁）

（大正2年1月　訓令第2号、大正5年11月　訓令第115号改正）　

殖産局 第122表ノ2 茶畑、桑畑及木藍畑（庁）
（大正2年1月　訓令第2号追加）　

殖産局 第123表 緑肥作物（庁）
（大正5年11月　訓令第115号改正）　

殖産局 第124表 家禽（庁）
（大正2年1月　訓令第2号、大正5年11月　訓令第115号改正）　

殖産局 第125表 家畜（庁）
（大正3年3月　訓令第16号改正）　

殖産局 第126表 家畜ノ生産（庁）
（大正3年3月　訓令第16号改正）　

殖産局 第127表 家畜ノ死亡（庁）
（大正3年3月　訓令第16号改正）　

殖産局 第127表ノ2 獣疫（庁）
（明治44年12月　訓令第241号追加、大正3年3月　訓令第16号改正）　

殖産局 第128表 屠畜（庁）
（明治43年2月　訓令第10号、明治44年10月　訓令第208号、大正3年3月　
　訓令第16号改正）

殖産局 第129表 牛乳（庁）
（大正3年3月　訓令第16号改正）　

殖産局 第130表 牛畜市場（庁）
（大正3年3月　訓令第16号改正）　

殖産局 第131表 果実（庁）
（大正2年1月　訓令第2号、大正5年11月　訓令第115号改正）　

殖産局 第132表 会社（庁）
（大正5年11月　訓令第115号改正）　

第133表 　　削除
（大正2年1月　訓令第2号）　

殖産局 第134表 組合（庁）
（大正2年1月　訓令第2号改正）　

殖産局 第135表 市場（庁）
殖産局 第136表 工業（庁）

（明治43年11月　訓令第227号、大正2年1月　訓令第2号、大正5年11月　訓
　令第115号改正）

殖産局 第137表 工場票（庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正5年11月　訓令第115号改正）　

殖産局 第138表 粗製茶（庁）
（大正2年1月　訓令第2号改正）　

殖産局 第139表 再製茶（庁）
（大正2年1月　訓令第2号改正）　

第140表 　　削除
（大正2年1月　訓令第2号）　

殖産局 第141表 機織（庁）
殖産局 第142表 石炭及骸炭消費（庁）

（大正2年1月　訓令第2号改正）　
殖産局 第143表 水産業者（庁）
殖産局 第144表 水産養殖（庁）

（大正5年11月　訓令第115号改正）　
殖産局 第145表 漁船及漁具（庁）

（大正5年11月　訓令第115号改正）　
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殖産局 第146表 水産漁獲物（庁）
（明治43年2月　訓令第22号、大正5年11月　訓令第115号改正）　

殖産局 第147表 水産製造物（庁）
第148表 　　削除

（大正2年1月　訓令第2号）　
第149表 　　削除

（明治45年3月　訓令第49号）　
警察本署 第150表 蕃地仮住者（庁）

（大正1年12月　訓令第82号改正）　
第151表 　　削除

（明治43年12月　訓令第262号）　
第152表 　　削除

（明治45年3月　訓令第49号）　
警察本署 第153表 蕃人撫育費（庁）

（明治45年3月　訓令第49号、大正2年7月　訓令第168号、大正4年9月　訓
　令第128号改正）

警察本署 第154表 蕃産品交換所（庁）
警察本署 第155表 蕃産物交換（庁）

（明治45年3月　訓令第49号）　
第156表 　　削除

（大正2年1月　訓令第23号）　
殖産局 第157表 甘庶ノ作付及見込収穫（庁）

（明治44年7月　訓令第140号、大正2年1月　訓令第23号、大正3年7月　訓
　令第116号改正）

殖産局 第158表 甘庶ノ収穫（庁）
（明治44年7月　訓令第140号、大正2年1月　訓令第23号改正）　

財務局 第159表 本島人職員（官房・民政部・法院・検察局・庁・所属民政各官庁）
（大正1年11月　訓令第74号追加）　

統計ノ部　「年報」　（終）
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台湾総督府報告例（明治42年12月14日 訓令第208号別冊）
　　大正8年3月1日現行

　　　　　　「統計ノ部」　「年報」

秘書課 第1表 褒賞（庁）
統計課 第2表 職員及俸給（官房・民政部・法院・検察局・庁・所属民政各官庁）

（大正2年1月、2月、6月　訓令第23号、31号、142号、大正6年3月第24号改
　正）

統計課 第3表 道路及橋梁（庁）
統計課 第4表 道路ノ修築（庁・民政部）

（大正2年1月　訓令第23号改正）
統計課 第5表 出入船舶（庁）

（大正3年3月　訓令第31号改正）
統計課 第6表 内地人（朝鮮人）台湾渡帰航者（庁）

（大正2年1月　訓令第23号改正）
統計課 第7表 外国人台湾渡帰航者（庁）
統計課 第8表 本島人内地渡帰航者（庁）
統計課 第9表 内地人（朝鮮人）外国渡帰航者（庁）

（大正2年1月　訓令第23号改正）
統計課 第10表 本島人外国渡帰航者（庁）
統計課 第11表 警察官及司獄官練習所（警察官及司獄官練習所）
統計課 第12表 新聞紙及雑誌ノ配布（庁）

（大正2年1月　訓令第23号改正）
第13表 　　削除

（明治43年3月　律令第2号ニヨリ消滅）
統計課 第14表 原料阿片（専売局）
統計課 第15表 種類別製造阿片烟膏（専売局）
統計課 第16表 月別製造阿片烟膏（専売局）
統計課 第17表 庁別阿片烟膏送付数量及価額（専売局）
統計課 第18表 月別阿片烟膏送付数量及価額（専売局）
統計課 第19表 樟脳及樟脳油（専売局）
統計課 第20表 樟脳収納（専売局）
統計課 第21表 樟脳油収納及交付（専売局）
統計課 第22表 樟脳油再製成績（専売局）
統計課 第23表 樟脳及樟脳油賠償金（専売局）
統計課 第24表 樟脳売渡数量及価額（専売局）
統計課 第25表 樟脳副産物売渡数量及価額（専売局）
統計課 第26表 製塩（専売局）
統計課 第27表 食塩収納及交付（専売局）
統計課 第28表 鉄道線路及用地（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第29表 鉄道改良費及建設工事費（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第30表 鉄道保存工事費（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第31表 鉄道諸車両（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第32表 列車及車両運転成績（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第33表 鉄道乗客及貨物ノ数量（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第34表 鉄道乗客及貨物ノ賃金（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第35表 鉄道営業収支及損益（鉄道部・阿里山作業所）

（大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第36表 鉄道死傷（鉄道部・阿里山作業所）
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（大正1年12月　訓令第82号、大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第37表 鉄道法規違犯者（鉄道部・阿里山作業所）

（大正1年12月　訓令第82号、大正2年6月　訓令第142号改正）
統計課 第38表 鉄道旅館（鉄道部）
統計課 第38表ノ2 水道（庁・作業所）

（大正2年1月　訓令第2号追加）
地方部 第39表 本島ノ旧慣ニ依ル寺廟（庁）

（明治44年2月　訓令第21号改正）
地方部 第40表 教務所、説教所、布教師及信徒（庁）

（大正1年12月　訓令第82号改正）
地方部 第41表 窮民救助（庁）

（大正1年12月　訓令第82号改正）
地方部 第42表 行旅病人救護及行旅死亡人取扱（庁）

（大正1年12月　訓令第82号、大正7年11月　訓令第176号改正）
地方部 第43表 紳章付与人員（庁）

（明治43年6月　訓令第132号改正）
地方部　 第44表 鋳造工場（庁）
地方部 第45表 鉄工場（庁）
警察本署 第46表 警部以下懲罰人員（庁）

（大正4年9月　訓令第128号、大正6年3月　訓令第24号、大正7年12月　訓
　令第212号改正）

警察本署 第46表ノ2 警察職員平地配置定員竝事故（庁）
（大正1年11月　訓令第74号追加、大正2年7月　訓令第168号、大正4年9月
　訓令第128号、大正6年12月　訓令第176号、大正7年12月　訓令第212号
　改正）

警察本署 第46表ノ3 警察職員蕃地配置定員竝事故（庁）
（大正7年12月　訓令第212号改正）

警察本署 第47表 警察上褒賞及恩給其ノ他（庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正4年9月　訓令第128号改正）

警察本署 第48表 警察上ノ死傷（庁）
（明治44年10月　訓令第208号、明治45年3月　訓令第49号、大正1年12月 　
　訓令第82号、大正4年9月　訓令第128号改正）

警察本署 第49表 警察上救護（庁）
（大正1年12月　訓令第82号改正）

警察本署 第50表 保甲及壮丁団（庁）
警察本署 第51表 保甲（壮丁団）ノ収入及支出（庁）
警察本署 第52表 警察取締ニ属スル職業及団体（庁）

（明治43年12月　訓令第257号、大正1年11月　訓令第74号、大正3年12月 　
　訓令第198号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第53表 民有銃砲（庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第54表 営業銃砲及火薬（庁）
（大正3年6月　訓令第109号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第55表 銃猟免状下付人員（庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第56表 火災（庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第57表 犯罪件数（庁）
（明治43年4月　訓令第78号、大正5年9月　訓令第98号改正）

警察本署 第58表 戸口（庁）
（明治43年6月　訓令第132号、明治44年10月　訓令第208号、大正1年11月
　訓令第74号、大正1年12月　訓令第82号、大正2年12月　訓令第254号、
　大正7年12月　訓令第212号改正）　

法務部 第59表 民事仮差押及仮処分（法院）
法務部 第60表 民事再審事件（法院）
法務部 第61表 民事抗告事件（覆審法院）
法務部 第62表 民事共助事件（法院）
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法務部 第63表 執達事務（地方法院・台東庁・花蓮港庁・澎湖庁）
法務部 第64表 確定日附件数（地方法院・台東庁・花蓮港庁・澎湖庁）
法務部 第65表 強制執行事件（地方法院・台東庁・花蓮港庁・澎湖庁）
法務部 第66表 和解事件（地方法院）
法務部 第67表 罪名別刑事第一審件数（地方法院検察局）
法務部 第68表 刑事再審事件（覆審法院検察局）
法務部 第69表 罪名別刑事第二審件数（覆審法院検察局）
法務部 第70表 非常上告事件（覆審法院検察局）
法務部 第71表 刑事共助事件（法院・検察局）
法務部 第72表 罰金、科料、追徴金及没収金（検察局）
法務部 第73表 覆審法院検察官処分事件（覆審法院検察局）
法務部 第74表 公訴附帯私訴事件 （法院）
法務部 第75表 破産事件（地方法院）
法務部 第76表 価格別土地売買及典胎権設定登記件数（地方法院・台東庁・花

蓮港庁・澎湖庁）
法務部 第77表 非訟事件（地方法院）
法務部 第78表 民事訴訟調停執行事務（庁）
法務部 第79表 看守、女監取締ノ賞与（監獄）

（大正1年12月　訓令第94号、大正7年12月　訓令第208号改正）
法務部 第79表ノ2 看守、女監取締ノ懲罰（監獄）

（大正7年12月　訓令第208号改正）
法務部 第80表 犯数及年齢別新受刑者甲（乙）（監獄）

（明治44年6月　訓令第105号、大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　
　訓令第94号、大正6年12月　訓令第176号改正）

法務部 第80表ノ2 罪名別新受刑者（監獄）
　（大正6年12月　訓令第176号改正）

法務部 第80表ノ3 罪名及留置期間別新入留置者（監獄）
　（大正6年12月　訓令第176号改正）

法務部 第81表 出監後再入監ニ至ル期間別自由刑者（監獄）
（大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　訓令第94号、大正6年12月　
　訓令第176号改正）

法務部 第82表 原籍地、本居地及国籍別在監者（監獄）
（大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　訓令第94号、大正6年12月　　
　訓令第176号、大正7年12月　訓令第208号改正）

法務部 第83表 作業延人員及工銭（監獄）
（明治45年3月　訓令第49号、大正1年12月　訓令第94号、大正6年12月　　
　訓令第176号、大正7年12月　訓令第208号改正）

法務部 第84表 作業ニ関スル収支（監獄）
（明治44年6月　訓令第105号、大正6年12月　訓令第176号改正）　

法務部 第85表 釈放時作業賞与金給与人員（監獄）
（大正6年12月　訓令第176号改正）　

法務部 第86表 収支別在監者領置金（監獄）
（明治44年6月　訓令第105号、大正6年12月　訓令第176号、大正7年12月　
　訓令第208号改正）

法務部 第87表 在監者教育（監獄）
（大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　訓令第94号、大正7年12月　訓
　令第208号改正）

法務部 第87表ノ2 釈放時ニ於ケル教育成績別受刑者（監獄）
（大正6年12月　訓令第176号追加）　

法務部 第87表ノ3 釈放時ニ於ケル改悛ノ有無（監獄）
（大正1年12月　訓令第94号追加、大正6年12月　訓令第176号改正）　

法務部 第87表ノ4 釈放時ニ於ケル生活能力別受刑者甲（乙）（監獄）
（大正6年12月　訓令第176号追加）　

法務部 第88表 懲罰及事犯種別在監者（監獄）
（大正6年12月　訓令第176号改正）　

法務部 第89表 病名別在監者（監獄）
（明治44年6月　訓令第105号、大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　　
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　訓令第94号、大正6年12月　訓令第176号、大正7年12月　訓令第208号
　改正）

法務部 第90表 経過日数別在監新患者（監獄）
（明治44年6月　訓令第105号、大正1年12月　訓令第82号、大正7年12月　　
　訓令第208号改正）

第91表 　　削除
（大正6年12月　訓令第176号）

第92表 　　削除
（大正6年12月　訓令第176号）

法務部 第93表 月別在監患者及死亡者（監獄）
（明治44年6月　訓令第105号、大正1年12月　訓令第82号改正）　

法務部 第94表 自由刑者出入監時体重（監獄）
（大正1年12月　訓令第82号、大正1年12月　訓令第94号改正）　

学務部 第95表 小学校（公学校、蕃人公学校）職員及学務委員（庁）
（明治45年3月　訓令第63号改正）

学務部 第96表 国語学校（中学校、高等女学校、商業学校、工業学校、工業講
習所）生徒異動（国語学校・官公立中学校・高等女学校・商業学
校・工業学校・工業講習所）

（明治45年3月　訓令第63号、大正1年10月　訓令第47号、大正3年6月　訓
　令第109号、大正4年3月　訓令第24号、大正6年6月　訓令第87号、大正6
　年12月　訓令第176号、大正7年8月　訓令第128号、大正7年11月　訓令第
　176号改正）

学務部 第96表ノ2 小学校（公学校、蕃人公学校）児童異動（庁）
（明治45年3月　訓令第63号追加、大正2年1月　訓令第2号、大正2年1月
　訓令第18号、大正4年9月　訓令第128号改正）

学務部 第97表 中学校（高等女学校、商業学校、工業学校、小学校、公学校）授
業料（庁・官公立中学校・高等女学校・商業学校・工業学校）

（明治45年3月　訓令第63号、大正4年3月　訓令第24号、大正5年3月　訓令
　第27号、大正6年6月　訓令第87号、大正7年11月　訓令第176号改正）

学務部 第98表 国語学校（中学校、高等女学校、商業学校、工業学校、工業講
習所）生徒、小学校（公学校、蕃人公学校）児童年齢（庁・国語学
校・官公立中学校・高等女学校・商業学校・工業学校・工業講習
所）

（大正1年10月　訓令第47号、大正3年6月　訓令第109号、大正4年3月　訓
　令第24号、大正6年6月　訓令第87号、大正6年12月　訓令第176号、大正
　年11月　訓令第176号改正）

学務部　 第99表 内地人学齢児童（庁）
（明治45年3月　訓令第63号改正）　

学務部　 第100表 本島人学齢児童（庁）
（明治45年3月　訓令第63号、大正3年4月　訓令第53号改正）　

学務部　 第101表 私立学校 （庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正2年1月　訓令第2号、大正4年9月　訓令
　第128号改正）　

