（参考資料４）

神奈川県青少年白書（
神奈川県青少年白書（平成22
平成22年版
22年版）
年版）掲載図表の
掲載図表の出典・
出典・参考ホームページ
参考ホームページのご
ホームページのご案内
のご案内

神奈川県青少年白書は、幅広い内容を掲載してきたこれまでのスタイルを見直し、青少年の現状を示す主なデータと主要な青少年
施策を厳選して掲載する内容に平成23年度版からリニューアルしました。そのため、「子ども・若者白書」（内閣府）と重複する全国調査
の結果や、「神奈川県子ども・子育て支援白書」（次世代育成課）と重複する子育てに関する資料など、平成22年度版には掲載されて
いますが、平成23年度版及び平成24年度版には掲載していない図表があります。
今回掲載していない図表のうち、データが掲載されているホームページがあるものはそのホームページアドレスを、また、データが
ホームページ等に掲載されていないものは、参考となるホームページを下記のとおりご紹介しますので、ご活用ください。
なお、図表を白書に掲載するに当たって、出典と同じ図表を掲載させていただいていたものもありますが、過去のデータを蓄積するな
ど、加工して掲載してきたものもございますので、ご了承下さい。
＊１件目の図表の掲載順とし、出典が同じものは同じ欄に掲載
しています

【図表又は使用データの全部（又は一部）がホームページで見られるもの】
出典等の名称／ＵＲＬ

神奈川県青少年白書（平成22年版）の図・表

神奈川県年齢別人口統計調査（神奈川県）

図1-1-1 年齢別、男女別人口ピラミッド（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f11000/

図1-1-2 青少年人口の推移（神奈川県）

神奈川県衛生統計年報（神奈川県）

図1-1-3 出生数・合計特殊出生率の推移（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6872/p22052.html

図1-1-4 青少年の死亡数の年次推移（神奈川県）
図1-1-5 年齢別の主な死亡原因及び割合（神奈川県）

青少年の性行動調査（財団法人日本性教育協会）

図1-2-6 性交経験率（全国）

http://www.jase.or.jp/jigyo/youth.html

（図1-2-7 性交についての情報源（全国））※HP非掲載

第２回子ども生活実態基本調査報告書（Benesse教育研究開発センター）

図1-2-8 自分自身について（全国）

http://benesse.jp/berd/center/open/report/kodomoseikatu_data/2009/
子どもの体験活動の実態に関する調査研究報告書（独立行政法人国立青少年教育機構）

図1-2-9 電車やバスの中で化粧や整髪しても良いと思う（全
国）

http://www.niye.go.jp/kenkyu_houkoku/contents/detail/i/62/

図1-2-10 他人をいじめている人がいると、腹が立つ（全国）

記者発表資料（携帯電話及びパソコンにおけるインターネットの利用状況等に関するアンケート
調査（子ども教育支援課）

図1-3-2 携帯電話等を初めて所有した時期について（神奈川
県）

http://www.pref.kanagawa.jp/press/0806/058/index.html

図1-3-3 携帯電話等の使用目的とパソコンでのインターネット
利用（神奈川県）
図1-3-4 電子メール送受信回数（神奈川県）
図1-3-5 携帯電話で１日にサイトを見たり、ブログなどへの書
き込みを行う平均時間（神奈川県）
図1-6-4 学校裏サイトとして把握しているサイト数（公立学
校）（神奈川県）
図1-6-6 携帯電話やパソコンのメールやプロフなどでの悪口・
嫌がらせの問題（公立学校）（神奈川県）

社団法人日本ＰＴＡ全国協議会

http://www.nippon-pta.or.jp/
・平成21年度子どもとメディアに関する意識調査結果報告書（社団法人日本ＰＴＡ全国協議会）

図1-3-6 ゲーム機器の所有状況（全国）
図1-3-8 ゲームソフト利用経験（全国）

・教育に関する保護者の意識調査報告書（社団法人日本ＰＴＡ全国協議会）

図1-5-5 父親と子どものコミュニケーションの内容（全国）
図1-5-6 母親と子どものコミュニケーションの内容（全国）
図1-5-10 家庭で普段から「きちんとするように」教えている
こと（全国）
図1-3-7 普段、１日あたりどれくらいの時間、テレビゲームを
するか（神奈川県・全国）

