































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	昭和40年　秋田県衛生統計年鑑
	まえがき
	凡　例
	第Ⅰ編　衛生行政の概要
	第１章　機　構
	１．衛生関係機構ならびに事務分掌

	第２章　予　算
	第３章　衛生関係機構現員
	第４章　保健所の現況
	第５章　市町村行政区画の変更
	第６章　人　口
	第７章　人口動態統計
	１．概　要
	２．出　生
	３．死　産
	４．死　亡
	５．乳児死亡
	６．平均寿命
	７．自然増加
	８．婚姻・離婚


	第８章　公衆衛生
	１．伝染病および食中毒
	１)法定伝染病
	２)届出伝染病
	３)性　病
	４)結　核
	５)食中毒

	２．精神衛生
	３．母子保健
	４．成人病
	５．栄　養
	６．保健所活動
	７．寄生虫予防

	第９章　環境衛生
	１．上下水道・水道
	１)清　掃
	２)水　道

	２．環境衛生
	３．食品衛生
	４．乳肉衛生
	５．狂犬病

	第10章　医務薬事
	１．医療施設
	１)施設数
	２)病床数
	３)県内地域別医療施設の状況
	４)へき地医療対策

	２．医療関係者
	１)医　師
	２)歯科医師
	３)薬剤師
	４)その他の医療関係者

	３．薬　事
	１)薬事監視
	２)血液対策
	３)麻薬取締


	附　表
	第１表　県機構
	第２表　衛生関係機構変遷
	第３表　衛生関係機構
	第４表　衛生関係課の事務分掌
	第５表　予　算
	第６表　衛生関係機関職種別職員数
	第７表　保健所一覧表
	第８表　人口・増加人口・自然増加・社会移動数､年次別
	第９表　人口・性・年次別(全国)
	第10表　人口・性・年次別(秋田県)
	第11表　人口・性・年令(５才階級)別
	第12表　全国人口・性・年令(５才階級)別
	第13表　人口､都道府県別
	第14表　面積・人口・世帯数､市郡､保健所､市町村別
	第15表　人口動態実数・率
	第16表　出生率(人口1,000対)､市郡､年次別
	第17表　出生率(人口1,000対年換算率)､月別
	第18表　出生数・率､施設内外､立会者､年次別
	第19表　出生数・率､年令階級､年次別
	第20表　出生数・率､出産順位､年次別
	第21表　未熟児出生数・率､年次別
	第22表　出生数・率､摘出､非摘出､年次別
	第23表　再生産率､全国―秋田､年次別
	第24表　出生数､性､年次別
	第25表　死産数・率､自然―人工､年次別
	第26表　死産率(出産1,000対)､市郡､年次別
	第27表　死産率(出産1,000対)年換算率､月別
	第28表　死産数・率､施設内外､立会者､年次別
	第29表　死産数・率､母の年令階級､年次別
	第30表　周産期死亡率(出生1,000対)
	第31表　出生数・人工妊娠中絶数・率､年次別
	第32表　死亡率(人口1,000対)､市郡､年次別
	第33表　施設内外別死亡数・率､年次別
	第34表　死亡率(人口1,000対年換算率)､月別
	第35表　死亡者数､性比､年次別
	第36表　主要死因別死亡者数・率
	第37表　死因順位
	第38表　悪性新生物死亡者数､率､部位､年次別
	第39表　死亡率､死亡割合(％)､死因別､年次別
	第40表　成人病死因群､死亡者(人口10万対)､年令階級別
	第41表　脳卒中・癌死亡率(人口10万対)､市町村別(昭和38～40年平均)
	第42表　訂正死亡率､市町村別
	第43表　乳児死亡率・新生児死亡数・率､年次別
	第44表　乳児死亡率(出生1,000対)､市郡､年次別
	第45表　乳児死亡率(出生1,000対年換算率)､月別
	第46表　乳児死亡数・率､施設内外別
	第47表　乳児死亡率(出生10万対)､日令､月令､年次別
	第48表　乳児死亡者数・率(％)､性､年次､日令月令別
	第49表　乳児死亡数・率(出生万対)､特定死因､年次別
	第50表　平均寿命の年次推移
	第51表　諸外国の平均寿命
	第52表　自然増加数・率､年次別
	第53表　婚姻､離婚件数・率､年次別
	第54表　夫妻の平均初婚年令､年次別
	第55表　婚姻率・離婚率(人口1,000対)､市郡､年次別