学務部　 第102表 書房（庁）
（明治45年3月　訓令第63号改正）　

学務部　 第103表 幼稚園（庁）
（明治45年3月　訓令第63号改正）　

学務部　 第104表 図書館（庁・図書館）
（大正4年9月　訓令第128号改正）　

学務部　 第104表ノ2 小学校教育費決算（庁）
（大正5年3月　訓令第27号追加）　

学務部　 第105表 蕃童教育費決算（庁）
学務部　 第105表ノ2 学校生徒（児童）身体検査単名票（庁・国語学校・官公立中学校・

高等女学校・商業学校・工業学校・工業講習所）
（大正1年12月　訓令第95号追加、大正3年6月　訓令第109号、大正4年3月
　訓令第24号、大正6年6月　訓令第87号、大正7年11月　訓令第176号改
　正）
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警察本署 第106表 職員患者及死亡者（官房・民政部・法院・検察局・庁・所属民政
　官庁）

（明治43年12月　訓令第257号、大正1年12月　訓令第82号、大正2年1月　
　訓令第 23号、大正3年12月　訓令第198号、大正5年9月　訓令第98号、
　大正6年12月　訓令第176号改正）

警察本署 第106表ノ2 産婆（庁）
（明治43年12月　訓令第257号追加）　

警察本署 第107表 種痘人員（庁）
（明治44年2月　訓令第21号、大正1年12月　訓令第82号、大正5年9月　訓
　令第98号、大正6年12月　訓令第176号改正）

警察本署 第108表 娼妓検診及治療(庁）
警察本署 第109表 医学校教員及生徒（医学校）
警察本署 第110表 医学校生徒試業成績（医学校）
警察本署 第111表 医学校生徒患者及死亡者（医学校）
警察本署 第112表 書換及再下付別阿片特許鑑札（庁）
警察本署 第113表 支那人阿片烟膏吸食特許鑑札用紙使用区分（何色）（庁）

（大正5年9月　訓令第98号、大正6年12月　訓令第176号改正）　
警察本署 第114表 年齢別阿片烟膏吸食特許者死亡及廃烟（庁）

（大正2年6月　訓令第142号改正）　
警察本署 第115表 医院（公医）治療阿片癮者（庁・医院）

（明治43年12月　訓令第257号改正）　
警察本署 第116表 自殺ノ目的ヲ以テ阿片ヲ服用シタル者（庁）

（大正1年12月　訓令第82号改正）　
警察本署 第117表 阿片犯罪申告者給与（法院・検察局・庁・専売局・税関）
警察本署 第117表ノ2 毒蛇咬傷(庁）

（大正2年6月　訓令第142号追加）　
通信局 第118表 西洋形船舶及船用機関製造修理場(庁）
通信局 第119表 船舶異動（庁）
通信局 第119表ノ2 漂流物及沈没品（庁）

（大正1年12月　訓令第110号追加、大正2年6月　訓令第142号改正）　
殖産局 第120表 田畑面積（庁）

（大正5年11月　訓令第115号改正）　
殖産局 第121表 農業者（庁）

（明治43年12月　訓令第257号改正）　
殖産局 第122表 農産物播収（庁）

（大正2年1月　訓令第2号、大正5年11月　訓令第115号、大正7年12月〔底　
　本11月とあるがミスプリと判断〕　訓令第197号改正）

殖産局 第122表ノ2 茶畑、桑畑及木藍畑（庁）
（大正2年1月　訓令第2号追加）　

殖産局 第123表 緑肥作物（庁）
（大正5年11月　訓令第115号改正）　

殖産局 第124表 家禽（庁）
（大正2年1月　訓令第2号、大正5年11月　訓令第115号改正）　

殖産局 第124表ノ2 牧場（庁）
（大正6年12月　訓令第176号追加）　

殖産局 第125表 家畜（庁）
（大正3年3月　訓令第16号、大正6年12月　訓令第176号改正）　

殖産局 第126表 家畜ノ生産（庁）
（大正3年3月　訓令第16号改正）　

殖産局 第127表 家畜ノ死亡（庁）
（大正3年3月　訓令第16号改正）　

殖産局 第127表ノ2 獣疫（庁）
（明治44年12月　訓令第241号追加、大正3年3月　訓令第16号改正）　

殖産局 第128表 屠畜（庁）
（明治43年2月　訓令第10号、明治44年10月　訓令第208号、大正3年3月　
　訓令第16号改正）

殖産局 第129表 牛乳（庁）
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（大正3年3月　訓令第16号改正）　
殖産局 第130表 牛畜市場（庁）

（大正3年3月　訓令第16号改正）　
殖産局 第131表 果実（庁）

（大正2年1月　訓令第2号、大正5年11月　訓令第115号改正）　
殖産局 第132表 会社（庁）

（大正5年11月　訓令第115号改正）　
第133表 　　削除

（大正2年1月　訓令第2号）　
殖産局 第134表 組合（庁）

（大正2年1月　訓令第2号改正）　
殖産局 第135表 市場（庁）
殖産局 第136表 工業（庁）

（明治43年11月　訓令第227号、大正2年1月　訓令第2号、大正5年11月　訓
　令第115号、大正6年9月　訓令第121号改正）

殖産局 第137表 工場票（庁）
（大正1年12月　訓令第82号、大正5年11月　訓令第115号、大正7年9月　訓
　令第154号、大正7年12月　訓令第197号改正）

殖産局 第138表 粗製茶（庁）
（大正2年1月　訓令第2号改正）　

殖産局 第139表 再製茶（庁）
（大正2年1月　訓令第2号、大正6年12月　訓令第176号改正）　

第140表 　　削除
（大正2年1月　訓令第2号）　

殖産局 第141表 機織（庁）
殖産局 第142表 石炭及骸炭消費（庁）

（大正2年1月　訓令第2号改正）　
殖産局 第143表 水産業者（庁）
殖産局 第144表 水産養殖（庁）

（大正5年11月　訓令第115号改正）　
殖産局 第145表 漁船及漁具（庁）

（大正5年11月　訓令第115号改正）　
殖産局 第146表 水産漁獲物（庁）

（明治43年2月　訓令第22号、大正5年11月　訓令第115号、大正6年9月　訓
　令第121号、大正6年12月　訓令第176号改正）

殖産局 第147表 水産製造物（庁）
第148表 　　削除

（大正2年1月　訓令第2号）　
第149表 　　削除

（明治45年3月　訓令第49号）　
警察本署 第150表 蕃地寄留者（庁）

（大正1年12月　訓令第82号、大正6年3月　訓令第24号改正）　
第151表 　　削除

（明治43年12月　訓令第262号）　
第152表 　　削除

（明治45年3月　訓令第49号）　
警察本署 第153表 蕃人撫育費（庁）

（明治45年3月　訓令第49号、大正2年7月　訓令第168号、大正4年9月　訓
　令第128号改正）

警察本署 第154表 蕃産品交換所（庁）
警察本署 第155表 蕃産物交換（庁）

（明治45年3月　訓令第49号）　
第156表 　　削除

（大正2年1月　訓令第23号）　
殖産局 第157表 甘庶ノ作付及見込収穫（庁）

（明治44年7月　訓令第140号、大正2年1月　訓令第23号、大正3年7月　訓
　令第116号、大正7年6月　訓令第107号改正）
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殖産局 第158表 甘庶ノ収穫（庁）
（明治44年7月　訓令第140号、大正2年1月　訓令第23号、大正7年6月　訓
　令第107号改正）

第159表 　　削除
（大正7年11月　訓令第176号）　

統計ノ部　「年報」　（終）
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台湾総督府報告例　（大正9年12月24日訓令第315号別冊）　＊底本は表紙欠損だが原本と推定

「記表ノ部」　「年報」 ＊「統計ノ部」は「記表ノ部」へ名称変更

秘書課 第1表 褒賞（州・庁）
調査課 第2表 職員及俸給（官房各課・府内各部局・法院・検察局・州・ 庁・

所属官署（三等郵便局ヲ除ク）各学校）
調査課 第3表 道路及橋梁（州・庁）
調査課 第4表 道路ノ修築（州・庁・土木局）
調査課 第5表 出入船舶（州・庁）
調査課 第6表 内地人（朝鮮人）台湾渡帰航者（州・庁）
調査課 第7表 外国人台湾渡帰航者（州・庁）
調査課 第8表 本島人内地渡帰航者（州・庁）
調査課 第9表 内地人（朝鮮人）外国渡帰航者（州・庁）
調査課 第10表 本島人外国渡帰航者（州・庁）
調査課 第11表 警察官及司獄官練習所（警察官及司獄官練習所）
調査課 第12表 新聞紙ノ配布（州・庁）
調査課 第13表 雑誌ノ配布（州・庁）
調査課 第14表 水道（州・庁）
調査課 第15表 月別阿片職工（専売局）
調査課 第16表 給料別阿片職工（専売局）
調査課 第17表 原料阿片（専売局）
調査課 第18表 食塩専売事務取扱局及管轄区域（専売局）
調査課 第19表 製塩業者（専売局）
調査課 第20表 塩田及産塩（専売局）
調査課 第21表 製塩（専売局）
調査課 第22表 食塩収納（専売局）
調査課 第23表 食塩売渡及払出（専売局）
調査課 第24表 月別樟脳職工（専売局）
調査課 第25表 給料別樟脳職工（専売局）
調査課 第26表 樟脳及樟脳油（専売局）
調査課 第27表 樟脳収納（専売局）
調査課 第28表 樟脳油収納及売下（専売局）
調査課 第29表 樟脳調理製造（専売局）
調査課 第30表 樟脳油再製成績（専売局）
調査課 第31表 樟脳及樟脳油賠償金（専売局）
調査課 第32表 樟脳売渡数量及価額（専売局）
調査課 第33表 樟脳副産物売渡数量及価額（専売局）
調査課 第34表 月別芳油職工（専売局）
調査課 第35表 給料別芳油職工(専売局）
調査課 第36表 芳樟油産額、収納数量及賠償金（専売局）
調査課 第37表 芳油売渡数量及価額（専売局）
調査課 第38表 月別煙草職工（専売局）
調査課 第39表 給料別煙草職工（専売局）
調査課 第40表 葉煙草耕作及収納（専売局）
調査課 第41表 葉煙草受払ノ数量（専売局）
調査課 第42表 葉煙草受払ノ価額（専売局）
調査課 第43表 製造煙草受払数量（専売局）
調査課 第44表 製造煙草受払価額（専売局）
調査課 第45表 官設鉄道線路及用地（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第46表 官設鉄道建設工事費（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第47表 官設鉄道補充及保存工事費（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第48表 官設鉄道諸車両（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第49表 官設鉄道列車及車両走行哩（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第50表 官設鉄道運輸数量及収入（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第51表 官設鉄道営業収支及損益（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第52表 官設鉄道死傷（鉄道部・殖産局営林所）
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調査課 第53表 官設鉄道法規違犯者（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第54表 私設鉄道線路（鉄道部）
調査課 第55表 私設鉄道諸車両（鉄道部）
調査課 第56表 私設鉄道列車及車両走行哩（鉄道部）
調査課 第57表 私設鉄道運輸数量及収入（鉄道部）
調査課 第58表 私設鉄道死傷（鉄道部）
調査課 第59表 私設軌道線路及台車数（鉄道部）
調査課 第60表 私設軌道乗客及貨物（鉄道部）
調査課 第61表 私設軌道死傷（鉄道部）
内務局　 第62表 本島ノ旧慣ニ依ル寺廟（州・庁）
内務局 第63表 教務所、説教所、布教師及信徒（州・庁）
内務局 第64表 窮民救助（州・庁）
内務局 第65表 罹災救助基金種類別（州）
内務局　 第66表 罹災救助基金貯蓄（州）
内務局 第67表 罹災救助基金運用（州）
内務局 第68表 罹災救助費（州）
内務局 第69表 罹災救助費収入及支出（州）
内務局 第70表 行旅病人救護及行旅死亡人取扱（州・庁）
内務局　 第71表 紳章附与人員（州・庁）
内務局 第72表 小学校（公学校、蕃人公学校）職員及学務委員（州・庁）
内務局 第73表 小学校（公学校、蕃人公学校、公立簡易実業学校）児童（生徒）

異動（州・庁）
内務局 第74表 小学校（公学校、蕃人公学校、公立簡易実業学校）児童（生徒）

卒業後ノ状況（州・庁）
内務局　 第75表 （何）学校生徒（児童）年齢（州・庁・各学校）
内務局 第76表 内地人学齢児童（州・庁）
内務局 第77表 本島人学齢児童（州・庁）
内務局 第78表 私立学校（州・庁）
内務局 第79表 書房（州・庁）
内務局　 第80表 幼稚園（州・庁）
内務局 第81表 （何）図書館（州・庁・図書館）
内務局 第82表 （何）博物館（州・博物館）
内務局 第83表 （何）学校授業料（州・庁・各学校）
内務局　 第84表 小学校教育費決算（州・庁）
内務局 第85表 蕃人公学校教育費決算（州・庁）
内務局 第86表 （何）学校（何科）生徒（児童）身体検査（州・庁・各学校）
内務局 第87表 （何）学校生徒（児童）身体検査単名票（州・庁・各学校）
内務局 第88表 （何）学校生徒異動（各学校）
逓信局 第89表 船舶異動（州・庁）
逓信局 第90表 　 漂流物及沈没品（州・庁）
殖産局 第91表 田畑面積（州・庁）
殖産局 第92表 農業者（州・庁）
殖産局 第93表 農産物（州・庁）
殖産局 第94表 香花農作物（台北州）
殖産局 第95表 茶畑、桑畑及木藍畑（州・庁）
殖産局 第96表 緑肥作物（州・庁）
殖産局 第97表 果実（州・庁）
殖産局 第98表 家禽（州・庁）
殖産局 第99表 牧場（州・庁）
殖産局 第100表 家畜（州・庁）
殖産局 第101表 家畜ノ生産（州・庁）
殖産局 第102表 家畜ノ死亡（州・庁）
殖産局 第103表 獣疫（州・庁）
殖産局 第104表 屠畜（州・庁）
殖産局 第105表 牛乳（州・庁）
殖産局 第106表 牛畜市場（州・庁）
殖産局 第107表 甘蔗ノ作付及見込収穫（州・庁）
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庁