平成22年度全国学力・学習状況調査（文部科学省）

http://www.nier.go.jp/10chousakekkahoukoku/todoufuken_chousakekka_shiryou/14_kanagawa.htm
子どものＩＣＴ利用実態調査（Benesse教育研究開発センター）

図1-3-9 テレビゲームについての意識と実態（全国）

http://benesse.jp/berd/center/open/report/ict_riyou/hon/index.html
平成21年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」（内閣府）

図1-3-10 インターネットに関する啓発や学習の経験（全国）

http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/index.html

図1-3-12 家庭のルール（全国）
図1-3-14 保護者と子どもでは、どちらがインターネットに詳
しいか（全国）

神奈川県の児童生徒体力・運動能力調査報告書（神奈川県）

表1-4-1 児童・生徒の男女別体格平均値の推移（神奈川県）
図1-4-1 児童・生徒の男女別新体力テストの平均値の推移（神
奈川県）
図1-4-2 幼稚園児・児童・生徒の疾病・異常被患率（神奈川
県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5181/
学校保健統計調査報告書（文部科学省）

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm

1

図1-4-3 肥満・痩身傾向児童・生徒の出現率（神奈川県）

図1-4-7 出会い系サイトの利用について知っていること（全
国）

第５回情報化社会と青少年に関する意識調査報告書（内閣府）

http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/jouhou5/index.html
図1-4-9 児童相談所（県所管域）における対象年齢別件数（神
奈川県）

記者発表資料（平成23年度児童相談所虐待相談受付件数について）（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p488828.html
人口動態調査（厚生労働省）

表1-5-1 合計特殊出生率の全国順位（全国）

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html

表1-5-2 夫婦の平均初婚年齢の推移（全国・神奈川県）

子ども・子育て白書（内閣府）

図1-5-2 未婚率の推移（全国）

http://www8.cao.go.jp/shoushi/whitepaper/index-w.html
表1-5-3 出生子どもの数構成の推移（結婚持続期間15～19年）
（全国）

出生動向基本調査（厚生労働省）

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/118-1.html
図1-5-3 今の世の中は、子どもを持つのはむずかしい（神奈川
県）
図1-5-15 若者の「ひきこもり」など、青少年が自分自身の価
値や存在感を実感しにくい世の中になっている（神奈川県）

県民ニーズ調査（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3489/
財団法人日本青少年研究所

http://www1.odn.ne.jp/youth-study/
・中学生・高校生の生活と意識調査報告書

図1-5-4 親との関係（全国）
図1-9-2 あなたのお父さん、お母さんはあな
たの成績に関心を持っていますか（全国）
図1-9-3 もっと世の中に出てから役に立つ勉
強をしたい（全国）
※HP非掲載
図1-9-4 今あなたがしている勉強についてどう
思いますか（全国）
図1-5-11 相談事例からみたひきこもり本人の性別（神奈川
県）

・高校生の勉強に関する調査報告書

県立青少年センター

表2-1-6 県立青少年センター主催の主な青少年支援・指導者対
象事業（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f602/

表2-1-10 青少年舞台芸術活動の推進事業（神奈川県）
表2-1-11 科学体験活動実施状況（神奈川県）
表2-1-15 青少年支援・指導者育成推進事業（神奈川県）
表2-2-2 面接相談の内訳（神奈川県）
表2-2-1 電話相談の内訳（神奈川県）
表2-3-4 県立青少年センターの青少年支援・指導者活動支援事
業（神奈川県）