	第56表　婚姻・離婚率(人口1,000対年換算)､月別
	第57表　法定・指定伝染病患者数・率(人口10万対)
	第58表　赤痢集団発生状況
	第59表　届出伝染病患者数・率(人口10万対)
	第60表　性病患者数・率(人口10万対)
	第61表　全結核死亡数､結核届出患者数・率､年次別
	第62表　全結核死亡率(人口10万対)年令(５才)階級別
	第63表　結核登録患者数・率､保健所別
	第64表　健康診断・予防接種実施状況､年次別
	第65表　管理検診実績
	第66表　命令入所措置件数(35条)､医療の種別
	第67表　公費負担件数(34条)
	第68表　一般住民検診受診者数・率(％)､年度別
	第69表　食中毒患者数・率(人口10万対)
	第70表　精神衛生法による申請鑑定状況
	第71表　精神病床数・率
	第72表　措置入院費(医療費)並びに措置実績調
	第73表　母子保健に関する人口動態
	第74表　３才児健康診査実施状況
	第75表　未熟児出生数・率
	第76表　保健指導をうけた妊産婦・乳幼児の延人員
	第77表　成人病死因群死亡率(人口10万対)推移
	第78表　成人病予防協会による実施状況(胃部集団検診)
	第79表　成人病予防協会による実施状況(高血圧精密集団検診)
	第80表　栄養改善個別指導被指導延人員・集団指導開催回数
	第81表　集団給食施設数・給食対象人員
	第82表　国民栄養調査栄養摂取量並びに対前年増減率表
	第83表　昭和45年を目途とした日本人および秋田県の食糧構成表
	第84表　昭和55年目標の望ましい秋田県の食糧構成案
	第85表　保健所数・保健所活動による取扱数：保健所１カ所１カ月平均数､業務の種類別
	第86表　寄生虫検査成績
	第87表　蟯虫検査成績表
	第88表　清掃施設(尿処理施設)国庫補助事業実績
	第89表　し尿処理施設整備状況
	第90表　清掃施設(ごみ処理施設)国庫補助事業実績
	第91表　ごみ処理施設整備状況
	第92表　昭和40年度下水道終末処理施設整備国庫補助事業実績
	第93表　保健所別浄化槽設置状況
	第94表　水道普及率(％)
	第95表　上水道施設整備状況
	第96表　保健所別ねずみ駆除運動実施実績
	第97表　環境衛生関係営業施設数
	第98表　業種別監視指導件数
	第99表　理容師､美容師､クリーニング師の免許件数および従業者数
	第100表 理容師､美容師養成施設数
	第101表 墓地､火葬場及び納骨堂数
	第102表 環境衛生同業組合設立状況
	第103表 食品衛生関係許可営業施設数
	第104表 許可を要しない営業施設数
	第105表 監視指導等実施状況
	第106表 一斉取締り等実施成績
	第107表 牛乳､さく取処理量､規格検査実施状況
	第108表 と畜検査頭数､年次別
	第109表 登録､予防注射頭数､年次別
	第110表 医療施設数・率(人口10万対)､施設の種別
	第111表 病床数・率､施設種類､病床種類別
	第112表 医療施設数・率(％)開設者､施設別
	第113表 病床数､施設､開設者別
	第114表 病院病床数・率(％)､開設者､病床の種類別
	第115表 病院数､病院の規模､病院の種類別
	第116表 病院数､病院の規模､開設者別
	第117表 医師数・増減率・百分率・人口10万対率・１人あたり人口､業務の種別
	第118表 医師数・率､業務の種類､年次別
	第119表 医師数・率､性､年令(５才階級)別
	第120表 歯科医師数・業務の種別
	第121表 歯科医師数・率､業務の種類､年次別
	第122表 歯科医師数・率､性､年令(５才階級)別
	第123表 薬剤師数・率､業務の種別
	第124表 薬剤師数・率､業務の種類､年次別
	第125表 薬剤師数・率､性､年令(５才階級)別
	第126表 その他の医療関係者数
	第127表 薬事監視成績､年次別
	第128表 毒物劇物監視成績
	第129表 保存血液使用量､型､年次別
	第130表 月別献血状況
	第131表 献血申込者数､性､年令(５才階級)別
	第132表 献血者数､性､年令(５才階級)別
	第133表 麻薬取締状況
	第134表 麻薬中毒者等(前歴者及び類似患者を含む)の数