殖産局 第108表 甘蔗ノ収穫（州・庁）
殖産局 第109表 石炭及骸炭消費（州・庁）
殖産局 第110表 会社票（州・庁）
殖産局 第111表 組合（州・庁）
殖産局 第112表 市場（州」・庁）
殖産局 第113表 工場票（州・庁）
殖産局 第114表 磚瓦類及陶磁器（州・庁）
殖産局 第115表 鐵工（州・庁）
殖産局 第116表 藍（州・庁）
殖産局 第117表 石灰及肥料（州・庁）
殖産局 第118表 油及油槽（州・庁）
殖産局 第119表 染色（州・庁）
殖産局 第120表 パルプ及紙（州・庁）
殖産局 第121表 蓪草紙（州・庁）
殖産局 第122表 金銀紙及線香（州・庁）
殖産局 第123表 皮革（州・庁）
殖産局 第124表 木製品（州・庁）
殖産局 第125表 藺蓆（州・ （州・庁）
殖産局 第126表 竹細工及籐細工（州・庁）
殖産局 第127表 籾摺及精米（州・庁）
殖産局 第128表 製粉（州・庁）
殖産局 第129表 麺類（州・庁）
殖産局 第130表 醤油及味噌（州・庁）
殖産局 第131表 蜜餞及缶詰（州・庁）
殖産局 第132表 酒類（州・庁）
殖産局 第133表 飴（州・庁）
殖産局 第134表 粗製茶（州・庁）
殖産局 第135表 再製茶（州・庁）
殖産局 第136表 帽子（州・庁）
殖産局 第137表 靴及草履（州・庁）
殖産局 第138表 機織（州・庁）
殖産局 第139表 水産業者（州・庁）
殖産局 第140表 漁船及漁具（州・庁）
殖産局 第141表 水産養殖（州・庁）
殖産局 第142表 水産漁獲物（州・庁）
殖産局 第143表 水産製造物（州・庁）
警務局 第144表 警部以下懲罰人員（州・庁）
警務局 第145表 警察職員平地配置定員竝事故（州・庁）
警務局 第146表 警察職員蕃地配置定員竝事故（州・庁）
警務局 第147表 警察上褒賞及恩給其ノ他（州・庁）
警務局 第148表 警察上ノ死傷（州・庁）
警務局 第149表 警察上救護（州・庁）
警務局 第150表 保甲及壮丁団（州・庁）
警務局 第151表 保甲（壮丁団）ノ収入及支出（州・庁）
警務局 第152表 警察取締ニ属スル職業及団体（州・庁）
警務局 第153表 民有銃砲（州・庁）
警務局 第154表
警務局 第155表 銃猟免状下付人員（州・庁）
警務局 第156表 火災（州・庁）
警務局 第157表 犯罪件数（州・庁）
警務局 第158表 戸口（州・庁）
警務局 第159表 蕃地寄留者（州・庁）
警務局 第160表 蕃人ト物品交換（州・庁）
警務局 第161表 蕃人撫育費（州・庁）
警務局 第162表 病類別医院（公医）治療患者（州・庁・医院）
警務局 第163表 年齢級及病類別医院入院治療患者及死亡者（医院）
警務局 第164表 年齢級及病類別医院外来治療患者（医院）
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警務局 第165表 種痘人員（州・庁）
警務局 第166表 娼妓検診及治療（州・庁）
警務局 第167表 毒蛇咬傷（州・庁）
警務局 第168表 中毒（州・庁）
警務局 第169表 産婆（州・庁）
警務局 第170表 書換及再下付別阿片特許鑑札（州・庁）
警務局 第171表 支那人阿片烟膏吸食特許鑑札用紙使用区分（州・庁）
警務局 第172表 年齢別阿片烟膏特許者死亡及廃烟（州・庁）
警務局 第173表 医院（公医）治療阿片癮者（州・庁・医院）
警務局 第174表 阿片犯罪申告者給与（法院・検察局・州・庁・専売局・税関）
警務局 第175表 蕃社戸口（州・庁）
法務部 第176表 民事仮差押及仮処分（法院）
法務部 第177表 民事再審事件（法院）
法務部 第178表 民事抗告事件（高等法院）
法務部 第179表 民事共助事件（法院）
法務部 第180表 執達事件（地方法院）
法務部 第181表 確定日附件数（地方法院）
法務部 第182表 執行事件（地方法院）
法務部 第183表 和解事件（地方法院）
法務部 第184表 罪名別刑事第一審件数（地方法院検察局）
法務部 第185表 刑事再審事件（高等法院検察局）
法務部 第186表 罪名別刑事第二審件数（高等法院検察局）
法務部 第187表 罪名別刑事第三審件数（高等法院検察局）
法務部 第188表 高等法院覆審部刑事抗告事件（高等法院検察局）
法務部 第189表 高等法院上告部刑事抗告事件（高等法院検察局）
法務部 第190表 非常上告事件（高等法院検察局）
法務部 第191表 刑事共助事件（法院・検察局）
法務部 第192表 徴収金処分（検察局）
法務部 第193表 高等法院検察官処分事件（高等法院検察局）
法務部 第194表 刑ノ執行猶予結果（検察局）
法務部 第195表 公訴附帯私訴事件（法院）
法務部 第196表 破産事件（地方法院）
法務部 第197表 価格別土地売買及典胎権設定登記件数（地方法院）
法務部 第198表 非訟事件（地方法院）
法務部 第199表 相続未定地整理事件（地方法院）
法務部 第200表 民事争訟調停執行事務（州・庁）
法務部 第201表 監獄職員ノ勤続年数（監獄）
法務部 第202表 監獄職員ノ懲戒（監獄）
法務部 第203表 在監者処罰（監獄）
法務部 第204表 作業人員（監獄）
法務部 第205表 病監治療人員（監獄）
法務部 第206表 就学人員（監獄）
法務部 第207表 出監時ニ於ケル教育ノ成績（監獄）
法務部 第208表 在監者ノ事犯及懲罰（監獄）
法務部 第209表 在監者ノ懲罰度数（監獄）
法務部 第210表 作業延人員及工銭（監獄）
法務部 第211表 作業ノ収支（監獄）

記表ノ部　「年報」　（終）
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台湾総督府報告例　（大正9年12月24日　訓令第315号別冊）　
　　　　底本〔大正12年現行〕　（昭和3年4月29日訓令第36号改正の手書き入れあり）

「記表ノ部」　「年報」
＊改正事項は本文中の印刷による

秘書課 第1表 褒賞（州・庁）
調査課 第2表 職員及俸給（官房各課・府内各部局・法院・検察局・州・ 庁・

所属官署（三等郵便局ヲ除ク）各学校）
（大正12年訓令第110号改正） ＊昭和2年12月19日改正（府報参照）

調査課 第3表 道路及橋梁（州・庁）
調査課 第4表 道路ノ修築（州・庁・土木局）
調査課 第5表 出入船舶（州・庁） 　
　 　 （大正11年訓令第84号改正）
調査課 第6表 内地人（朝鮮人）台湾渡帰航者（州・庁）

　 （大正11年訓令第84号改正）
調査課 第7表 外国人台湾渡帰航者（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
調査課 第8表 本島人内地渡帰航者（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
調査課 第9表 内地人（朝鮮人）外国渡帰航者（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
調査課 第10表 本島人外国渡帰航者（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
調査課 第11表 警察官及司獄官練習所（警察官及司獄官練習所）
調査課 第12表 新聞紙ノ配布（州・庁）
調査課 第13表 雑誌ノ配布（州・庁）
調査課 第14表 水道（州・庁）
調査課 第15表 月別阿片職工（専売局）
調査課 第16表 給料別阿片職工（専売局）
調査課 第17表 原料阿片（専売局）
調査課 第18表 食塩専売事務取扱局及管轄区域（専売局）
調査課 第19表 製塩業者（専売局）
調査課 第20表 塩田及産塩（専売局）
調査課 第21表 製塩（専売局）
調査課 第22表 食塩収納（専売局）
調査課 第23表 食塩売渡及払出（専売局）
調査課 第24表 月別樟脳職工（専売局）
調査課 第25表 給料別樟脳職工（専売局）
調査課 第26表 樟脳及樟脳油（専売局）
調査課 第27表 樟脳収納（専売局）
調査課 第28表 樟脳油収納及売下（専売局）
調査課 第29表 樟脳調理製造（専売局）
調査課 第30表 樟脳油再製成績（専売局）
調査課 第31表 樟脳及樟脳油賠償金（専売局）
調査課 第32表 樟脳売渡数量及価額（専売局）
調査課 第33表 樟脳副産物売渡数量及価額（専売局）
調査課 第34表 月別芳油職工（専売局）
調査課 第35表 給料別芳油職工(専売局）
調査課 第36表 芳樟油産額、収納数量及賠償金（専売局）
調査課 第37表 芳油売渡数量及価額（専売局）
調査課 第38表 月別煙草職工（専売局）
調査課 第39表 給料別煙草職工（専売局）
調査課 葉煙草耕作及収納（専売局）
調査課 第41表 葉煙草受払数量（専売局）
調査課 第42表 葉煙草受払価額（専売局）
調査課 第43表 製造煙草受払数量（専売局）
調査課 第44表 製造煙草受払価額（専売局）
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調査課 第44表ノ2 製酒原料(専売局）
（大正12年訓令第110号改正）

調査課 第44表ノ3 本島産酒類受払（専売局）
（大正12年訓令第110号改正）

調査課 第44表ノ4 内外国産別酒類受払（専売局）
（大正12年訓令第110号改正）

調査課 第45表 官設鉄道線路及用地（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第46表 官設鉄道建設工事費（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第47表 官設鉄道補充及保存工事費（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第48表 官設鉄道諸車両（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第49表 官設鉄道列車及車両走行哩（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第50表 官設鉄道運輸数量及収入（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第51表 官設鉄道営業収支及損益（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第52表 官設鉄道死傷（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第53表 官設鉄道法規違犯者（鉄道部・殖産局営林所）
調査課 第54表 私設鉄道線路（鉄道部）
調査課 第55表 私設鉄道諸車両（鉄道部）
調査課 第56表 私設鉄道列車及車両走行哩（鉄道部）
調査課 第57表 私設鉄道運輸数量及収入（鉄道部）
調査課 第58表 私設鉄道死傷（鉄道部）
調査課 第59表 私設軌道線路及台車数（鉄道部）
調査課 第60表 私設軌道乗客及貨物（鉄道部）
調査課 第61表 私設軌道死傷（鉄道部）
内務局 第62表 本島ノ旧慣ニ依ル寺廟（州・庁）
内務局　 第63表 教務所、説教所、布教師及信徒（州・庁）
内務局 第63表ノ2 職員現員（州・庁）

（大正11年訓令第225号改正）
内務局 第64表 窮民救助（州・庁）
内務局 第65表 罹災救助基金種類別（州）

第66表 （大正11年訓令第52号削除）
第67表 （大正11年訓令第52号削除）
第68表 （大正11年訓令第52号削除）
第69表 （大正11年訓令第52号削除）

内務局 第70表 行旅病人救護及行旅死亡人取扱（州・庁）
内務局 第71表 紳章附与人員（州・庁）
内務局　 第71表ノ2 市、街庄協議会員職業（州・庁）
　 （大正10年訓令第143号改正）
内務局 第71表ノ3 市、街庄、区吏員竝名誉職員（州・庁）

（大正10年訓令第143号改正）
内務局　 第71表ノ4 市街庄税率（州・庁）

（大正10年訓令第143号改正）
内務局　 第71表ノ5 市街庄戸税割負担額（州・庁）

（大正10年訓令第143号改正）
内務局　 第71表ノ6 市街庄税滞納処分（州・庁）

（大正10年訓令第143号改正）
内務局　 第71表ノ7

（大正10年訓令第143号改正）
内務局　 第71表ノ8 市（街庄）（市街庄組合）（街庄組合）歳入出当初予算（決算）

（州・庁）
（大正10年訓令第143号改正）

内務局　 第71表ノ9 市（街庄）（市街庄組合）（街庄組合）歳入出予算追加更正ニ依ル
増減（州・庁）

（大正10年訓令第143号改正）
内務局 第72表 （何）専門学校・高等学校（各学校）

（大正12年訓令第35号改正）
内務局 第73表 （何）師範学校（師範学校）

（大正12年訓令第35号改正）
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内務局 第74表 中学校（州）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第75表 高等女学校（州）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第76表 実業学校（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第77表 小学校（公学校）職員（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第78表 小学校（公学校）職員異動（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第79表 小学校（公学校）教員俸給（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第80表 小学校（公学校）教員俸給（州・庁） *第79表とは内容別
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第81表 公立学校教員住宅（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第82表 小学校（公学校）授業料（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第83表 官（公）立学校長及正教員在職年数（州・庁・各学校）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第84表 学校医（州・庁・各学校）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第85表 公学費（州・庁・各学校・図書館）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第86表 公学資産（州・庁・各学校）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第87表 官立、公立学校収支（州・各学校）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表 小学校（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ2 公学校（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ3 小学校（公学校）児童異動（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ4 小学校（公学校）学級（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ5 加設科目ヲ課スル小学校（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ6 闕除科目ニ関スル公学校（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ7 二部教授施行ノ公（私）立小学校（公学校）（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ8 小学校（公学校）児童卒業後ノ状況（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ9　　 内地人学齢児童（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ10 本島人学齢児童（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ11 学齢児童中盲者及聾唖者（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ12 （何）学校生徒（児童）年齢（州・庁・各学校）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ13 各種学校（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ14 盲唖学校（州・庁）
（大正12年訓令第35号改正）

内務局 第88表ノ15 （何）学校（何科）生徒（児童）身体検査（男・女）（州・庁・各学校）
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（大正12年訓令第35号改正）
内務局 第88表ノ16 （何）学校生徒（児童）身体検査単名票（州・庁・各学校）

（大正12年訓令第35号改正）
内務局 第88表ノ17 書房（州・庁）

（大正12年訓令第35号改正）
内務局 第88表ノ18 公（私）立幼稚園（州・庁）

（大正12年訓令第35号改正）
内務局 第88表ノ19 （何）図書館（州・庁・図書館）

（大正12年訓令第35号改正）
内務局 第88表ノ20 巡回書庫（図書館）

（大正12年訓令第35号改正）
財務局 第88表ノ21 現員現給額（府内各部局・法院・検察局・州・庁・所属官署・

各学校）
（大正11年訓令第113号改正）

逓信局 第89表 船舶異動（州・庁）
逓信局 第90表 　 漂流物及沈没品（州・庁）
殖産局 第91表 田畑面積（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第92表 農業戸口（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第93表ノ2 農産物（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第93表ノ2 蔬菜（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第94表 香花農作物（台北州）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第95表 茶畑、桑畑及木藍畑（州・庁）
殖産局 第96表 緑肥作物（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第96表ノ2 肥料（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第97表 果実（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第98表 家禽（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第99表 牧場（州・庁）
殖産局 第100表 家畜（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正・同第225号改正）
殖産局 第101表 家畜ノ生産（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第102表 家畜ノ死亡（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正・同第225号改正）
第103表 （大正11年訓令第84号削除）

殖産局 第104表 屠畜（州・庁）
殖産局 第105表 牛乳（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第106表 牛畜市場（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第106表ノ2 養蚕（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第107表 甘蔗ノ作付及見込収穫（州・庁）
殖産局 第108表 甘蔗ノ収穫（州・庁）
殖産局 第108表ノ2 民営苗圃（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第108表ノ3 森林収入（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第108表ノ4 薪炭生産及消費（州・庁）
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（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第108表ノ5 私設鉄道及軌道用枕木使用区分（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第108表ノ6 坑道及隧道用杭木使用区分（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第108表ノ7 木材産出（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第108表ノ8 竹材、筍及籜（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正・大正12年訓令第110号改正）
殖産局 第108表ノ9 籘産出（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第108表ノ10 林業者及製材業者（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第108表ノ11 林野面積（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第108表ノ12 民行造林（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第108表ノ13 森林伐採面積（州・庁）

（大正12年訓令第110号改正）
殖産局 第108表ノ14 森林伐採（州・庁）

（大正12年訓令第110号改正）
殖産局 第109表 石炭及骸炭消費（州・庁）
殖産局 第110表 会社票（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第111表 組合（州・庁）
殖産局 第112表 市場（州・庁）
殖産局 第113表 工場票（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第114表 磚瓦類及陶磁器（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第115表 鐵工（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第116表 藍（州・庁）
殖産局 第117表 石灰及肥料（州・庁）
殖産局 第118表 油及油槽（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第119表 染色（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第120表 パルプ及紙（州・庁）
殖産局 第121表 蓪草紙（州・庁）
殖産局 第122表 金銀紙及線香（州・庁）
殖産局 第123表 皮革（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第124表 木製品（州・庁）
殖産局 第125表 藺蓆（州・庁）
殖産局 第126表 竹細工及籐細工（州・庁）
殖産局 第127表 籾摺及精米（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第128表 製粉（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第129表 麺類（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第130表 醤油及味噌（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第131表 蜜餞及缶詰（州・庁）

第132表 （大正11年訓令第203号削除）
殖産局 第133表 飴（州・庁）
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州
州
庁

庁

殖産局 第134表 粗製茶（ （州・庁）
殖産局 第135表 再製茶（ （州・庁）
殖産局 第136表 帽子（州・ （州・庁）
殖産局 第137表 靴及草履（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正）
殖産局 第138表 機織（州・ （州・庁）
殖産局 第138表ノ2 各種物産（州・庁）

