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　第１部では、子ども・若者の置かれた状況につい
て統計データから概観します。

青年期を取り巻く概況青年期を取り巻く概況

第第１１部部

１． 15歳から29歳までの人口数と総人口に占める割合   2

２．進学状況・就労環境   2
○公立中学校等卒業者の進路状況   2

○年齢階層別雇用職員の非正規雇用職員の占める割合   3

○若年無業者（ニート）数   3

３．ひきこもり数   4

４．生活保護　年齢階級別被保護人員   5

５．社会的養護措置児童数   6

６．精神科病院通院者数（自立支援医療）   7

７．少年鑑別所への送致児童数   7

８．自殺者数   8

９．相談機関における相談内容   8
○児童相談所における内容別虐待相談受付件数   8

○県内の配偶者暴力相談支援センターで受け付けたDV相談件数   9

○かながわ子ども・若者総合相談センター及び
○ひきこもり地域支援センターにおける相談実績   9

第１部　まとめ   10



2

公立中学校等卒業者の進路状況
　本県の公立中学校等卒業者の進路状況をみると、卒業者総数は約６万
9,000人で、約2,500人（約３％）が定時制高校、約2,900人（約４％）が
通信制高校です。特別支援学校高等部への進学者は、平成24年度は約
980人で、10年前（平成15年度）と比べると約1.9倍となります。

　本県の総人口は約907万2,000人（平成25年１月１日現在）であり、15
歳から29歳の人口は約143万4,000人で総人口の15.8％となります。12年
前（平成14年）と比べると約37万9,000人（約５％）減少しています。

15歳から29歳までの人口数と
総人口に占める割合

進学状況・就労環境

1
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１．15歳から29歳までの人口数と総人口に占める割合／２．進学状況・就労環境

年齢階層別雇用職員の非正規雇用職員の占める割合
　南関東地区の年齢別雇用職員数（15～44歳）のうち「15～24歳のうち在
学中を除く」非正規職員・従業員の占める割合は、平成24年に32.3％とな
り、「25～34歳」「35歳～44歳」が占める割合よりも高くなっています。

若年無業者（ニート）数
　南関東地域の若年無業者（ニート）の数は15万～18万で推移しています。
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　内閣府が平成22年２月に全国5,000人の若者（15歳以上39歳以下）を対
象に実施した調査「若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する調査）
報告書」（平成22年７月）によると、ひきこもり群は全国で約69万6,000
人と推計され、その割合を基に推計した県内のひきこもりは、約５万
3,000人になります。（「神奈川県青少年白書（平成24年版）」より）
　また、ひきこもり群について上記調査と同様の定義を用いて調査を実
施した「横浜市子ども・若者実態調査（報告書）」（平成25年３月）によ
ると、横浜市内のひきこもり群の数は、約8,000人となっています。この
割合を基に推計した県内のひきこもりは、約２万1,000人になります。

ひきこもり数3

横浜市と内閣府調査との比較

項　　目 横浜市 内閣府
標本数 3,000人 5,000人
回収数

（率=回収数/標本数） 1,386人（46.2％） 3,287（65.7％）

ひきこもり群の出現率 0.72％ 1.79％

（「横浜市子ども・若者実態調査（報告書）」（平成25年3月）より本会作成）

ひきこもり群の推計数（全国）

有効回収数に
占める割合（％） 全国の推計数（万人）

ふだんは家にいるが、近所のコンビ
ニなどには出かける 0.40 15.3

狭義のひきこもり
23.6万人自室からは出るが、家からは出ない 0.09  3.5

自室からほとんど出ない 0.12  4.7

ふだんは家にいるが、自分の趣味に
関する用事のときだけ外出する 1.19 準ひきこもり46.0万人

計 1.79 広義のひきこもり
69.7万人

（注）・15～39歳の5,000人を対象として、3,287人（65.7％）から回答を得た。
 ・ 上記ひきこもり群に該当する状態となって６カ月以上の者のみを集計。「現在の状態のきっ
かけ」で統合失調症または身体的な病気と答えた者、自宅で仕事をしていると回答した者、
「ふだん自宅にいるときによくしていること」で「家事・育児をする」と回答した者を除く。