	第Ⅱ編　統計資料編
	第１章　人口動態統計
	第１節　人口動態総覧
	第１表　簡易生命表(秋田県)
	第２表　簡易生命表(全国)
	第３表　人口動態総覧・率・年次別(全国)
	第４表　人口動態総覧・率・年次別(秋田県)
	第５表　人口動態統計数(発生地数)市郡､保健所､市町村別
	第６表　人口動態総覧､市郡､保健所別
	第７表　人口動態総覧､市町村別
	第８表　出生児数､性､月､市郡､保健所､市町村別
	第９表　未熟児出生数､性､月､市郡､保健所､市町村別
	第10表　死亡者数､性､月､市郡､保健所､市町村別
	第11表　死産胎数､性､月､市郡､保健所､市町村別
	第12表　乳児死亡数､性､月､市郡､保健所､市町村別
	第13表　新生児死亡数､性､月､市郡､保健所､市町村別
	第14表　生後一週未満死亡数､性､月､市郡､保健所､市町村別
	第15表　婚姻､離婚件数(発生地数)､月､市郡､保健所､市町村別
	第16表　人口動態実数・率・施設内外､立合者､市郡､保健所､市町村別

	第２節　出産統計
	第17表　年次別､都道府県別出生率
	第18表　出生児数､母の年令階級､性､出産順位別
	第19表　出生児数､母の年令階級､性､身分別
	第20表　出生児数､性､体重､市郡別
	第21表　未熟児出生児数､性､妊娠月数､市郡､保健所別
	第22表　出生児数､母の年令階級別､性､市郡､保健所別
	第23表　出生児数､母の年令階級､身分､市郡別
	第24表　出生児数､率､妊娠月数､市郡､保健所別
	第25表　出生児数､性､出産順位､市郡別
	第26表　死産胎数､自然―人工妊娠月数､性､市郡､保健所別
	第27表　死産胎数､性､出産順位､市郡別
	第28表　死産胎数､率､妊娠月数､自然―人工､原因別
	第29表　死産胎数､原因､市郡､保健所別
	第30表　死産胎数､母の年令階級(５才)､性､出産順位別

	第３節　死亡統計
	第31表　死亡率(人口1,000対)年次､都道府県別
	第32表　死亡者数・率(人口10万対)特定死因別､年次(全国)
	第33表　死亡者数・率(人口10万対)特定死因別(秋田県)
	第34表　死因順位､年次別､全国―秋田県
	第35表　死亡率(人口10万対)特定死因別､都道府県別
	第36表　死亡者数､乳児死亡者数・率(人口10万対年換算率)､月､死因(簡単)分類別
	第37表　死亡者数・率(人口10万対)性､年令階級､年次別
	第38表　死亡者数・率(人口10万対)特定死因､年令階級､年次別
	第39表　死亡率(人口10万対)､特定死因､市郡､年次別
	第40表　死亡者数・率(人口10万対)､性､年令(５才階級)､死因(簡単)分類別
	第41表　死亡者数・率(人口10万対)､性､死因(簡単)分類､市郡別
	第42表　死亡者数､乳児死亡者数､性､月､死因(簡単)分類別
	第43表　死亡者数､性､年令(５才階級)死因(簡単)分類別
	第44表　死亡者数・率(人口10万対)死因(特定)､市郡､保健所､市町村別
	第45表　中枢神経系の血管損傷死亡者数・率(人口10万対)､年次､市町村別
	第46表　悪性新生物死亡者数・率(人口10万対)年次､市町村別
	第47表　心臓の疾患死亡者数・率(人口10万対)年次､市町村別
	第48表　訂正死亡率､年令階級別死亡率(人口10万対)､市町村別

	第４節　乳児死亡統計
	第49表　乳児死亡率(出生千対)都道府県別
	第50表　乳児死亡者数・率(出生10万対)､性､年次､日令､月令別
	第51表　乳児死亡者数､性､日令､月令､市郡別
	第52表　乳児死亡者数・率(出生万対)､死因簡単分類､年次別
	第53表　乳児死亡者数・率(出生万対)､性､死因簡単分類､市郡別
	第54表　周産期死亡率・年次､市町村別
	第55表　乳児死亡者数・率(出生万対)､死因(特定)､市郡､保健所､市町村別