（大正11年訓令第102号改正・大正12年訓令第110号改正）
殖産局 第138表ノ3 金銀細工（州・庁）

（大正12年訓令第110号改正）
殖産局 第138表ノ4 歯科医金銀使用高（州・庁）

（大正12年訓令第110号改正）
殖産局 第139表 水産業者（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第140表 漁船及漁具（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第140表ノ2 遭難漁船（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第141表 養殖場面積（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第141表ノ2 養殖収獲物（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第142表 水産漁獲物（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
殖産局 第143表 水産製造物（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
土木局 第143表ノ2 州市街庄土木及営繕工事（州・庁）

（大正12年訓令第110号改正）
警務局 第144表 警部以下懲罰人員（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
警務局 第145表 警察職員平地配置定員竝事故（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
警務局 第146表 警察職員蕃地配置定員竝事故（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
警務局 第147表 警察上褒賞及給助（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
警務局 第147表ノ2 警察官吏勤続年数別人員（州・庁）

（大正10年訓令第126号改正、大正11年訓令第84号改正）
警務局 第147表ノ3 巡査退職（州・庁）

（大正10年訓令第126号改正）
警務局 第148表 警察上ノ死傷（州・庁）
警務局 第149表 警察上救護（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
警務局 第150表 保甲及壮丁団（州・庁）
警務局 第151表 保甲（壮丁団）ノ収入及支出（州・庁）
警務局 第152表 警察取締ニ属スル職業其ノ他（州・庁）

（大正10年訓令第126号改正、大正11年訓令第84号改正）
警務局 第153表 民有銃砲（州・庁）
警務局 第154表 営業銃砲及火薬（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
警務局 第155表 銃猟免状下付人員（州・庁）
警務局 第156表 火災（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
警務局 第157表 犯罪件数（州・庁）

（大正10年訓令第126号改正、大正10年訓令第143号改正）
警務局 第158表 戸口（州・庁）
警務局 第159表 蕃地寄留者（州・庁）
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（大正11年訓令第84号改正）
警務局 第159表ノ2 蕃害（州・庁）

（大正10年訓令第126号改正、大正11年訓令第84号改正）
警務局 第159表ノ3 蕃人殺傷及蕃人相互殺傷(州・庁）

（大正10年訓令第126号改正）
警務局 第160表 蕃人ト物品交換（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
警務局 第161表 蕃人撫育費（州・庁）
警務局 第162表 病類別医院（公医）治療患者（州・庁・医院）

（大正10年訓令第126号改正、大正12年訓令第26号改正）
警務局 第163表 年齢級及病類別医院入院治療患者及死亡者（医院）

（大正10年訓令第126号改正、大正12年訓令第26号改正）
警務局 第164表 年齢級及病類別医院外来治療患者（医院）

（大正10年訓令第126号改正、大正12年訓令第26号改正）
警務局 第164表ノ2 蕃地ニ於ケル患者（州・庁）

（大正10年訓令第126号改正、大正12年訓令第26号改正）
警務局 第165表 種痘人員（州・庁）
警務局 第166表 娼妓検診及治療（州・庁）

（大正10年訓令第126号改正）
警務局 第167表 毒蛇咬傷（州・庁）
警務局 第168表 中毒（州・庁）
警務局 第168表ノ2 狂犬咬傷及狂犬病患者（州・庁）

（大正10年訓令第126号改正）
警務局 第169表 産婆及取扱産児（州・庁）

（大正10年訓令第126号改正）
警務局 第170表 書換及再下付別阿片特許鑑札（州・庁）

第171表 （大正11年訓令第84号削除）
警務局 第172表 年齢別阿片烟膏特許者死亡及廃烟（州・庁）
警務局 第173表 医院（公医）治療阿片癮者（州・庁・医院）
警務局 第173表ノ2 飲食物及其ノ他ノ物品試験成績（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
警務局 第174表 阿片犯罪申告者給与（法院・検察局・州・庁・専売局・税関）
警務局 第175表 蕃社戸口（州・庁）

（大正11年訓令第84号改正）
法務部 第176表 民事仮差押及仮処分（法院）
法務部 第177表 民事再審事件（法院）
法務部 第178表 民事抗告事件（高等法院）
法務部 第179表 民事共助事件（法院）
法務部 第180表 執達事件（地方法院）
法務部 第181表 確定日附件数（地方法院）
法務部 第182表 執行事件（地方法院）
法務部 第183表 和解事件（地方法院）
法務部 罪名別刑事第一審件数（地方法院検察局）
法務部 第185表 刑事再審事件（高等法院検察局）
法務部 第186表 罪名別刑事第二審件数（高等法院検察局）
法務部 第187表 罪名別刑事第三審件数（高等法院検察局）
法務部 第188表 高等法院覆審部刑事抗告事件（高等法院検察局）
法務部 第189表 高等法院上告部刑事抗告事件（高等法院検察局）
法務部 第190表 非常抗告事件（高等法院検察局）
法務部 第191表 刑事共助事件（法院・検察局）
法務部 第192表 徴収金処分（検察局）
法務部 第193表 高等法院検察官処分事件（高等法院検察局）
法務部 第194表 刑ノ執行猶予結果（検察局）
法務部 第195表 公訴附帯私訴事件（法院）
法務部 第196表 破産事件（地方法院）
法務部 第197表 価格別土地売買及質権抵当権設定登記件数（地方法院）

（大正12年訓令第15号改正）
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法務部 第198表 非訟事件（地方法院）
法務部 第199表 相続未定地整理事件（地方法院）
法務部 民事争訟調停執行事務（州・庁）
法務部 第201表 監獄職員ノ勤続年数（監獄）
法務部 第202表 監獄職員ノ懲戒（監獄）
法務部 第203表 在監者ノ賞罰（監獄）
法務部 第204表 作業人員（監獄）
法務部 第205表 病監治療人員（監獄）
法務部 第206表 就学人員（監獄）
法務部 第207表 出監時ニ於ケル教育ノ成績（監獄）
法務部 第208表 在監者ノ事犯及懲罰（監獄）
法務部 第209表 在監者ノ懲罰度数（監獄）
法務部 第210表 作業延人員及工銭（監獄）
法務部 第211表 作業ノ収支（監獄）
法務部 第212表 新受刑者ノ罪名及入監時年齢（監獄）

（大正12年訓令第103号改正）
法務部 第213表 新受刑者ノ罪名及犯数（監獄）

（大正12年訓令第103号改正）
法務部 第214表 新受刑者ノ罪名及入監度数（監獄）

（大正12年訓令第103号改正）
法務部 第215表 新受刑者ノ罪名及出生区分竝資産（監獄）

（大正12年訓令第103号改正）
法務部 第216表 新受刑者ノ罪名及教育竝宗教（監獄）

（大正12年訓令第103号改正）
法務部 第217表 新受刑者ノ罪名及飲酒竝阿片吸食嗜好ノ有無（監獄）

（大正12年訓令第103号改正）
法務部 第218表 新受刑者ノ罪名及職業（監獄）

（大正12年訓令第103号改正）
法務部 第219表 新受刑者中再度以上受刑セシ者ノ前罪ト後罪トノ関係（監獄）

（大正12年訓令第103号改正）
法務部 第220表 新受刑者中再度以上受刑セシ者ノ出監後再犯ニ至ル期間（監

獄）
（大正12年訓令第103号改正）

法務部 第221表 受刑者出入監時体量（監獄）
（大正12年訓令第103号改正）

法務部 第222表 留置者ノ罪名及留置期間（監獄）
（大正12年訓令第103号改正）

法務部 第223表 罹病者ノ病名（監獄）
（大正12年訓令第103号改正）

法務部 第224表 指紋原紙及氏名索引取扱数（監獄）
（大正12年訓令第103号改正）

法務部 第225表 指紋ニ依ル前科発見（監獄）
（大正12年訓令第103号改正）

記表ノ部　「年報」　（終）
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台湾総督府報告例（昭和7年12月27日訓令第85号改正）昭和8年3月31日現在
（追録第1号による）注）

＊底本は加除部分のみ収載につき、目次 は第68表から第407
　まで。但し本文に第42表（全）（法務課主管）あり。

台本＝台湾総督府報告例（昭和6年4月17日 訓令第27号別冊）　〔昭和6年7月1日現在〕　
　　　　　注）追録第2号（昭和8年9月10日現在　本追録ハ昭和8年

「記表ノ部」　「年報ノ部」 9月10日訓令第64号ニ依リ改正セラレシ分全部ナリ）

調査課 第68表 私設鉄道死傷人員（交通局）
調査課 第69表 私設軌道線路及台車数（交通局）
調査課 第70表 私設軌道運輸数量及収入（交通局）
調査課 第71表 私設軌道死傷人員（交通局）
調査課 第72表 港湾（交通局・州・庁）　
調査課 第73表 郵便、電信及電話局所其ノ他（交通局）
調査課 第74表 郵便線路（交通局）
調査課 第75表 地方別総数（本島人）内国（外国）通常郵便物地方別（月別）総数

（本島人）内国（外国）小包郵便物（交通局）
調査課 第76表 月別総数内国（外国）通常郵便物（交通局）
調査課 第77表 地方別（月別）集金郵便口数（交通局）
調査課 第78表 地方別（月別）内地台湾間発著小包郵便物（交通局）
調査課 第79表 地方別（月別）総数（本島人）郵便為替（交通局）
調査課 第80表 条約地別外国郵便為替（交通局）
調査課 第81表 地方別（職業別）郵便貯金（交通局）
調査課 第82表 金額階級別郵便貯金（交通局）
調査課 第83表 地方別（月別）総数（本島人）郵便貯金預払（交通局）
調査課 第84表 地方別（職業別）郵便振替貯金口座受払（交通局）
調査課 第85表 地方別（月別）総数（本島人）郵便振替貯金（交通局）
調査課 第86表 簡易生命保険（交通局）
調査課 第87表 郵便年金（交通局）
調査課 第88表 電信線路及線條（交通局）
調査課 第89表 地方別（月別）総数（本島人）発著電報（交通局）
調査課 第90表 電話線路及線條（交通局）
調査課 第91表 電話加入者及電話機械数（交通局）
調査課 第92表 電話発信通話数（交通局）
調査課 第93表 船籍（交通局）
調査課 第94表 船籍異動（交通局）
調査課 第95表 船舶遭難（交通局）
調査課 第96表 命令航路船舶乗客及貨物（交通局）
調査課 第97表 技能者養成機関（交通局）
調査課 第98表 海技免状受有者（交通局）
調査課 第99表 年金及恩給受領口数竝ニ金額（交通局）
調査課 第100表 電燈（交通局）
調査課 第101表 電扇（交通局）
調査課 第102表 電力（交通局）
調査課 第103表 原料阿片 （専売局）
調査課 第104表 製塩業者 （専売局）
調査課 第105表 食塩収納 （専売局）
調査課 第106表 月別塩生産額（専売局）
調査課 第107表 食塩売渡（専売局）
調査課 第108表 月末保管塩（専売局）
調査課 第109表 塩ノ用途別消費額（専売局）
調査課 第110表 粗製樟脳、樟脳油及芳樟油産額（専売局）
調査課 第111表 粗製樟脳収納（専売局）
調査課 第112表 樟脳油及芳樟油収納竝ニ売下（専売局）
調査課 第113表 樟脳、樟脳油及芳樟油賠償金額（専売局）
調査課 第114表 樟脳製造（専売局）
調査課 第115表 樟脳油及芳樟油再製（専売局）
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調査課 第116表 樟脳売渡数量及価額（専売局）
調査課 第117表 樟脳副産物売渡数量及価額（専売局）
調査課 第118表 芳油売渡数量及価額（専売局）
調査課 第119表 香水販売数量及価額（専売局）
調査課 第120表 葉煙草耕作及収納(専売局）
調査課 第121表 葉煙草受払数量(専売局）
調査課 第122表 葉煙草受払価額(専売局）
調査課 第123表 製造煙草受払数量（専売局）
調査課 第124表 製造煙草受払価額（専売局）
調査課 第125表 製酒原料（専売局）
調査課 第126表 本島産酒類受払（専売局）
調査課 第127表 内外国産酒類受払（専売局）
調査課 第128表 輸出入品価額（税関）
調査課 第129表 国別輸出（入）品価額（税関）
調査課 第130表 月別輸（移）出（入）品価額（税関）
調査課 第131表 品目別輸（移）出（入）品数量及価額（税関）
調査課 第132表 仕向地及仕出地別移出入品価額（税関）
調査課 第133表 輸（移）出入金銀価額（税関）
調査課 第134表 関税、噸税及諸収入（税関）
調査課 第135表 外国貿易ニ関スル国籍別出（入）港汽船（帆船）（税関）
調査課 第136表 内地貿易ニ関スル出（入）港船舶（税関）
調査課 第137表 国籍、積載船舶別輸出入貨物開港出入価額（税関）
調査課 第138表 警察官及司獄官練習所教員竝ニ練習生ノ現況及異動（警察官