神奈川県学校基本調査（統計センター）

表1-6-1 学校数（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6795

表1-6-2 児童・生徒数別学級数（神奈川県）
表1-6-3 学年別在学者数（神奈川県）
表1-6-7 専修学校の学校数・生徒数（神奈川県）
表1-6-8 各種学校の学校数・生徒数（神奈川県）
図1-6-2 進学率の推移（神奈川県）
表1-6-11 理由別長期欠席者数（国・公・私立小学校）（神奈
川県）
表1-6-12 理由別長期欠席者数（国・公・私立中学校）（神奈
川県）
表1-9-2 帰国児童・生徒数の推移（神奈川県）

学校基本調査（文部科学省）

表1-6-6 大学・短期大学数及び学生数（神奈川県）

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm
中学校・高等学校生徒のスポーツ活動に関する調査報告書（神奈川県）

表1-6-9 入部者の多い運動部（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5311/
表1-6-13 理由別長期欠席者数（公立高等学校
奈川県）

全日制）（神

神奈川県児童・生徒の問題行動等調査の結果（神奈川県）

表1-6-14 理由別長期欠席者数（公立高等学校
奈川県）

定時制）（神

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7508/

表1-6-15 公立小・中学校における不登校となった直接のきっ
かけと考えられる状況（神奈川県）
表1-6-18 いじめの認知状況（公立学校）（神奈川県）
表1-6-19 いじめの態様（公立学校）（神奈川県）
表1-6-20 暴力行為の発生件数（公立学校）（神奈川県）
表1-6-21 学年別発生状況（公立小学校）（神奈川県）

2

表1-6-16 県立・市立・私立高等学校退学者の推移（全日制）
（神奈川県）
表1-6-17 県立・市立・私立高等学校退学者の主な退学理由
（全日制）（神奈川県）

平成22年度公立高等学校生徒の異動状況調査（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6559/p370291.html
児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/08/1309304.htm
非行原因に関する総合的調査研究（第４回）（内閣府）

図1-7-1 地域活動への参加（全国）

http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikou4/pdf_index.htm
青少年を取り巻く問題と保護者の意識に関する調査（神奈川県）

図1-7-2 家庭での子どもに対する取組みについて（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/47766.pdf

図1-7-4 地域の子どもに挨拶をしたり、時には注意したりと、
地域が子どもを育てる役割の一端を果たしている（神奈川県）

ユビキタスネット社会における安心・安全なＩＣＴの利用に関する調査（総務省）

図1-7-5 コミュニティへの参加状況（全国）

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h21_04_houkoku.pdf
表1-7-6 子どもの健全育成を図る法人数の多い都道府県（全
国）

内閣府ＮＰＯホームページ（内閣府）

https://www.npo-homepage.go.jp/
就業構造基本調査（総務省統計局）

図1-8-1 有業者数（15～29歳）の推移（神奈川県）

http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2007/index.htm

図1-8-2 産業別青少年就業者数の構成比（神奈川県）

神奈川県労働力調査結果報告（統計センター）

図1-8-3 年齢階級別完全失業率の推移（神奈川県・全国）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6778/p20890.html
図1-8-4 年齢階級別パート・アルバイト及びその希望者数の推
移（全国）

労働経済の分析（厚生労働省）

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/11/
新入社員「働くことの意識」調査報告書（公益財団法人日本生産性本部）

図1-8-6 会社を選ぶときに重視した要因（全国）
図1-8-7 働く目的（全国）

http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001036.html

図1-8-8 仕事と生活のどちらが中心か（全国）※HP非掲載
図1-8-9 残業についてどう思うか（全国）
図1-8-10 デートがあるときの残業（全国）
図1-8-11 結婚後の共働き（全国）

※HP非掲載

図1-8-12 この会社でずっと働きたいと思うか
（全国）
法務省

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/housei05_00004.html
・出入国管理統計年報