	第５節　婚姻離婚統計
	第56表　婚姻率(人口1,000対)都道府県､年次別
	第57表　平均婚姻年令､初婚再婚者別､初婚再婚者数､夫妻の年令(５才階級)､年次別
	第58表　婚姻件数､届出月､年次別
	第59表　婚姻件数､夫妻相互の初婚､再婚､年次別
	第60表　離婚件数､種類､年次別
	第61表　離婚件数､月別､年次別
	第62表　婚姻件数､初婚､再婚､夫妻の年令(５才階級)､市郡別
	第63表　離婚件数､夫妻相互の年令(５才階級)､市郡別
	第64表　離婚件数､夫妻相互の年令(５才階級)､割合
	第65表　離婚件数､種類､継続期間別
	第66表　離婚率(人口1,000対)都道府県､年次別


	第２章　伝染病統計
	第67表　法定､指定伝染病り患率(人口10万対)､病類､都道府県別
	第68表　伝染病食中毒り患率(人口10万対)､月､病類別
	第69表　伝染病および食中毒患者､死亡者数・率(人口10万対)､病類､年次別
	第70表　伝染病患者数､病類､年次､月別
	第71表　法定指定伝染病り患率(人口10万対)病類､月､年次別
	第72表　伝染病および食中毒患者､死者数､市郡､病類別
	第73表　法定指定伝染病患者､死者数・率(人口10万対)､市郡､病類別
	第74表　伝染病および食中毒患者数・率(人口10万対)､病類､市町村別
	第75表　伝染病患者数､病類､性年令(５才階級)別
	第76表　結核患者届出数､り患率(人口10万対)､病型､年令(５才階級)別
	第77表　性病患者届出数､率(人口10万対)病類､年次別
	第78表　性病患者届出数､病類､年令(５才階級)別
	第79表　性病患者届出数､感染源別
	第80表　性病患者届出数､患者発見状況別
	第81表　食中毒事件､患者死者数､原因食品､市郡別
	第82表　食中毒事件､患者死者数､原因食品､病因物質別
	第83表　食中毒事件､患者死者数､摂取場所別､市郡別
	第84表　食中毒事件､患者死者数､病因物質､事件規模､検査の有無別

	第３章　保健所事業統計
	第85表　保健所活動による保健所１カ所､１カ月平均､業務の種類､年次別
	第86表　保健所活動の業務分析表
	第87表　個別健康診断実施状況､開設回数､受診延人員､対象､保健所別
	第88表　集団健康診断実施状況､開設回数､受診延人員､対象､保健所別
	第89表　結核健康診断､予防接種(定期―定期外)､実施主体､保健所別
	第90表　結核発病の恐れがあると診断された者のみの定期健康診断受診者数､被発見者数､実施者､保健所別
	第91表　結核登録患者数､保健所別
	第92表　管理検診受診券交付数､受診者数､保健所別
	第93表　結核予防法第34条による公費負担(申請､合格､承認)件数､医療保険の種類､保健所別
	第94表　結核予防法第34条による公費負担件数(合格､承認)医療の種類､保健所別
	第95表　環境衛生監視員等の監視指導施設数､施設の種類､保健所別
	第96表　食品関係､営業施設に対する監視指導施設数､政令､指定監視回数､施設の種類､要許可―不要許可､保健所別
	第97表　飲料水､水質検査検体数､適―不適､対象､保健所別
	第98表　狂犬病予防注射票交付票､保健所別
	第99表　保健所活動による乳の収去試験体数､乳の種類､検査方法､保健所別
	第100表 保健所が行なった乳以外の食品等の収去試験体数､検査方法､保健所別
	第101表 予防接種法による予防接種被接種者数､定期―臨時法によらない保健所活動､対象､保健所別
	第102表 寄生虫検査受検査者数､有卵者数､虫卵の種類､保健所活動―市町村の実施､保健所別
	第103表 トラホーム検診､受診者､患者､疑似患者数､保健所活動―市町村の実施､保健所別
	第104表 性病接触者､健康診断被検診者数､患者数､検診対象､保健所別
	第105表 性病健康診断被検診者数､患者数､検診対象､保健所別
	第106表 妊娠届出数､国籍､妊娠月数､保健所別
	第107表 妊娠中毒症､新生児訪問指導数､保健所別
	第108表 未熟児届出数､養育指導数､簡易保育器新規貸出数､出生児の体重､保健所別
	第109表 養育指導数､医療相談､補装具相談､保健所別
	第110表 保健婦家庭訪問者数､保健所―市町村(国保を含む)､保健婦､対象､保健所別
	第111表 乳幼児保健指導数､保健所活動―市町村の実施､乳児､幼児､保健所別
	第112表 妊産婦保健指導数､保健所活動―市町村の実施､妊婦､産婦､保健所別
	第113表 保健所活動による歯科健康診断受診者数､予防措置者､治療者数､保健所別
	第114表 保健婦の家庭訪問以外の活動数､対象､保健所別
	第115表 医療社会事業取扱数､対象､保健所別
	第116表 衛生教育講習会開催回数､対象､所内―所外､保健所別
	第117表 栄養改善個別指導被指導者数､集団指導回数､給食施設被指導施設数､保健所別
	第118表 試験検査検体数､検査の種類､保健所別
	第119表 細菌性赤痢検索の検査､検体数､検索の対象､保健所別
	第120表 保健所職員､事務分掌区分､保健所別

