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　この「 飾区の現況」は、区行政全般にわたる基礎的数値を収録し、

毎年刊行してきたもので、初版（昭和４１年）以来５０版になります。

この小冊子によって当区の実態をご理解いただき、また、各種の基礎

資料としてご利用いただければ幸いです。

　本書の編集に当たり、資料の提供等ご協力をいただきました関係各

位に厚くお礼申し上げます。また、収録内容について、一層の充実を

図るために、お気づきの点がありましたら、ご意見をお寄せ頂きます

ようお願い申し上げます。
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