図1-9-1 出国日本人数と入国外国人数の推移（全国・神奈川
県）

・登録外国人統計

表1-9-1 年齢・男女別外国人登録者数（神奈川県）

ＳＴＯＰ！ＴＨＥ

少年非行（神奈川県警察本部）

図1-10-1家出少年の発見保護状況（神奈川県）
図1-10-2家出少年の学校・職業別状況（神奈川県）

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd1007.htm
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＊１件目の図表の掲載順とし、出典が同じものは同じ欄に掲載
しています

【図表又は使用データがホームページに掲載されていないもの】
参考となるホームページ等

神奈川県青少年白書（平成22年版）の図・表

＜＜青少年行政関係（神奈川県）＞＞
＜参考ＨＰ＞かながわの青少年行政（神奈川県）

表1-7-1 市町村別子ども会数、会員数、指導者数の状況（神奈
川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4151/

表1-7-4 青少年課所管または共管の公益法人（神奈川県）
図1-10-4 カラオケボックスの店舗の営業形態（神奈川県）
図1-10-5 カラオケボックスにおける条例に基づく措置及び自
主規制等の実施状況の推移（神奈川県）
図1-10-6 インターネットカフェ・まんが喫茶の営業区分（神
奈川県）
図1-10-7 有害図書類販売の有無（神奈川県）
図1-10-8 有害図書類区分陳列の実施状況（神奈川県）
図1-10-9 18歳未満への販売・閲覧禁止の表示（神奈川県）
表2-1-3 国際体験活動への支援状況（神奈川県）
表2-3-1 青少年保護育成条例に基づく立入調査状況（神奈川
県）

＜参考ＨＰ＞青少年指導員

表2-3-3 青少年指導員数（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4151/p12564.html
＜参考＞県立藤野芸術の家

表2-1-7 県立藤野芸術の家利用者数（神奈川県）

http://fujino-art.jp/
※清川青少年の家、柳島青少年キャンプ場、観音崎青少年の村の３施設は、平成23年３月31日を
もって廃止いたしました

表2-1-8 県立柳島青少年キャンプ場利用者数（神奈川県）

表2-1-9 観音崎青少年の村利用者数（神奈川県）
表2-1-17 県立清川青少年の家主催の主な青少年支援・指導者
対象研修事業
表2-1-12 ボランティア事故共済加入者数の活動分野別内訳
（神奈川県）

社団法人神奈川県青少年協会資料【H23年度末に解散】
＜参考＞高校生のための日本の次世代リーダー養成塾

表2-1-14 次世代リーダー養成塾派遣状況（神奈川県）

http://leaderjuku.jp/
＜＜教育行政関係（神奈川県）＞＞
＜参考ＨＰ＞神奈川県教育委員会ＨＰ

表1-6-10 県立高等学校の部活動（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6556/

表1-9-4 日本語指導を必要とする外国籍児童・生徒数（神奈川
県）

＜参考＞神奈川県内の特別支援学校一覧

表1-6-4 特別支援学校数及び在学者数（神奈川県）
表1-6-5 特別支援学級数及び在学者数（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6719/

表2-2-7 スクールカウンセラーへの相談状況（神奈川県）
表2-2-8 教育相談コーディネーターの養成状況（神奈川県）
表2-2-18 全日制インターンシップ実施状況（神奈川県）
＜参考＞県立総合教育センター

図1-5-7 家庭・生活関係の相談件数（神奈川県）
表2-2-3 教育相談の実施状況（神奈川県）

http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/

図2-2-1 主な相談内容別前年度比較（神奈川県）
図2-2-2 月別不登校、いじめ相談件数（神奈川県）
＜＜警察関係（神奈川県警察本部）＞＞
＜参考ＨＰ＞神奈川県警察