	第４章　公衆衛生および予防統計
	第121表 優生手術実施数・率､理由､年次別(発生地数)
	第122表 優生手術実施数・率､年次別(発生地数)
	第123表 優生手術実施数・率､年令(５才階級)､年次別(発生地数)
	第124表 人工妊娠中絶数､率､妊娠月数､理由､年次別(発生地数)
	第125表 人工妊娠中絶数､率(15才～49才人口1,000対)､年令(５才階級)､年次別(発生地数)
	第126表 優生手術実施数､事由､性､年令(５才)階級別(住所地数)
	第127表 優生手術実施数､年令(５才)階級､市郡､保健所市町村別(住所地数)
	第128表 優生手術実施数､月､市郡､保健所別(住所地数)
	第129表 優生手術実施数､事由､性､市郡､保健所別(住所地数)
	第130表 人工妊娠中絶数､率､事由､性､年令(５才)階級､妊娠月数別(住所地数)
	第131表 人工妊娠中絶数､事由､妊娠月数､市郡､保健所別(住所地数)
	第132表 人工妊娠中絶数､月､年令(５才)階級､市郡､保健所別(住所地数)
	第133表 人工妊娠中絶数､年令(５才)階級､市町村別(住所地数)
	第134表 人口､出生､優生手術､人工妊娠中絶数､率､市郡､保健所､市町村別(住所地数)
	第135表 精神障害者鑑定状況､年次別
	第136表 未収容らい患者数､年次別
	第137表 らい予防法による生活援助世帯数､人員､年次別
	第138表 肺結核､活動性感染性登録患者数､率(％)､受療､医療保険､保健所別
	第139表 結核登録患者数・率・増減数､活動性分類､受療状況､保健所別
	第140表 新登録患者数・率(人口10万対)､活動性分類､年令階級､保健所別
	第141表 集団給食施設､保健所別
	第142表 栄養士免許交付数､保健所別
	第143表 栄養士数､就業場所､保健所別
	第144表 調理師免許取得者数
	第145表 国民栄養調査食品群別摂取量並びに対前年増減率表
	第146表 国民栄養調査地区別栄養摂取量並びに食品群別摂取量
	第147表 身体症候の発現率､秋田県成績
	第148表 昭和40年度鉤虫病事業実績

