統計 で 見 る 平 成 年 間 の 矯正
一年一年の数値を見ただけでは見えてこないものが
21 年間の数値を多角的にとらえた図表や資料，説明に
より初めて見えてくる矯正の現状と課題がある。
１

公刊された各種統計資料延べ 4,274 点(年平均 204 点)の中から，101
のタイトルを精選し，延べ 607 個の表・図・資料を登載し，平成年間
における矯正統計を集大成
２ 全編を組織共通・刑事施設・少年鑑別所・少年院・婦人補導院の５
部編成とし，全矯正組織を満遍なく網羅
３ 全 144 個の表では，矯正に関する重要な事項について 21 年間の要
点(５年ごとの数値，平成 21 年と 10 年前の平成 11 年の数値の比較，
直近３か年の平均値・男女別比較，21 年中の最大・最小値等)を明示
４ 全 304 個の図では，折れ線グラフ，円グラフ，棒グラフ等を用い，
平成元年から平成 21 年までの推移，直近３か年の平均値の分布，男
女別比較等を明示
５ 101 のタイトルごとに各図表の要点を簡潔に記述した説明を登載
６ 延べ 159 個の巻末資料では，21 年間の各年次の数値の明細表を添付
７ 刑事施設法下の制度と旧監獄法下の制度の統計的な比較表を掲示
(受刑者の処遇階級と制限区分，処遇分類級と矯正処遇の種類，懲罰
の種類，苦情・不服申立て等)
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