及司獄官練習所）
調査課 第139表 細菌学的予防治療品生産額（中央研究所）
調査課・ 第140表 公設職業紹介所（州・庁）
文教局
総務局 第141表 道路及橋梁（州・庁）
調査課 第142表 道路ノ修築（交通局・州・庁）
調査課 第143表 港湾出入船舶及貨物（州・庁）
調査課 第144表 内地人（朝鮮人）台湾渡帰航者（州・庁）
調査課 第145表 内地人（朝鮮人）外国渡帰航者（州・庁）
調査課 第146表 本島人内地渡帰航者（州・庁）
調査課 第147表 本島人外国渡帰航者（州・庁）
調査課 第148表 外国人台湾渡帰航者（州・庁）
調査課 第149表 新聞紙ノ配布（州・庁）
調査課 第150表 雑誌ノ配布（州・庁）
調査課 第151表 警察職員（州・庁）
調査課 第152表 獣医及蹄鉄工（州・庁）
調査課 第153表 医院（州・庁）
調査課 第154表 自動車運転手（州・庁）
調査課 第155表 荷車台数 （大学・州・庁）
営繕課・ 第156表 州（庁）市街庄土木（営繕）工事　（州・庁）
内務局
内務局 第157表 職員現員（州・庁）
内務局 第158表 紳章付与人員（州・庁）
内務局 第159表 市、街庄協議会員ノ職業（州・庁）
内務局 第160表 市街庄税率（州・庁）
内務局 第161表 市街庄戸税割負担額（州・庁）
内務局 第162表 市街庄税滞納処分（州・庁）
内務局 第163表 州（庁地方費）、市、街庄有財産　（州・庁）
内務局 第164表 市（街庄）（市、街庄組合）（街庄組合）歳入出当初予算（州・庁）
内務局 第165表 市（街庄）（市、街庄組合）（街庄組合）歳入出決算（州・庁）
内務局 第166表 戸税配賦標準及配賦税額（州・庁）
内務局 第167表 戸税賦課額（州・庁）
内務局 第168表 戸税賦課標準生産額（州・庁）
内務局 第169表 州戸税規則第十條ノ二（庁地方費第十一條ノ二）控除額（州・庁）
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内務局 第170表 州（庁地方費）（市）（街庄）税納税成績（州・庁）
内務局 第171表 公課其ノ他負担額（州・庁）
内務局 第172表 戸数及人口（州・庁）
内務局 第173表 営業税課税標準、税額及納税人員（州・庁）
内務局 第174表 雑種税課税標準、税額及納税人員（州・庁）
内務局 第175表 在郷陸軍軍人（州・庁）
内務局 第176表 水道ノ事務及給水状況竝ニ水質試験（州・庁）
内務局 第177表 水道ノ経常収支竝ニ水管状況（州・庁）
内務局 第178表 小規模水道（州・庁）
文教局 第179表 大学（大学）
文教局 第180表 専門学校（専門学校）
文教局 第181表 高等学校（高等学校）
文教局 第182表 師範学校（師範学校）
文教局 第183表 中学校（州・庁）
文教局 第184表 高等女学校（州・庁）
文教局 第185表 実業学校 （州・庁）
文教局 第186表 実業補習学校（州・庁）
文教局 第187表 小学校（州・庁）
文教局 第188表 公学校（州・庁）
文教局 第189表 小、公学校教員宿舎（州・庁）
文教局 第190表 小、公学校教員俸給（州・庁）
文教局 第191表 小、公学校教員異動（州・庁）
文教局 第192表 近十年間師範学校演習科講習科卒業者ノ在職状況（師範学
文教局 校・州・庁）
文教局 第193表 小、公学校児童年齢（州・庁）
文教局 第194表 小、公学校児童異動（州・庁）
文教局 第195表 小、公学校児童卒業後ノ状況（州・庁）
文教局 第196表 小、公学校授業料（州・庁）
文教局 第197表 実業及加設科目ヲ課スル高等小学校（州・庁）
文教局 第198表 実科及欠除科目ヲ課スル公学校（州・庁）
文教局 第199表 学級別小、公学校（州・庁）
文教局 第200表 公立学校医（州・庁）
文教局 第201表 （何）学校学生（生徒）（児童）身体検査（直轄学校・州・庁）
文教局 第202表 学校職員健康調査（（州・庁）
文教局 第203表 身体検査単名票（直轄学校・州・庁）
文教局 第204表 盲唖学校州・庁）
文教局 第205表 各種学校（州・庁）
文教局 第206表 幼稚園（州・庁）
文教局 第207表 書房（州・庁）
文教局 第208表 内地人学齢児童（州・庁）
文教局 第209表 本島人学齢児童（州・庁）
文教局 第210表 学齢児童中盲者及聾唖者（州・庁）
文教局 第211表 （何）図書館（図書館・州・庁）
文教局 第212表 巡回書庫（図書館・州・庁）
文教局 第213表 博物館（博物館・州・庁）
文教局 第214表 教育ニ関スル歳出及歳入（博物館・直轄学校・図書館・州・庁）
文教局 第215表 教育ニ関スル資産（博物館・直轄学校・図書館・州・庁）
文教局 第216表 年度初メ管内教育概況（師範学校・州・庁）
文教局 第217表 出身地方別学校生徒（直轄学校・州・庁）
文教局 第218表 小、公学校ノ編成状況（州・庁）
文教局 第219表 本島ノ旧慣ニ依ル寺廟、斎堂及神明会（州・庁）
文教局 第220表 寺院、僧侶及信徒（州・庁）
文教局 第221表 教務所、説教所、布教所及信徒（州・庁）
文教局 第222表 窮民救助（州・庁）
文教局 第223表 種類別罹災救助基金（州）
文教局 第224表 行旅病人救護及行旅死亡人取扱（州・庁）
財務局 第225表 現員現給額（府内各局部・法院・検察局・直轄学校・州・庁・其ノ
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他所属官署）
財務局 第226表 一般歳入徴収額（府内各部局・法院・直轄学校・州・庁・其ノ他

　所属官署）
財務局 第227表 一般歳入繰越額（府内各部局・法院・直轄学校・州・庁・其ノ他

　所属官署）
財務局 第228表 間税検査物件場数（州・庁）
財務局 第229表 亡失糖処分高（税関・州・庁）
財務局 第230表 製糖実蹟及歩留（州・庁）
財務局 第231表 第一回甘蔗作付及収穫見込高（州・庁）
財務局 第232表 第二回甘蔗作付及収穫見込高（州・庁）
財務局 第233表 製糖検定高（州・庁）
財務局 第234表 再製糖竝ニ精製糖実蹟及歩留（州・庁）
財務局 第235表 製糖開始及終了見込（州・庁）
財務局 第236表 砂糖持越高（税関・州・庁）
財務局 第237表 製糖引取及移輸出高（税関・州・庁）
財務局 第238表 酒精持越高（州・庁）
財務局 第239表 酒精製造実蹟及歩合（州・庁）
財務局 第240表 酒精税免除高（州・庁）
財務局 第241表 酒精税相当金額下戻及交付高（州・庁）
財務局 第242表 工業用酒精用途別使用高（州・庁）
財務局 第243表 織物消費税課税、免税及交付高（税関・州・庁）
財務局 第244表 骨牌税賦課及免除高（税関・州・庁）
財務局 第245表 輸入原料品使用承認及製品検査高（州・庁）
財務局 第246表 砂糖消費税法犯則者処分（税関・州・庁）
財務局 第247表 台湾酒精令犯則者処分（税関・州・庁）
財務局 第248表 製茶税則犯則者処分（税関・州・庁）
財務局 第249表 織物消費税法犯則者処分（税関・州・庁）
財務局 第250表 骨牌税法犯則者処分（税関・州・庁）
財務局 第251表 印紙税法犯則者処分（税関・州・庁）
財務局 第252表 輸出入品鑑定価格（税関）
財務局 第253表 監吏及監吏補賞罰人員（税関）
財務局 第254表 犯則処分（税関）
財務局 第255表 取扱件数（税関）
殖産局 第256表 バナナ、鳳梨及柑橘類（州・庁）
殖産局 第257表 茶畑（州・庁）
殖産局 第258表 香花農作物（台北州）
殖産局 第259表 田畑面積（州・庁）
殖産局 第260表 農業戸口（州・庁）
殖産局 第261表 農産物（州・庁）
殖産局 第262表 蔬菜（州・庁）
殖産局 第263表 緑肥作物（州・庁）
殖産局 第264表 肥料（州・庁）
殖産局 第265表 龍眼、□仔〔マンゴー〕其ノ他（州・庁）
殖産局 第266表 家禽（州・庁）
殖産局 第267表 牧場（州・庁）
殖産局 第268表 家畜（州・庁）
殖産局 第269表 家畜ノ生産（州・庁）
殖産局 第270表 家畜ノ死亡（州・庁）
殖産局 第271表 屠畜（州・庁）
殖産局 第272表 牛乳（州・庁）
殖産局 第273表 牛畜市場（（州・庁）
殖産局 第274表 粗製茶（州・庁）
殖産局 第275表 再製茶（州・庁）
殖産局 第276表 会社票（州・庁）
殖産局 第277表 組合（州・庁）
殖産局 第278表 消費市場（州・庁）
殖産局 第279表 煉瓦及瓦（州・庁）
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殖産局 第280表 陶磁器（州・庁）
殖産局 第281表 鐵工（州・庁）
殖産局 第282表 木藍畑及藍（州・庁）
殖産局 第283表 石灰（州・庁）
殖産局 第284表 肥料（州・庁）
殖産局 第285表 植物性及油粕（州・庁）
殖産局 第286表 染色（州・庁）
殖産局 第287表 紙（州・庁）
殖産局 第288表 蓪草紙（州・庁）
殖産局 第289表 金銀紙及線香（州・庁）
殖産局 第290表 製革（州・庁）
殖産局 第291表 木製品（州・庁）
殖産局 第292表 下駄及草履（州・庁）
殖産局 第293表 藺蓆（州・庁）
殖産局 第294表 竹細工（州・庁）
殖産局 第295表 籐細工（州・庁）
殖産局 第296表 籾摺及精米（州・庁）
殖産局 第297表 穀粉（州・庁）
殖産局 第298表 澱粉（州・庁）
殖産局 第299表 麺類（州・庁）
殖産局 第300表 醤油及味噌（州・庁）
殖産局 第301表 蜜餞及缶詰（州・庁）
殖産局 第302表 菓子類（州・庁）
殖産局 第303表 帽子（州・庁）
殖産局 第304表 皮革製品 （州・庁）
殖産局 第305表 機織（州・庁）
殖産局 第306表 各種物産（州・庁）
殖産局 第307表 金銀細工及歯科医金銀使用高（州・庁）
殖産局 第308表 林業者（州・庁）
殖産局 第309表 林業就業者賃銀（州・庁）
殖産局 第310表 土地面積（州・庁）
殖産局 第311表 森林蓄積（州・庁）
殖産局 第312表 竹林面積（州・庁）
殖産局 第313表 森林伐採（営林所・専売局・州・庁）
殖産局 第314表 用材需給状況（州・庁）
殖産局 第315表 製材（営林所・州・庁）
殖産局 第316表 竹材、筍及籜生産（州・庁）
殖産局 第317表 薪炭生産及消費（州・庁）
殖産局 第318表 苗圃（営林所・中央研究所・州・庁）
殖産局 第319表 造林（営林所・州・庁）
殖産局 第320表 鉄道及軌道用枕木使用高（営林所・交通局・州・庁）
殖産局 第321表 坑道及隧道用坑木使用高（営林所・交通局・州・庁）
殖産局 第322表 森林収入（営林所・専売局・州・庁）
殖産局 第323表 森林副産物（営林所・州・庁）
殖産局 第324表 用材輸移出入（税関）
殖産局 第325表 林野取締管轄区域（州・庁）
殖産局 第326表 石炭並ニ骸炭ノ購入及消費高（交通局・専売局・州・庁）
殖産局 第327表 水産業者（州・庁）
殖産局 第328表 漁船及乗組員（州・庁）
殖産局 第329表 遭難漁船隻数（州・庁）
殖産局 第330表 遭難漁船乗組員（州・庁）
殖産局 第331表 遭難漁船損害高（州・庁）
殖産局 第332表 水産養殖（州・庁）
殖産局 第333表 沿岸漁獲物（州・庁）
殖産局 第334表 遠洋漁業 （州・庁）
殖産局 第335表 水産製造物（州・庁）
警務局 第336表 警部以下懲罰人員（州・庁）
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警務局 第337表 警察職員平地配置定員竝ニ戸口（州・庁）
警務局 第338表 平地巡査配置定員（州・庁）
警務局 第339表 警察職員蕃地配置定員竝ニ戸口（州・庁）
警務局 第340表 蕃地巡査配置定員（州・庁）
警務局 第341表 警察上ノ褒賞、給助及恩給（州・庁）
警務局 第342表 警察職員勤続年数別人員（州・庁）
警務局 第343表 巡査ノ退職（州・庁）
警務局 第344表 警察上ノ死傷人員（州・庁）
警務局 第345表 警察職員年齢別現在員（州・庁）
警務局 第346表 警察職員ノ出身本籍地別現在員（州・庁）
警務局 第347表 警察職員前職別現在員（州・庁）
警務局 第348表 巡査ノ教育程度別現在員（州・庁）
警務局 第349表 巡査ノ種族別現在員（州・庁）
警務局 第350表 警察職員ノ軍籍階級別現在員（州・庁）
警務局 第351表 警察職員ノ兵種別現在員（州・庁）
警務局 第352表 警察職員ノ欠勤其ノ他ノ事故別人員及日数（州・庁）
警務局 第353表 警察職員ノ皆勤竝ニ欠勤其ノ他ノ人員（州・庁）
警務局 第354表 巡査精勤証書受有者（州・庁）
警務局 第355表 警察官部練習生募集状況（警察官司獄官練習所）
警務局 第356表 採用巡査ノ教育程度（警察官司獄官練習所・州・庁）
警務局 第357表 警察官部練習生異動（警察官司獄官練習所）
警務局 第358表 巡査助長事務援助時間（州・庁）
警務局 第359表 警察ニ関スル主要設備（州・庁）
警務局 第360表 警察上救護（州・長）
警務局 第361表 保甲及壮丁団（州・庁）
警務局 第362表 保甲（壮丁団）ノ収入及支出（州・庁）
警務局 第363表 保安警察上取締営業者数（州・庁）
警務局 第364表 民有銃砲（州・長）
警務局 第365表 営業銃砲及火薬（州・庁）
警務局 第366表 銃猟免状下付人員（州・庁）
警務局 第367表 火災（州・庁）
警務局 第368表 消防組及組員数（州・庁）
警務局 第369表 消防組主要機械器具（州・庁）
警務局 第370表 壮丁団消防機械器具（州・庁）
警務局 第371表 水防組及組員数（州・庁）
警務局 第372表 水防組機械器具（州・庁）
警務局 第373表 壮丁団水防機械器具（州・庁）
警務局 第374表 犯罪件数（州・庁）
総務局 第375表 戸口（州・庁）
警務局 第376表 蕃地寄留者（州・庁）
警務局 第377表 蕃地機関ノ新設竝ニ改廃（州・庁）
警務局 第378表 蕃地事業（州・庁）
警務局 第379表 蕃地道路開鑿、改修及補修（州・庁）
警務局 第380表 討伐、捜索及警戒（州・庁）
警務局 第381表 蕃人ノ帰順及離反（州・庁）
警務局 第382表 蕃人隠匿銃器弾薬見込数量（州・庁）
警務局 第383表 蕃人ノ懲罰（州・庁）
警務局 第384表 蕃人ノ混住者（州・庁）
警務局 第385表 蕃人ノ労力（州・庁）
警務局 第386表 蕃人ノ所有スル土地（州・庁）
警務局 第387表 蕃地ニ於ケル家畜（州・庁）
警務局 第388表 蕃人ノ耕作地及農産物（州・庁）
警務局 第389表 蕃地ニ於ケル甘蔗ノ収穫（州・庁）
警務局 第390表 蕃人貸与銃ニ依ル狩猟（州・庁）
警務局 第391表 蕃人国語普及状況（州・庁）
警務局 第392表 蕃人ノ教化（州・庁）
警務局 第393表 教育所教育担当者及同補助者異動（州・庁）
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警務局 第394表 蕃人学齢児童（州・庁）
警務局 第395表 教育所児童異動（州・庁）
警務局 第396表 教育所学年末成績（州・庁）
警務局 第397表 教育所其ノ他出身者状況（州・庁）
警務局 第398表 蕃人ノ上級学校在学及卒業（州・庁）
警務局 第399表 蕃人ト物品交換（州・庁）
警務局 第400表 交易所及交換所別交易額竝ニ密交換（州・庁）
警務局 第401表 蕃人ノ租税及公課（州・庁）
警務局 第402表 蕃人ノ貯蓄（州・庁）
警務局 第403表 蕃社戸口（州・庁）
警務局 第404表 蕃地ニ於ケル患者（州・庁）
警務局 第405表 衛生警察上取締諸営業者数其ノ他（州・庁）
警務局 第406表 病類別医院（公医）治療患者（医院・療養所・州・庁）
警務局 第407表 年齢級及病類別医院入院治療患者及死亡者（医院・療養所）

（終）

62



台湾総督府報告例（昭和17年6月5日訓令第72号改正）昭和17年6月5日現在
（追録第32号による）

台本＝台湾総督府報告例（昭和6年4月17日 訓令第27号別冊）　〔昭和6年7月1日現在〕

「記表ノ部」　「年報ノ部」

人事課 第1表 褒賞（州・庁）
法務局 第2表 民事再審事件（法院）
法務局 第3表 民事抗告事件（法院）
法務局 第4表 民事共助事件（地方法院）
法務局 第5表 確定日附件数（地方法院）
法務局 第6表 和解事件（地方法院）
法務局 第7表 罪名別刑事略式事件（地方法院検察局）
法務局 第8表 罪名別刑事第一審事件（地方法院検察局）
法務局 第9表 法院別刑事再審事件（検察局）
法務局 第10表 罪名別刑事再審事件（検察局）
法務局 第11表 罪名別刑事控訴事件（検察局）
法務局 第12表 罪名別刑事上告事件（高等法院検察局）
法務局 第13表 非常上告事件（高等法院検察局）
法務局 第14表 刑事共助事件（法院・検察局）
法務局 第15表 徴収金成績（検察局）
法務局 第16表 不起訴処分ニ対スル抗告事件其ノ他（高等法院検察局）
法務局 第17表 刑ノ執行猶予ノ結果（検察局）
法務局 第18表 公訴附帯私訴事件（法院）
法務局 第19表 破産事件（地方法院）