 ・ 全国の推計数は有効回収数に占める割合に総務省「人口統計」（2009年）における15～39歳
人口3,880万人を乗じたもの。

 （内閣府「子ども・若者白書」（平成25年）より本会作成）
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３．ひきこもり数／４．生活保護　年齢階級別被保護人員

　本県の平成23年の０歳から29歳の生活保護被保護人員数は、約２万
8,000人であり、平成21年からの増加率をみると、「18～19歳」が約
160％、「20～29歳」が140％と他の年齢階級の増加率に比べて高くなって
います。

生活保護　年齢階級別被保護人員4
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　本県における乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童
自立支援施設、里親等に措置されている児童数は2,090人となります。
平成24年度でみると、措置委託先としては、児童養護施設が73％、里親
等が13％となります。

社会的養護措置児童数5
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５．社会的養護措置児童数／６．精神科病院通院者数（自立支援医療）／７．少年鑑別所への送致児童数

　本県における平成23年度精神通院医療（自立支援医療）適用者のうち、
「０歳から29歳」は約１万5,000人となります。平成21年度から1,776人
増加しており、年齢階層別の増加率をみると、「20～29歳」が110％、「10
～19歳」が123％となっています。

精神科病院通院者数（自立支援医療）

少年鑑別所への送致児童数

6

7
　横浜少年鑑別所における平成24年の新収容者は1,033名であり、「15歳
から17歳」が67％を占めています。
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　本県の平成24年の自殺者数は1,659人（人口動態統計）であり、自殺者
の年齢別でみると、「20代」11.7％、「30代」11.9％となっています。

児童相談所における内容別虐待相談受付件数
　本県の児童相談所における虐待相談受付件数は、平成24年度5,571件
で、３年前（平成21年度）と比べると約1.65倍となります。相談内訳で
は、受付件数のうち心理的虐待45.6％、ネグレクトが26.7％を占めます。

自殺者数

相談機関における相談内容

8

9
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８．自殺者数／９．相談機関における相談内容

県内の配偶者暴力相談支援センターで受け付けたDV相談件数
　県内の「配偶者暴力相談支援センター」で受け付けたDV被害者本人
からの相談は、平成24年度は、5,481件で、そのうち20歳未満から30歳代
の数は、1,345で、24.5％となります。

かながわ子ども・若者総合相談センター及び
ひきこもり地域支援センターにおける相談実績

　本県のかながわ子ども・若者総合センターとひきこもり地域支援センター
で受けた平成24年度電話相談件数は2,803件で、その内「ひきこもり」
19.7％、「不登校」18.7％、「学校関係」15.9％と割合が高くなっています。
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　第１部　青年期を取り巻く概況では、県内の子ども・若者の状況を客
観的に知るために、公表された統計データを主に掲載しました。

　本県の15から29歳の人口は、平成25年に約1,434,000人となり総人口
の15.8％を占めています。平成14年から比べると、５％減少しているこ
とがわかります。
　義務教育である中学校を卒業した後の進路状況は、定時制・通信制高
校、特別支援学校高等部への進学者数は増加しています。就業状況で
は、非正規職員・従業員の中で、他の年齢区分よりも10代後半から20代
前半の割合が高いことがうかがえます。
　また、生活保護を利用する人（０～29歳）は約28,000人います。３年
間（平成21年度から23年度）の増加率をみると、「18から19歳」の階層で
は60ポイント増（1,600人）、「20から29歳」の階層では40ポイント増
（4,700人）と、その数値は高くなっています。そして、児童養護施設・
里親等で暮らす子どもは約2,000人います。
　相談機関の相談内容では、児童相談所の虐待相談受付件数が、約5,600
件〔４年間（平成21年度から24年度）で1.65倍増加〕に上ります。かな
がわ子ども・若者総合相談センター及びひきこもり地域支援センターの
相談は約2,800件（平成24年度）であり、その内訳は、「ひきこもりに関
すること」19.7％、「不登校」18.7％を占めています。
　
　これらの統計からは、子ども・若者の人口が減少している一方で、子
ども・若者の育つ家庭環境や社会の中での生活環境の厳しさをうかがい
知ることができます。
　統計の先に見える子ども・若者はどんな環境に置かれているのでしょ
うか。第２部では、青年期をサポートするさまざまな現場から、子ど
も・若者の実態を探ります。

第１部　まとめ
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