	第５章　環境衛生統計
	第149表 許可を要する食品関係営業施設数､保健所別
	第150表 許可を要しない食品関係営業施設数､保健所別
	第151表 と畜検査頭数､保健所別､年次別
	第152表 獣畜のと殺禁止又は廃棄したものの原因､保健所別
	第153表 と畜検査の結果に基く処分､と畜種､保健所別
	第154表 乳処理量､保健所別
	第155表 と畜場､設立主体別､保健所別
	第156表 化製場及び魚介類､鳥類等製造貯蔵施設､保健所別
	第157表 へい獣処理場(埋没)数､処理頭数､保健所別
	第158表 畜舎及び家きん舎数､種類､保健所別
	第159表 興行場数､常設―仮設､許可､廃止処分件数､保健所別
	第160表 理容師数､理容所数―免許､処分､施設数､使用確認件数､保健所別
	第161表 美容師数､美容所数―免許､処分､施設数―使用確認件数､保健所別
	第162表 クリーニング師免許交付数､施設数､従業者数､開設届出件数､保健所別
	第163表 公衆浴場､営業許可､廃止､処分件数､保健所別
	第164表 ホテル営業､旅館営業､簡易宿泊営業及び下宿営業―許可廃止処分件数､保健所別
	第165表 狂犬病予防､登録頭数､抑留､返還､保健所別
	第166表 墓地､火葬場及び納骨堂数､保健所別
	第167表 衛生検査件数､種類別(衛生科学研究所に於ける)
	第168表 衛生検査件数､種類､依頼経路別(衛生科学研究所に於ける)
	第169表 水道数､施設種､市町村別
	第170表 埋葬及び火葬数､保健所別


	第６章　医療施設統計
	第171表 施設数､施設の種類､都道府県別
	第172表 病床数､施設の種類､病床の種類､都道府県別
	第173表 施設数､率(人口10万対)､年次､施設種別
	第174表 病床数､率(人口10万対)､年次､病床種別
	第175表 施設数､率､設備状況､施設の種類別
	第176表 施設数､率､社会保険､結核予防法による診療担当の状況､施設の種類別
	第177表 病院数､診療報酬点数表選択状況､開設者別
	第178表 病院､一般診療所数､診療報酬点数表選択状況､施設の種類別
	第179表 施設数､率､企業会計組織､青色申告書採用状況､施設の種別
	第180表 従業者数､率､業務の種類､施設の種類別
	第181表 医療施設数､病床数､市郡､保健所､市町村､施設の種別
	第182表 病院病床数､市郡､保健所､市町村､施設､病床の種類別
	第183表 人口10万対施設数､病床数､市郡､保健所､市町村､施設､病床の種類別
	第184表 医療施設数､病床数､市郡､保健所､経営主体別
	第185表 従事者数､市郡､保健所､施設の種類､業務の種別
	第186表 従事者数､率､市郡､保健所､市町村､業務の種別
	第187表 １病院あたり人口､人口10万対病院数､病床数､病床利用率
	第188表 病院数､病床数､患者数､病床利用率


	第７章　医療関係者および薬事統計
	第189表 医師､歯科医師､薬剤師数､都道府県別
	第190表 医師数､資格取得､市郡､保健所別
	第191表 医師数､業務の種類､市郡､保健所別
	第192表 歯科医師数､資格取得､市郡､保健所別
	第193表 歯科医師数､業務の種類､市郡､保健所別
	第194表 薬剤師数､資格取得､市郡､保健所別
	第195表 薬剤師数､業務の種類､市郡､保健所別
	第196表 その他の医療関係者数､率(人口10万対)保健所別
	第197表 医師数､性､年令(５才階級)､市郡､保健所別
	第198表 歯科医師数､性､年令(５才階級)市郡､保健所別
	第199表 薬剤師数､性､年令(５才階級)市郡､保健所別
	第200表 医師､歯科医師､薬剤師数､率､市郡､保健所別､市町村別
	第201表 医師､歯科医師､薬剤師数､率､(人口10万対)市町村､業務の種別
	第202表 就業届出看護婦､看護人､就業場所､保健所別
	第203表 就業届出保健婦､就業場所､保健所別
	第204表 就業届出助産婦､就業場所､保健所別
	第205表 就業あんま師､はり師､きゅう師､柔道整復師､保健所別
	第206表 歯科衛生士､就業場所､保健所別
	第207表 歯科技工士､就業場所､保健所別
	第208表 医療監視件数､新規開設―構造設備変更使用許可件数､処分件数､保健所別
	第209表 へき地巡回診療による受診者総数､傷病者､り患率(受診者1,000対)
	第210表 へき地巡回診療による受診者､傷病者数､率､市町村別
	第211表 薬局数､保健所別
	第212表 源泉及び源泉の利用施設数､保健所別
	第213表 薬事監視成績､対象､違反項目別
	第214表 毒物､劇物営業取締成績､対象､違反､項目別
	第215表 温泉法に基く行政処分件数､年次別