第20表 　削除
法務局 第21表 相続未定地整理事件（地方法院）
法務局 第22表 金銭供託件数（供託局）
法務局 第23表 金銭供託金額（供託局）
法務局 第24表 有価証券供託件数（供託局）
法務局 第25表 有価証券供託券面額及枚数（供託局）
法務局 第26表 民事訴訟調停執行事務（州・庁）
法務局 第27表 刑務所職員ノ勤続年数（刑務所）
法務局 第28表 刑務所職員ノ懲戒（刑務所）

第29表 　削除
第30表 　削除
第31表 　削除

法務局 第32表 収容者就学人員（刑務所）
法務局 第33表 収容者ノ退学時ニ於ケル教育ノ程度別人員（刑務所）
法務局 第34表 収容者ノ事犯及懲罰（刑務所）
法務局 第35表 収容者ノ懲罰度数別人員（刑務所）
法務局 第36表 作業延人員及工銭（刑務所）
法務局 第37表 作業ノ収支（刑務所）
法務局 第38表 罪名及入所時年齢級別新受刑者（刑務所）
法務局 第39表 罪名及犯数別新受刑者（刑務所）
法務局 第40表 罪名及入所度数別新受刑者（刑務所）
法務局 第41表 罪名、出生区分、資産及教育別新受刑者（刑務所）
法務局 第42表 罪名及職業別新受刑者（刑務所）
法務局 第43表 犯罪原因別新受刑者（刑務所）
法務局 第44表 新受刑者中再度以上受刑セシ者ノ前罪及後罪別人員(刑務所）
法務局 第45表 新受刑者中再度以上受刑セシ者ノ出所後現犯ニ至ル期間別人

員（刑務所）
法務局 第46表 新受刑者中再度以上受刑セシ者ノ出所後現犯ニ至ル期間竝ニ

前犯ニ付 終ニ執行シタル刑務所別人員（刑務所）
法務局 第47表 受刑者出入所時ノ体量（刑務所）
法務局 第48表 罪名及期間別労役場留置者（刑務所）
法務局 第49表 病名別罹病者（刑務所）
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法務局 第50表 指紋原紙及氏名索引取扱数（刑務所）
法務局 第51表 指紋ニ依ル前科発見人員（刑務所）
法務局 第52表 釈放時保護（刑務所）
法務局 第53表 釈放時ニ於ケル作業賞与金給与人員（刑務所）
企画部 第54表 職員及俸給（官房各課・府内各局部・法院・検察局・直轄学校・

・庁・其ノ他所属官署）
企画部 第55表 官設鉄道線路及用地（営林所・交通局）

第56表 　削除
第57表 　削除

企画部 第58表 官設鉄道運輸数量及収入（営林所）
第59表 　削除
第60表 　削除
第61表 　削除
第62表 　削除
第63表 　削除
第63表ノ2 　削除

企画部 第63表ノ3 局営自動車運輸成績及収入（交通局）
企画部 第64表 私設鉄道線路 （交通局）

第65表 　削除
第66表 　削除

企画部 第67表 私設鉄道運輸数量及収入（交通局）
第68表 　削除

企画部 第69表 私設軌道線路及台車数（交通局）
企画部 第70表 私設軌道運輸数量及収入（交通局）

第71表 　削除
企画部 第72表 港湾（交通局・州・庁）
企画部 第73表 郵便、電信及電話局所其ノ他（交通局）
　 第74表 　削除
企画部 第75表 地方別総数（本島人）内国（外国）通常郵便物地方別（月別）総数

（本島人）内国（外国）小包郵便物（交通局）
第76表 　削除
第77表 　削除
第78表 　削除

企画部 第79表 地方別（月別）総数（本島人）郵便為替（交通局）
企画部 第80表 条約地別外国郵便為替（交通局）
企画部 第81表 地方別（職業別）郵便貯金（交通局）

第82表 　削除
企画部 第83表 地方別（月別）総数（本島人）郵便貯金預払（交通局）
企画部 第84表 月別郵便振替貯金口座受払及現在高（交通局）
企画部 第85表 地方別（月別）総数（本島人）郵便振替貯金（交通局）
企画部 第86表 簡易生命保険（交通局）
企画部 第87表 郵便年金（交通局）
企画部 第88表 電信線路及線條（交通局）
企画部 第88表ノ2 有線電信回線能力（交通局）
企画部 第88表ノ3 有線電信（電話）予備機材在庫数（交通局）
企画部 第88表ノ4 職務別有線電信有技者（交通局）
企画部 第88表ノ5 陸上無線電信局所（交通局）
企画部 第88表ノ6 船舶無線電信局所（交通局）
企画部 第88表ノ7 局所別無線電信有技者（交通局）
企画部 第88表ノ8 放送無線電話（交通局）
企画部 第88表ノ9 水先免状受有者（交通局）
企画部 第89表 地方別（月別）総数（本島人）発著電報（交通局）
企画部 第90表 電話線路及線條（交通局）
企画部 第91表 電話加入者及電話機械数（交通局）

第92表 　削除
企画部 第93表 船籍（交通局）
企画部 第94表 船籍異動（交通局）
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企画部 第95表 船舶遭難（交通局）
企画部 第96表 命令航路船舶、船客及貨物（交通局）
企画部 第97表 技能者養成機関（交通局）
企画部 第98表 海技免状受有者（交通局）

第98表ノ2 　削除
第98表ノ3 　削除

企画部 第98表ノ4 構造及等級別航路標識（交通局）
第98表ノ5 　削除
第98表ノ6 　削除

企画部 第99表 年金及恩給受領口数竝ニ金額（交通局）
企画部 第100表 電燈（交通局）
企画部 第101表 電扇（交通局）
企画部 第102表 電力及電熱（交通局）
企画部 第102表ノ2 瓦斯事業（交通局）
企画部 第103表 原料阿片（専売局）
企画部 第104表 製塩業者（専売局）　
企画部 第105表 食塩収納（専売局）
企画部 第106表 月別塩生産額（専売局）
企画部 第106表ノ2　 塩田面積及所有者（専売局）
企画部 第107表 食塩売渡（専売局）　
企画部 第108表 月末保管塩（専売局）
企画部 第109表 塩ノ用途別消費額（専売局）
企画部 第110表 粗製樟脳及樟脳油（専売局）

第111表 　削除
第112表 　削除
第113表 　削除

企画部 第114表 樟脳製造（専売局）
企画部 第115表 本樟油及芳樟油再製（専売局）

第116表 　削除
第117表 　削除
第118表 　削除
第119表 　削除

企画部 第120表 葉煙草耕作及収納(専売局）
企画部 第121表 葉煙草受払数量(専売局）
企画部 第122表 葉煙草受払価額(専売局）
企画部 第123表 製造煙草受払数量（専売局）
企画部 第124表 製造煙草受払価額（専売局）
企画部 第125表 製酒原料（専売局）
企画部 第126表 本島産酒類受払（専売局）
企画部 第127表 内外国産酒類受払（専売局）
企画部 第127表ノ2 　削除

第128表 　削除
第129表 　削除
第130表 　削除
第131表 　削除
第132表 　削除
第133表 　削除
第134表 　削除
第135表 　削除
第136表 　削除
第137表 　削除

警務局 第138表 警察官及司獄官練習所教員竝ニ練習生（警察官及司獄官練習
所）

第138表ノ2 　削除
企画部 第139表 細菌学的予防治療品生産額（熱帯医学研究所）

第140表 　削除
企画部 第141表 道路及橋梁（州・庁）
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第142表 　削除
企画部 第143表 港湾出入船舶及貨物（州・庁）
企画部 第144表 内地人（朝鮮人）台湾渡帰航者（州・庁）
企画部 第145表 内地人（朝鮮人）外国渡帰航者（州・庁）
企画部 第146表 本島人内地渡帰航者（州・庁）
企画部 第147表 本島人外国渡帰航者（州・庁）
企画部 第148表 外国人台湾渡帰航者（州・庁）

第149表 　削除
第150表 　削除

企画部・ 第151表 警察職員（州・庁）
警務局
企画部 第152表 獣医及蹄鉄工（州・庁）
企画部 第153表 医院（大学・州・庁）
企画部 第154表 自動車運転手（州・庁）
企画部 第155表 荷車台数（州・庁）
営繕課・ 第156表 州（庁）市街庄土木（営繕）工事　（州・庁）
内務局

第157表 　削除
内務局 第158表 紳章付与人員（州・庁）

第159表 　削除
第159表ノ2 　削除
第159表ノ3 　削除
第159表ノ4 　削除
第159表ノ5 　削除

内務局 第160表 市街庄税率（州・庁）
内務局 第161表 戸税負担額（州・庁）
内務局 第162表 市街庄税滞納処分（（州・庁）
内務局 第163表 州（庁）、市、街庄有財産（州・庁）
内務局 第164表 街庄（市街庄組合）（街庄組合）歳入出当初予算（州・庁）
内務局 第165表 街庄（市街庄組合）（街庄組合）歳入出決算（州・庁）
内務局 第166表 戸税課税標準調査成績生産額（州・庁）
内務局 第167表 戸税課税標準調査成績資産状況（州・庁）
内務局 第168表 台湾地方税規則第六十六條ノ控除額（州・庁）

第169表 　削除
内務局 第170表 州（庁）（市）（街庄）税納税成績（州・庁）
内務局 第171表 公課其ノ他負担額（州・庁）

第172表 　削除
内務局 第173表 特別営業税課税標準、税額及納税人員（州・庁）
内務局 第174表 雑種税課税標準、税額及納税人員（州・庁）
内務局 第175表 在郷陸軍軍人（州・庁）
内務局 第176表 水道ノ事務及給水状況竝ニ水質試験（州・庁）
内務局 第177表 水道ノ経常収支竝ニ水管状況（州・庁）
内務局 第178表 小規模水道（州・庁）
文教局 第179表 大学（大学）
文教局 第180表 専門学校（専門学校）
文教局 第181表 高等学校（高等学校）
文教局 第182表 師範学校（師範学校）
文教局 第183表 中学校（州・庁）
文教局 第184表 高等女学校（州・庁）
文教局 第185表 実業学校（州・庁）
文教局 第186表 実業補習学校（州・庁）
文教局 第187表 国民学校（州・庁）

第188表 　削除
文教局 第189表 国民学校職員宿舎（州・庁）
文教局 第190表 国民学校職員俸給（州・庁）
文教局 第191表 国民学校職員異動（州・庁）

第191表ノ2 　削除
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第192表 　削除
第193表 　削除

文教局 第194表 国民学校児童異動（州・庁）
文教局 第195表 国民学校児童修了後ノ状況（州・庁）
文教局 第196表 国民学校授業料（州・庁）

第197表 　削除
第198表 　削除
第199表 　削除

文教局 第200表 学校、幼稚園衛生職員（直轄学校・州・庁）
文教局 第201表 （何）学校学生（生徒）（児童）身体検査（種族）（男・女）（直轄学

校・州・庁）
第202表 　削除

文教局 第203表 身体検査単名票（直轄学校・州・庁）
文教局 第204表 盲唖学校（州・庁）
文教局 第205表 各種学校（州・庁）
文教局 第206表 幼稚園（州・庁）

第207表 　削除
文教局 第208表 学齢児童（州・庁）

第209表 　削除
文教局 第210表 学齢児童中盲者及聾唖者（州・庁）
文教局 第211表 （何）図書館（図書館・州・庁）

第212表 　削除
文教局 第213表 博物館（博物館・州・庁）
文教局 第214表 教育ニ関スル歳出及歳入（博物館・直轄学校・図書館・州・庁）
文教局 第215表 教育ニ関スル資産（博物館・直轄学校・図書館・州・庁）
文教局 第216表 大学年度初職員及学生、生徒（大学）
文教局 第216表ノ2　 専門学校年度初職員、学級及生徒（専門学校）
文教局 第216表ノ3　 高等学校年度初職員、学級及生徒（高等学校）
文教局 第216表ノ4　 師範学校年度初職員、学級及生徒（師範学校）
文教局 第216表ノ5　 （何）中学校年度初職員、学級及生徒（州・庁）
文教局 第216表ノ6　 （何）高等女学校年度初職員、学級及生徒（州・庁）
文教局 第126表ノ7　 （何）農（工）（商）学校年度初職員、学級及生徒（州・庁）
文教局 第216表ノ8 年度初管内教育概況（師範学校・州・庁）

第217表 　削除
第218表 　削除

文教局 第219表 本島ノ旧慣ニ依ル寺廟、斎堂及神明会（州・庁）
文教局 第220表 寺院、僧侶及信徒（州・庁）
文教局 第220表ノ1　 神社及社（州・庁）
文教局 第221表 教務所、説教所、布教所及信徒（州・庁）
文教局 第222表 窮民救助（州・庁）
文教局 第223表 種類別罹災救助基金（州・庁）
文教局 第224表 行旅病人救護及行旅死亡人取扱（州・庁）

第225表 　削除
財務局 第226表 一般歳入徴収額（府内各部局・法院・直轄学校・州・庁・其ノ他

　所属官署）
財務局 第227表 一般歳入繰越額（府内各部局・法院・直轄学校・州・庁・其ノ他

　所属官署）
財務局 第227表ノ2　 国税納税成績（州・庁）
財務局 第228表 間税検査物件場数（州・庁）
財務局 第229表 亡失糖処分高（税関・州・庁）
財務局 第230表 製糖実績及歩留（州・庁）
財務局 第231表 第一回甘蔗作付及収穫見込高（州・庁）
財務局 第232表 第二回甘蔗作付及収穫見込高（州・庁）
財務局 第233表 製糖検定高（州・庁）
財務局 第234表 再製糖竝ニ精製糖実績及歩留（州・庁）
財務局 第235表 製糖開始及終了見込（州・庁）
財務局 第236表 砂糖持越高（税関・州・庁）
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財務局 第237表 製糖引取及移輸出高（税関・州・庁）
財務局 第238表 酒精持越高（州・庁）
財務局 第239表 酒精製造実績及歩合（州・庁）
財務局 第240表 酒精税免除高（州・庁）
財務局 第241表 酒精税相当金額下戻及交付高（州・庁）
財務局 第242表 工業用酒精用途別使用高（州・庁）
財務局 第243表 織物消費税課税、免税及交付高（税関・州・庁）
財務局 第244表 骨牌税賦課及免除高（税関・州・庁）
財務局 第245表 輸入原料品使用承認及製品検査高（州・庁）
財務局 第246表 間接国税犯則者処分（税関・州・庁）
財務局 第247表 非課税揮発油製造高（税関・州・庁）

第248表 　削除
第249表 　削除
第250表 　削除
第251表 　削除

財務局 第252表 輸出入品鑑定価額（税関）
財務局 第253表 監吏及監吏補賞罰人員（税関）
財務局 第254表 犯則処分（税関）
財務局 第255表 取扱件数（税関）

第255表ノ2 　削除
財務局 第255表ノ3　 輸出入通過阿片及麻薬類（税関）
財務局 第255表ノ4　 輸出入品竝ニ金銀価額（税関）
殖産局 第256表 バナナ、パイン及柑橘類（州・庁）
殖産局 第257表 茶畑（州・庁）
殖産局 第258表 香花農作物（台北州）
殖産局 第259表 田畑面積（州・庁）
殖産局 第260表 農業戸口（州・庁）
殖産局 第261表 農産物（州・庁）
殖産局 第261表ノ2 農業倉庫（州・庁）
殖産局 第262表 蔬菜（州・庁）
殖産局 第263表 緑肥作物（州・庁）
殖産局 第264表 肥料（州・庁）
殖産局 第265表 龍眼、□仔〔マンゴー〕其ノ他（州・庁）
殖産局 第266表 家禽（州・庁）
殖産局 第267表 牧場（州・庁）
殖産局 第268表 家畜（州・庁）
殖産局 第269表 家畜ノ生産（州・庁）
殖産局 第270表 家畜ノ死亡（州・庁）
殖産局 第271表 屠畜（州・庁）
殖産局 第272表 牛乳及生皮（州・庁）
殖産局 第273表 牛畜市場（州・庁）
殖産局 第273表ノ2 野蚕（州・庁）
殖産局 第274表 粗製茶（州・庁）
殖産局 第275表 再製茶（州・庁）
殖産局 第276表 会社票（州・庁）
殖産局 第277表 組合（州・庁）
殖産局 第278表 消費市場（州・庁）
殖産局 第279表 煉瓦及瓦（州・庁）
殖産局 第280表 陶磁器（州・庁）
殖産局 第281表 金属製品（州・庁）
殖産局 第282表 機械器具（州・庁）
殖産局 第283表 石灰（州・庁）
殖産局 第284表 肥料（州・庁）
殖産局 第285表 植物性及油粕（州・庁）
殖産局 第286表 染色（州・庁）
殖産局 第287表 紙（州・庁）