表1-4-3 青少年の交通事故・状態別死傷者数（神奈川県）

http://www.police.pref.kanagawa.jp/index.htm

表1-4-4 子どもの交通事故・発生件数、死傷者数（神奈川県）

（冊子資料）交通年鑑

※ＨＰ非掲載

（冊子資料）少年非行の概要

表1-4-5 高校生の交通事故・状態別死傷者数（神奈川県）

※ＨＰ非掲載

表1-4-6 高校生の二輪車による死傷者数の推移（神奈川県）
表1-4-7 少年が被害者となる刑法犯の学職別認知件数（神奈川
県）

＜参考＞かながわの交通事故（神奈川県警察本部）

表1-4-10 児童虐待の行為別検挙状況

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0263.htm
＜参考＞少年補導員の活動紹介

表1-20-1 刑法犯の罪種別状況（神奈川県）
表1-10-3 刑法犯の学校・職業別推移（神奈川県）

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd1b000.htm
＜参考＞少年相談・保護センターのご案内

表1-10-4 万引き、乗り物等等の推移（神奈川県）
表1-10-5 特別法犯の推移

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd1004.htm
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表1-10-8 不良行為少年の学校・職業別状況（神奈川県）
表1-10-9 校内暴力事件の推移（神奈川県）
表1-10-10 校内暴力事件の状況（神奈川県）
表1-10-11 家庭内暴力相談受理状況（神奈川県）
表1-10-12 家出少年発見保護学校・職業別状況（神奈川県）
図1-10-3 暴走族の年齢構成
表2-1-1 警察職員による薬物乱用防止教室の開催状況（神奈川
県）
表2-1-2 薬物乱用防止広報車の派遣状況（神奈川県）
表2-2-9 警察職員による非行防止教室の開催状況（神奈川県）
表2-2-16 少年補導員の活動状況
表2-2-17 少年相談受理状況
保健福祉行政関係（神奈川県）
＜参考ＨＰ＞神奈川県子ども・子育て支援白書

図1-2-3 平日の放課後の過ごし方（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6583/

図1-3-11 テレビやゲーム等の残虐性や暴力描写に対する意識
（神奈川県）

＜参考ＨＰ＞薬物乱用防止

表2-1-3 薬物乱用防止教室実施状況（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/life/2/5/27/
＜参考ＨＰ＞かながわＡ

表2-2-6 （かながわＡにおける）相談件数の内訳（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f984/
＜参考ＨＰ＞神奈川県中央児童相談所

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f387/
＜参考ＨＰ＞人権・子どもホットラインについてのご案内

表2-2-11 人権・子どもホットライン
県）
表2-2-12 人権・子どもホットライン
県）

相談者内訳（神奈川

表2-2-13 人権・子どもホットライン

処理結果（神奈川県）

相談内容種別（神奈川

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5893/p5594.html
＜参考ＨＰ＞メンタルフレンドを募集しています

表2-2-14 メンタルフレンド登録件数（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f387/p5519.html

表2-2-15 メンタルフレンド活動状況（神奈川県）

＜参考ＨＰ＞こころの電話相談についてのご案内

表2-2-4 ひきこもり家族教室・家族セミナー実施状況（神奈川
県）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/1590/

表2-2-5 講演会開催状況（神奈川県）

＜参考ＨＰ＞県立青少年センター

…県民局

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f602/
＜＜労働行政関係＞＞（厚生労働省）

＜参考ＨＰ＞若年者雇用対策（厚生労働省）

表1-8-1 新規学校卒業者の求職・求人充足状況（神奈川県）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha.html

表1-8-2 新規学校卒業者の離職状況（神奈川県）

＜参考ＨＰ＞神奈川労働局（厚生労働省）

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
＜＜その他＞＞
＜参考ＨＰ＞ＮＰＯ法人に関する情報の公開（神奈川県）

表1-7-5 認証団体の活動分野別区分（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f160287/
表2-1-5 消費生活ミニ出前講座の実施状況（神奈川県）

表2-1-6 学校における金銭・金融教育の実施状況（神奈川県）

＜参考ＨＰ＞犯罪や事故のない安全・安心まちづくり

表2-2-10 くらし安全指導員による薬物乱用防止教室等の実施
状況（神奈川県）

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0222/

表2-3-2 事故給付金制度と安全・安心まちづくり団体事業補助
金

5