第288表 　削除
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第289表 　削除
殖産局 第290表 製革（州・庁）
殖産局 第291表 木製品（州・庁）
殖産局 第292表 履物（州・庁）
殖産局 第293表 藺蓆（州・庁）
殖産局 第293表ノ2 藁製品（州・庁）
殖産局 第294表 竹細工（州・庁）
殖産局 第295表 籐細工（州・庁）

第296表 　削除
第296表ノ2 　削除 ＊本文では第297表とあるが、ミスプリ

殖産局 第297表 穀粉（州・庁）
殖産局 第298表 澱粉（州・庁）
殖産局 第299表 麺類（州・庁）
殖産局 第300表 醤油及味噌（州・庁）
殖産局 第301表 缶詰（州・庁）
殖産局 第302表 蜜餞及菓子類（州・庁）
殖産局 第302表ノ2 清涼飲料水（州・庁）
殖産局 第302表ノ3 豚肉加工品（州・庁）
殖産局 第303表 帽子（州・庁）
殖産局 第304表 皮革製品（州・庁）
殖産局 第305表 機織（州・庁）
殖産局 第306表 各種工産物（州・庁）

第307表 　削除
殖産局 第307表ノ2 工業生産総額（州・庁）
殖産局 第308表 林業者（州・庁）

第309表 　削除
殖産局 第310表 土地面積（州・庁）
殖産局 第311表 森林蓄積（州・庁）
殖産局 第312表 竹林面積竝ニ蓄積（州・庁）
殖産局 第313表 森林伐採（営林所・林業試験所・州・庁）
殖産局 第314表 用材需給状況（州・庁）
殖産局 第315表 製材（営林所・州・庁）
殖産局 第316表 竹材生産（営林所・林業試験所・州・庁）
殖産局 第317表 薪炭生産及消費（州・庁）
殖産局 第318表 苗圃（営林所・林業試験所・州・庁）
殖産局 第319表 造林（営林所・林業試験所・州・庁）
殖産局 第320表 鉄道及軌道用枕木使用高（営林所・交通局・州・庁）
殖産局 第321表 坑木及枕木使用高（営林所・交通局・州・庁）

第322表 　削除
殖産局 第323表 森林副産物（営林所・林業試験所・州・庁）

第324表 　削除
第325表 　削除
第326表 　削除

殖産局 第327表 水産業者（州・庁）
殖産局 第328表 漁船及乗組員（州・庁）
殖産局 第329表 遭難漁船隻数（州・庁）
殖産局 第330表 遭難漁船乗組員（州・庁）
殖産局 第331表 遭難漁船損害高（州・庁）
殖産局 第332表 水産養殖（州・庁）
殖産局 第333表 沿岸漁獲物（州・庁）
殖産局 第334表 遠洋漁業（州・庁）
殖産局 第335表 水産製造物（州・庁）

第336表 　削除
警務局 第337表 平地警察職員配置定員竝ニ戸口（州・庁）

第338表 　削除
警務局 第339表 蕃地警察職員配置定員竝ニ戸口（州・庁）

第340表 　削除
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第341表 　削除
第341表ノ2　　削除

警務局 第342表 警察職員勤続年数別人員（州・庁）
第342表ノ2　　削除
第343表 　削除

警務局 第344表 警察上ノ死傷人員（州・庁）
第345表 　削除
第346表 　削除
第347表 　削除

警務局 第348表 巡査ノ教育程度別現在員（州・庁）
警務局 第349表 巡査及警手ノ種族別現在員（州・庁）
警務局 第350表 警察職員ノ軍籍階級別現在員（州・庁）

第351表 　削除
第351表ノ2　　削除
第352表 　削除
第353表 　削除
第354表 　削除
第354表ノ2　　削除
第355表 　削除
第355表ノ2　　削除

警務局 第356表 採用巡査ノ教育程度（警察官及司獄官練習所・州・庁）
第357表 　削除
第358表 　削除

警務局 第359表 警察ニ関スル主要設備（州・庁）
第360表 　削除

警務局 第360表ノ2　 交通事故（州・庁）
警務局 第360表ノ3　 行政執行法ニ依ル処分（州・庁）
警務局 第360表ノ4　 密売淫検挙人員及健康診断結果（州・庁）
警務局 第360表ノ5　 遺失物及拾得物（州・庁）
警務局 第360表ノ6　 団体ノ費用徴収及寄附金品募集額（州・庁）
警務局 第361表 保甲及壮丁団（州・庁）
警務局 第362表 保甲（壮丁団）ノ収入及支出（州・庁）
警務局 第363表 保安警察上要取締営業其ノ他（州・庁）
警務局 第363表ノ2　 原動機及設置工場（州・庁）
警務局 第364表 民有銃砲（州・庁）
警務局 第365表 営業銃砲及火薬（州・庁）
警務局 第366表 銃猟免状下付人員（州・庁）
警務局 第367表 火災（州・庁）
警務局 第368表 消防組及組員数（州・庁）
警務局 第369表 消防組主要機械器具（州・庁）
警務局 第370表 壮丁団消防機械器具（州・庁）

第371表 　削除
第372表 　削除

警務局 第373表 壮丁団水防機械器具（州・庁）
警務局 第374表 犯罪件数（州・庁）
警務局 第374表ノ2　 正式裁判請求数（州・庁）
警務局 第374表ノ3　 正式裁判結果数（州・庁）
警務局 第374表ノ4　 即決ニ依ル徴収金成績（州・庁）
企画部・ 第375表 本籍、国籍別戸口（州・庁）
警務局

第376表 　削除
警務局 第377表 理蕃関係職員配置状況及理蕃機関ノ新設竝ニ改廃（州・庁）
警務局 第378表 蕃地事業（州・庁）

第379表 　削除
第380表 　削除
第381表 　削除
第382表 高砂族私有銃器弾薬押収提出及残存見込数量（州・庁）
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警務局 第383表 高砂族ノ懲罰（州・庁）
警務局 第384表 高砂族ノ混住者（州・庁）
警務局 第385表 高砂族ノ労力（州・庁）

第386表 　削除
第387表 　削除

警務局 第388表 高砂族ノ農産物（州・庁）
警務局 第388表ノ2　 高砂族ノ消費スル肥料（州・庁）
警務局 第388表ノ3　 高砂族ノ家畜及家禽ノ生産竝ニ消費（州・庁）
警務局 第389表 高砂族ノ甘蔗作（州・庁）
警務局 第389表ノ2　 高砂族占有地面積（州・庁）

第389表ノ3　　削除
警務局 第389表ノ4　 高砂族ノ造林（州・庁）
警務局 第389表ノ5　 高砂族ノ果実（州・庁）

第389表ノ6　　削除
第390表 　削除

警務局 第391表 高砂族国語普及状況（州・庁）
警務局 第392表 高砂族ノ教化団体（州・庁）
警務局 第393表 高砂族観光及修学旅行（州・庁）
警務局 第394表 高砂族学齢児童（州・庁）
警務局 第395表 教育所児童異動（州・庁）

第396表 　削除
警務局 第397表 教育所及上級学校卒業者状況（州・庁）
警務局 第398表 高砂族ノ上級学校在学、卒業及退学者（州・庁）
警務局 第399表 高砂族ト物品交換（州・庁）

第400表 　削除
警務局 第401表 高砂族ノ租税及公課（州・庁）
警務局 第402表 高砂族ノ貯蓄（州・庁）
警務局 第403表 蕃社戸口（州・庁）
警務局 第403表ノ2 高砂族ト他種族トノ紛争及相互殺傷（州・庁）
警務局 第404表 蕃地ニ於ケル患者（州・庁）
警務局 第405表 衛生警察上取締諸営業者数其ノ他（州・庁）
警務局 第406表 病類別医院（公医）治療患者（医院・療養所・州・庁）
警務局 第407表 年齢級及病類別医院入院治療患者及死亡者（医院・療養所）
警務局 第408表 年齢級及病類別医院外来治療患者（医院・療養所）
警務局 第409表 種痘人員（州・庁）
警務局 第410表 娼妓検診級治療（州・庁）
警務局 第411表 毒蛇咬傷（州・庁）
警務局 第412表 中毒（州・庁）
警務局 第413表 狂犬咬傷及狂犬病患者（州・庁）
警務局 第414表 産婆及取扱産児（州・庁）
警務局 第415表 医院及医師取扱産児医院（州・庁）
警務局 第416表 書換及再下付別阿片特許鑑札（州・庁）
警務局 第417表 阿片営業特許者（州・庁）
警務局 第418表 阿片烟膏吸食特許者及死亡竝ニ廃烟（州・庁）

第419表 　削除
警務局 第420表 飲食物及其ノ他ノ物品試験成績（州・庁）
警務局 第421表 阿片犯罪申告者給与（法院・検察局・専売局・税関）
警務局 第422表 薬品巡視施行成績（州・庁）
警務局 第423表 売薬及売薬類似品営業（州・庁）
警務局 第424表 衛生講話会其ノ他（州・庁）
警務局 第425表 医院購入内国産薬品（医院・療養所・精神病院）
警務局 第426表 医院購入外国産薬品（医院・療養所・精神病院）
警務局 第427表 衛生職員（州・庁）
警務局 第428表 伝染病病原体保有者検査成績（州・庁）
警務局 第429表 伝染病隔離状況（州・庁）
警務局 第430表 血清予防内服薬使用高（州・庁）
警務局 第431表 伝染病予防接種実施人員（州・庁）
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警務局 第432表 細菌検査成績（州・庁）
警務局 第433表 健康相談所成績（州・庁）
警務局 第434表 汚物掃除（州・庁）
警務局 第435表 墓地、火葬場及埋火葬（州・庁）
警務局 第436表 精神病者（州・庁）
警務局 第437表 癩患者（州・庁）
警務局 第438表 トラホーム検診成績（州・庁）

第439表 　削除
警務局 第440表 寄生虫検査成績（州・庁）

第441表 　削除
警務局 第442表 黒水熱患者及死亡者（州・庁）
警務局 第443表 恙虫病患者及死亡者（州・庁）
警務局 第444表 薬局及薬業者（州・庁）
警務局 第445表 公設産婆及取扱産児（州・庁）

第446表 　削除
第447表 　削除

警務局 第448表 産婆、看護婦養成所職員及生徒（州・庁）
第449表 　削除

警務局 第450表 牛乳検査（州・庁）
警務局 第351表 屠畜検査（州・庁）
警務局 第452表 病類別屠畜禁止及廃棄（州・庁）
警務局 第453表 医師、歯科医師、産婆及医生（州・庁）

記表ノ部　「年報」　（終）
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台湾総督府報告例（昭和19年10月13日訓令第182号改正）
底本は追録加除第41号（昭和19年10月13日現在）と推定

　台本＝台湾総督府報告例（昭和6年訓令第27号別冊）

　「記表ノ部」「年報」

　 第1表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

法務部 第2表 民事再審、抗告事件（法院）
法務部 第3表 和解、非訟、破産、共助、相続未定地整理、雑事件(法院）

第4表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

法務部 第5表 確定日附事件（地方方院）
第6表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

法務部 第7表 罪名別刑事略式事件（地方法院検察局）
法務部 第8表 罪名別刑事第一審単独事件（地方法院検察局）
法務部 第9表 罪名別刑事第一審合議事件（地方法院検察局）

第10表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第11表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

法務部 第12表 罪名別刑事上告事件（高等法院検察局）
第13表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第14表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第15表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第16表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第17表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第18表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第19表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第20表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第21表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

法務部 第22表 金銭供託件数及金額（供託局）
第23表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

法務部 第24表 有価証券供託券面額及枚数件数（供託局）
第25表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

法務部 第26表 公証事務（地方法院）
第27表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第28表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第29表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第30表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第31表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第32表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第33表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第34表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第35表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

法務部 第36表 就業人員調（刑務所）
法務部 第37表 作業ノ収支（刑務所）

第38表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

法務部 第39表 罪名及犯数別新受刑者（刑務所）
第40表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第41表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第42表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第43表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第44表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第45表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第46表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第47表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第48表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

法務部 第49表 患者及死亡者（刑務所）
第50表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第51表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）
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法務部 第52表 釈放時保護（刑務所）
第53表 　削除    (昭和16年7月訓令第93号）

統計課 第54表 職員及俸給（官房各課・府内各局部・法院・検察局・直轄学校・州
・庁・其ノ他所属官署）

統計課 第55表 官設鉄道線路及用地（交通局）
第56表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第57表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

統計課 第58表 官設鉄道運輸数量及収入（交通局）
第59表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第60表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第61表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第62表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第63表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第63表ノ2 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第63表ノ3 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

統計課 第64表 私設鉄道線路（交通局）
第65表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第66表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

統計課 第67表 私設鉄道運輸数量及収入（交通局）
第68表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

統計課 第69表 私設軌道線路及台車数（交通局）
統計課 第70表 私設軌道運輸数量及収入（交通局）

第71表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

鐵工局 第72表 港湾（交通局・州・庁）
統計課 第73表 郵便、電信及電話局所其ノ他（交通局）

第74表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

統計課 第75表 地方別総数（本島人）内国（外国）通常郵便物地方別（月別）総
数（本島人）内国（外国）小包郵便物（交通局）

第76表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第77表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第78表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

統計課 第79表 地方別（月別）総数（本島人）郵便為替（交通局）
第80表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

統計課 第81表 地方別（職業別）郵便貯金（交通局）
第82表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

統計課 第83表 地方別（月別）総数（本島人）郵便貯金預払（交通局）
第84表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

統計課　 第85表 地方別（月別）総数（本島人）郵便振替貯金（交通局）
統計課　 第86表 簡易生命保険（交通局）
統計課　 第87表 郵便年金（交通局）

第88表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

鑛工局 第88表ノ2 有線電信回線能力（交通局）
鑛工局 第88表ノ3 有線電信（電話）予備機材在庫数（交通局）
鑛工局 第88表ノ4 職務別有線電信有技者（交通局）
鑛工局 第88表ノ5 陸上無線電信局所（交通局）
鑛工局 第88表ノ6 船舶無線電信局所（交通局）
鑛工局 第88表ノ7 局所別無線電信有技者（交通局）
鑛工局 第88表ノ8 放送無線電話（交通局）
鑛工局 第88表ノ9 水先免状受有者（交通局）
統計課 第89表 地方別（月別）総数（本島人）発著電報（交通局）

第90表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第91表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第92表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

統計課 第93表 船籍（交通局）
統計課 第94表 船籍異動（交通局）

第95表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第96表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）
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鑛工局 第97表 技能者養成機関（交通局）
鑛工局 第98表 海技免状受有者（交通局）

第98表ノ2 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第98表ノ3 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

鑛工局 第98表ノ4 構造及等級別航路標識（交通局）
第98表ノ5 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第98表ノ6　　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

統計課 第99表 年金及恩給受領口数竝ニ金額（交通局）
第100表 　削除 　（昭和17年11月訓令第147号）

第101表 　削除 　（昭和17年11月訓令第147号）

第102表 　削除 　（昭和17年11月訓令第147号）

第102表ノ2 　削除 　（昭和17年11月訓令第147号）

第103表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第104表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第105表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

鑛工局 第106表 月別塩生産額（専売局）
鑛工局 第106表ノ2 塩田面積及所有者（専売局）
鑛工局 第107表 食塩売渡（専売局）
鑛工局 第108表 月末保管塩（専売局）
鑛工局 第109表 塩ノ用途別消費額（専売局）
統計課　 第110表 粗製樟脳及樟脳油（専売局）

第111表 　削除 　（昭和11年9月訓令第46号）

第112表 　削除 　（昭和11年9月訓令第46号）

第113表 　削除 　（昭和11年9月訓令第46号）

統計課 第114表 樟脳製造（専売局）
統計課 第115表 本樟油及芳樟油再製（専売局）

第116表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第117表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第118表 　削除 　（昭和11年9月訓令第46号）

第119表 　削除 　（昭和13年4月訓令第28号）

統計課 第120表 葉煙草耕作及収納（専売局）
統計課 第121表 葉煙草受払数量（専売局）
統計課 第122表 葉煙草受払価額（専売局）
統計課 第123表 製造煙草受払数量（専売局）
統計課 第124表 製造煙草受払価額（専売局）

第125表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

統計課 第126表 本島産酒類受払（専売局）
第127表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第127表ノ2 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第128表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第129表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第130表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第131表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第132表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第133表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第134表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第135表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第136表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第137表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

警務局 第138表 警察官及司獄官練習所教員竝ニ練習生（警察官及司獄官練習
所）

第138表ノ2 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

鑛工局 第139表 細菌学的予防治療品生産額（熱帯医学研究所）
第140表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

統計課 第141表 道路及橋梁（州・庁）
第142表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

鑛工局 第143表 港湾出入船舶及貨物（州・庁）
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統計課 第144表 内地人（朝鮮人）台湾渡帰航者（州・庁）
統計課 第145表 内地人（朝鮮人）外国渡帰航者（州・庁）
統計課 第146表 本島人内地渡帰航者（州・庁）
統計課 第147表 本島人外国渡帰航者（州・庁）
統計課 第148表 外国人台湾渡帰航者（州・庁）

第149表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第150表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

鑛工局・ 第151表 警察職員（州・庁）
警務局
鑛工局 第152表 獣医及蹄鉄工（州・庁）
鑛工局 第153表 医院（大学・州・庁）
鑛工局 第154表 自動車運転手（州・庁）
鑛工局 第155表 荷車台数（州・庁）

第156表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第157表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第158表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第159表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第159表ノ2 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第159表ノ3 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第159表ノ4 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第159表ノ5 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

地方監察課 第160表 市街庄税率（州・庁）
地方監察課 第161表 戸税負担額（州・庁）

第162表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

地方監察課 第163表 州（庁）、市、街庄（市街庄組合）（街庄組合）有財産（州・庁）
地方監察課 第164表 街庄（市街庄組合）（街庄組合）歳入出当初予算（州・庁）
地方監察課 第165表 街庄（市街庄組合）（街庄組合）歳入出決算（州・庁）
地方監察課 第166表 戸税課税標準調査成績生産額（州・庁）
地方監察課 第167表 戸税課税標準調査成績資産状況（州・庁）

第168表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第169表 　削除 　（昭和14年3月訓令第12号）

第170表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第171表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第172表 　削除 　（昭和7年9月訓令第64号）

地方監察課 第173表 特別営業税課税標準、税額及納税人員（州・庁）
地方監察課 第174表 雑種税課税標準、税額及納税人員（州・庁）
警務局 第175表 在郷陸軍軍人（州・庁）
鑛工局 第176表 水道ノ事務及給水状況竝ニ水質試験（州・庁）

第177表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

鑛工局 第178表 小規模水道（州・庁）
文教局 第179表 大学（大学）
文教局 第180表 専門学校（専門学校）
文教局 第181表 高等学校（高等学校）
文教局 第182表 師範学校（師範学校）
文教局 第183表 中学校（州・庁）
文教局 第184表 高等女学校（州・庁）
文教局 第185表 実業学校（州・庁）
文教局 第186表 実業補習学校（州・庁）
文教局 第187表 国民学校（師範学校・州・庁）

第188表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第189表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

文教局 第190表 国民学校職員俸給（師範学校・州・庁）
第191表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第191表ノ2 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第192表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第193表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

文教局 第194表 学生、生徒、児童及幼児異動（直轄学校・州・庁）
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文教局 第195表 卒業及修了後ノ状況（直轄学校・州・庁）
第196表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第197表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第198表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第199表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第200表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第201表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第202表 　削除 　（昭和16年5月訓令第62号） 

文教局 第203表 身体検査単名票（直轄学校・州・庁）
文教局 第204表 盲唖学校（州・庁）
文教局 第205表 各種学校（州・庁）
文教局 第206表 幼稚園（州・庁）

第207表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

文教局 第208表 学齢児童（州。庁）
第209表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号） 

第210表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

文教局 第211表 （何）図書館（図書館・州・庁）
第212表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

文教局 第213表 博物館（博物館・州・庁）
第214表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第215表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第216表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第216表ノ2 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第216表ノ3 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第216表ノ4 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第216表ノ5 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第216表ノ6 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第216表ノ7 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第216表ノ8 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第217表 　削除 　（昭和16年5月訓令第62号） 

第218表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第219表 　削除 　（昭和19年6月訓令第114号）

第220表 　削除 　（昭和19年6月訓令第114号）

第220表ノ1 　削除 　（昭和19年6月訓令第114号）

第221表 　削除 　（昭和19年6月訓令第114号）

第222表 　削除 　（昭和18年11月訓令第197号）

第223表 　削除 　（昭和18年11月訓令第197号）

第224表 　削除 　（昭和18年11月訓令第197号）

第225表 　削除 　（昭和7年9月訓令第64号）

第226表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第227表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

財務局 第227表ノ2 国税納税成績（州・庁）
財務局 第228表 間税検査物件場数（州・庁）

第229表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第230表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第231表 　削除 　（昭和18年11月訓令第197号）

第232表 　削除 　（昭和18年11月訓令第197号）

財務局 第233表 製糖検定高（州・庁）
第234表 　削除 　（昭和18年11月訓令第197号）

第235表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第236表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第237表 　削除 　（昭和18年11月訓令第197号）

第238表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第239表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第240表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第241表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第242表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 
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財務局 第243表 織物消費税課税、免税及交付高（港務局・州・庁）
財務局 第244表 骨牌税賦課及免除高（港務局・州・庁）

第245表 　削除 　（昭和18年11月訓令第197号）

財務局 第246表 間接国税犯則者処分（港務局・州・庁）
第247表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第248表 　削除 　（昭和12年9月訓令第67号）

第249表 　削除 　（昭和12年9月訓令第67号）

第250表 　削除 　（昭和12年9月訓令第67号）

第251表 　削除 　（昭和12年9月訓令第67号）

財務局 第252表 輸出入品鑑定価格（港務局）
第253表 　削除 　（昭和18年11月訓令第197号）

第254表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第255表 　削除 　（昭和18年11月訓令第197号）

第255表ノ2 　削除 　（昭和13年12月訓令第92号）

財務局 第255表ノ3 輸出入通過阿片及麻薬類（港務局）
財務局 第255表ノ4 輸出入品竝ニ金銀価額（港務局）
財務局 第255表ノ5 輸出入品価額船種別要計（港務局）
農商局 第256表 バナナ、パイン及柑橘類（州・庁）
農商局 第257表 茶畑（州・庁）
農商局 第258表 香花農作物（台北州）
農商局 第259表 田畑面積（州・庁）
農商局 第260表 農業戸口（州・庁）
農商局 第261表 農産物（州・庁）
農商局 第261表ノ2 農業倉庫（州・庁）
農商局 第262表 蔬菜（州・庁）
農商局 第263表 緑肥作物（州・庁）
農商局 第264表 肥料（州・庁）
農商局 第265表 龍眼、□仔〔マンゴー〕其ノ他（州・庁）
農商局 第266表 家禽（州・庁）
農商局 第267表 牧場（州・庁）
農商局 第268表 家畜（州・庁）
農商局 第269表 家畜ノ生産（州・庁）
農商局 第270表 家畜ノ死亡（州・庁）
農商局 第271表 屠畜（州・庁）
農商局 第272表 牛乳及生皮（州・庁）
農商局 第273表 牛畜市場（州・庁）
農商局 第273表ノ2 野蚕（州・庁）
農商局 第274表 粗製茶（州・庁）
鑛工局 第275表 再製茶（州・庁）
農商局 第276表 会社票（｣州・庁）

第277表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

農商局 第278表 消費市場（州・庁）
第279表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第280表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第281表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第282表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第283表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第284表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第285表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第286表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第287表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第288表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第289表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第290表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第291表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第292表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第293表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 
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第293表ノ2 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第294表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第295表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第296表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第296表ノ2 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第297表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第298表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第299表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第300表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第301表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第302表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第302表ノ2 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第302表ノ3 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第303表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

第304表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第305表 　削除 　（昭和18年4月訓令第89号） 

鑛工局 第306表 各種工産物（州・庁）
第307表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第307表ノ2 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

農商局 第308表 林業者（州・庁）
第309表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

農商局 第310表 林野面積（州・庁）
農商局 第311表 森林蓄積（州・庁）
農商局 第312表 竹林面積竝ニ蓄積（林業試験所・州・庁）
農商局 第313表 森林伐採（専売局・林業試験所・州・庁）
農商局 第314表 用材需給状況（州・庁）

第315表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

農商局 第316表 竹材生産（林業試験所・州・庁）
農商局 第317表 薪炭生産及消費（州・庁）
農商局 第318表 苗圃（林業試験所・州・庁）
農商局 第319表 造林（林業試験所・州・庁）

第320表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

農商局 第321表 電柱、枕木、坑木竝ニ杭木生産高（交通局・州・庁）
第322表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

農商局 第323表 森林副産物生産（林業試験所・州・庁）
第324表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第325表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第326表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

農商局 第327表 水産業者（州・庁）
農商局 第328表 漁船及乗組員（州・庁）
農商局 第329表 遭難漁船隻数（州・庁）
農商局 第330表 遭難漁船乗組員（州・庁）
農商局 第331表 遭難漁船損害高（州・庁）
農商局 第332表 水産養殖（州・庁）
農商局 第333表 沿岸漁獲物（州・庁）
農商局 第334表 遠洋漁業（州・庁）
農商局 第335表 水産製造物（州・庁）

第336表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

警務局 第337表 平地警察職員配置定員竝ニ戸口（州・庁）
第338表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

警務局 第339表 蕃地警察職員配置定員竝ニ戸口（州・庁）
第340表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第341表 　削除 　（昭和13年1月訓令第2号）

第341表ノ2 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

警務局 第342表 警察職員勤続年数別人員（州・庁）
第342表ノ2 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第343表 　削除 　（昭和13年1月訓令第2号）
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警務局 第344表 警察上ノ死傷人員（州・庁）
第345表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第346表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第347表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

警務局 第348表 巡査ノ教育程度別現在員（州・庁）
第349表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第350表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第351表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

第351表ノ2 　削除 　（昭和14年3月訓令第12号）

第352表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第353表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第354表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第354表ノ2 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第355表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第355表ノ2 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第356表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号）

第357表 　削除 　（昭和9年12月訓令第80号）

第358表 　削除 　（昭和16年2月訓令第13号）

警務局 第359表 警察ニ関スル主要設備（州・庁）
第360表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

警務局 第360表ノ2 交通事故（州・庁）
警務局 第360表ノ3 行政執行法ニ依ル処分（州・庁）
警務局 第360表ノ4 密売淫検挙人員及健康診断結果（州・庁）
警務局 第360表ノ5 遺失物及拾得物（州・庁）
警務局 第360表ノ6 団体ノ費用徴収及寄附金品募集額（州・庁）

第361表 　削除 　（昭和18年6月訓令第132号）

警務局 第362表 保甲ノ収入及支出（州・庁）
警務局 第363表 保安警察上要取締営業其ノ他（州・庁）
警務局 第363表ノ2 原動機及設置工場（州・庁）
警務局 第364表 民有銃砲（州・庁）
警務局 第365表 営業銃砲及火薬（州・庁）
警務局 第366表 銃猟免状下付人員（州・庁）
警務局 第367表 火災（州・庁）
警務局 第368表 警防団及団員数（州・庁）
警務局 第369表 警防団主要設備資材（州・庁）

第370表 　削除 　（昭和18年6月訓令第132号）

第371表 　削除 　（昭和14年3月訓令第12号）

第372表 　削除 　（昭和14年3月訓令第12号）

第373表 　削除 　（昭和18年6月訓令第132号）

警務局 第374表 犯罪件数（州・庁）
警務局 第374表ノ2 正式裁判請求数（州・庁）
警務局 第374表ノ3 正式裁判結果数（州・庁）
警務局 第374表ノ4 即決ニ依ル徴収金成績（州・庁）
警務局 第374表ノ5 戒告浮浪者（州・庁）
統計課・ 第375表 本籍、国籍別戸口（州・庁）
警務局

第376表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

警務局 第377表 理蕃関係職員配置状況及理蕃機関ノ新設竝ニ改廃（州・庁）
第378表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第379表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第380表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第381表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第382表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第383表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第384表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第385表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第386表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）
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第387表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

警務局 第388表 高砂族ノ農産物（州・庁）
第388表ノ2 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

警務局 第388表ノ3 高砂族ノ家畜及家禽ノ生産竝ニ消費（州・庁）
第389表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第389表ノ2 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第389表ノ3 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第389表ノ4 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第389表ノ5 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第389表ノ6 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第390表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第391表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

警務局 第391表ノ2 教育所（州・庁）
第392表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第393表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

警務局 第394表 高砂族学齢児童（州・庁）
第395表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第396表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第397表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第398表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

警務局 第399表 高砂族ト物品交換（州・庁）
第400表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第401表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

警務局 第402表 高砂族ノ貯蓄（州・庁）
警務局 第403表 高砂族戸口（州・庁）
警務局 第404表 高砂族ノ患者（州・庁）
警務局 第405表 衛生警察上取締諸営業者数其ノ他（州・庁）
警務局 第406表 病類別医院（公医）治療患者（医院・療養所・州・庁）
警務局 第407表 年齢級及病類別医院入院治療患者及死亡者（医院・療養所）
警務局 第408表 年齢級及病類別医院外来治療患者（医院・療養所）

第409表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第410表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第411表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第412表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第413表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

警務局 第414表 産婆及取扱I産児（州・庁）
警務局 第415表 医院及医師取扱産児（医院・州・庁）

第416表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第417表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

警務局 第418表 阿片烟膏吸食特許者及死亡竝ニ廃烟（州・庁）
第419表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第420表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

警務局 第421表 阿片犯罪申告者給与（法院・検察局・専売局・港務局）
第422表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第423表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第424表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） ＊原本本文には第13号とあるが第11号の

第425表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号） 　ミスプリとす

第426表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第427表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第428表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第429表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第430表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第431表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第432表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第433表 　削除 　（昭和18年2月訓令第11号） 

第434表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第435表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 
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第436表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第437表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第438表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第439表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第440表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第441表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

警務局 第442表 黒水熱患者及死亡者（州・庁）
警務局 第443表 恙虫病患者及死亡者（州・庁）

第444表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

警務局 第445表 公設産婆及取扱産児（州・庁）
第446表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第447表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第448表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

第449表 　削除 　（昭和17年6月訓令第72号）

第450表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第451表 　削除 　（昭和19年5月訓令第96号） 

第452表 　削除 　（昭和18年12月訓令第266号）

警務局 第453表 医師、歯科医師、産婆及医生（州・庁）

（削除訓令の年月日・訓令番号は「府報」へ照合確認す
記表ノ部 　「年報」（終）
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