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5．収集・検討した政府統計及び民間調査の一覧 

 

No. 調査名 

 

調査主体 最新調査時期 

調査周期 

調査対象の範囲 

（抽出方法・対象数） 

世帯区分 子供の年齢階

級区分 

調査対象地域 貧困に関連し

得る状況 

集計対象数 備考 

1 国民生活基礎調査 厚生労働省 
政策統括官付参事

官付 
世帯統計室 

平成 28 年 6 月、7
月 
（大規模調査は３

年周期） 

全国の世帯及び世帯員を対象 
 
（平成 25 年度） 
世帯票・健康票：国勢調査区から層化無作為抽

出した 5,530 地区内の全ての世帯(約 30 万世帯)
及び世帯員(約 74 万人) 
所得票・貯蓄票：国勢調査区から層化無作為抽

出した2,000単位区内の全ての世帯(約4万世帯)
及び世帯員(約 9 万人) 

全ての世帯 
 
※世帯員ごとの情報が取

得されているため、特別

集計により多様な世帯区

分の把握が可能。 
母子世帯・父子世帯・児

童のいる世帯（うち大人

が二人、大人が一人）な

ど 

全ての年齢 
 
※世帯員ごとの情

報が取得されてい

るため、特別集計に

より多様な年齢階

級区分の把握が可

能。 

全国 
 
※都道府県情報が

取得されているた

め、特別集計を行え

ば地域別・都道府県

別の集計も作成可

能。 

世帯単位の所得等

の項目が利用でき

る 

（平成 25 年度） 
世帯票・健康票  

234,383 世帯 
所得票・貯蓄票  

26,387 世帯  

  

2 全国ひとり親世帯等調

査 
（旧 全国母子世帯等

調査） 

厚生労働省 
雇用均等・児童家庭

局 
家庭福祉課 
母子家庭等自立支

援室 

平成 28 年 11 月 
（５年周期） 

全国の母子世帯、父子世帯、父母のいない児童

のいる世帯を対象 
 
（平成 28 年度） 
国勢調査区から無作為に 4,450 調査区を抽出

し、当該調査区内の父子世帯、養育者世帯の全

てを客体とするとともに、上記 4,450 調査区の

中から無作為に抽出した 2,850 調査区内の母子

世帯の全てを客体とする。 

母子世帯、父子世帯、父

母のいない児童のいる世

帯 

18 歳未満 
 
※世帯員ごとの情

報が取得されてい

るため、特別集計に

より多様な年齢階

級区分の把握が可

能。 

全国 
※１県あたりの平

均回答数は 37 世帯

とサンプル数が少

なくなる。 
※平成 23 年度は岩

手県、宮城県及び福

島県は調査を実施

していない。 

世帯の年間総収入、

親自身の年間総収

入、親自身の年間就

労収入が利用でき

る。 

（平成 23 年度） 
母子世帯  

1,648 世帯 
父子世帯  

561 世帯 
養育者世帯  

102 世帯  

 

3 ひとり親家庭の生活状

況に関する調査（子ども

の生活状況に関する調

査） 

厚生労働省 
雇用均等・児童家庭

局福祉課 

平成 28 年 2 月 
（アドホック調査） 

児童扶養手当受給者を対象とし、受給者数とサ

ンプル数が比例するように各市区町村あて、調

査票を配分した。各市区町村からは、無作為抽

出して調査票をひとり親家庭に送付した。 
子供票は、ひとり親票が送付された親と同居し

ている子供（10～18 歳）のうち、最も年齢が高

い者１名に、親から子供へ子供票を配布した。 

児童扶養手当受給世帯 児童扶養手当の対

象となる子供のい

る世帯（18 歳に到

達して最初の年度

末（3 月 31 日）ま

で） 
子供票は 10～18歳

が対象 

全国 調査対象者が児童

扶養手当受給者の

ため所得が一定水

準以下 

ひとり親票  
1,346 世帯 

子供票  
839 人 

 

4 家庭の生活実態及び生

活意識に関する調査 

厚生労働省 
社会・援護局保護課 

平成 22 年 7 月 
（アドホック調査） 

平成 22 年国民生活基礎調査の所得票を実施し

た世帯のうち 1,600単位区約 32,000世帯及び平

成 22 年度社会保障生計調査の調査世帯となっ

ている被保護世帯約 1,110 世帯が対象。 

全ての世帯 
生活保護世帯 

質問項目が、高校生

以下の子供に関す

る質問、中学生以下

の子供に関する質

問、高校生の子供に

関する質問と分別

されている。 

全国 生活保護世帯 
 
国民生活基礎調査

と連結すれば世帯

単位の所得等の項

目が利用できる。 

生活保護世帯  
1,006 世帯 

うち母子世帯  
233 世帯 

 
一般世帯については全国

消費実態調査の第１十分

位相当世帯 n=3,289 
全国消費実態調査の第３

五分位相当世帯  
n=3,508 

のみ公表 

一部の集計結

果のみ公表さ

れている。調

査 票 は 非 公

開。 

5 生活と支え合いに関す

る調査 
（旧 社会保障実態調

査） 

国立社会保障・人口

問題研究所 

平成 24 年 7 月 
（５年周期） 

全国の世帯主及び世帯員を対象とし、平成 24 年

国民生活基礎調査で設定された調査地区内より

無作為に抽出した 300 調査地区内の全ての世帯

の世帯主及び 20 歳以上の世帯員を調査の客体

とする。 

全ての世帯 
 
※世帯員ごとの情報が取

得されているため、特別

集計により多様な世帯区

分の把握が可能。 
母子世帯・父子世帯・児

童のいる世帯（うち大人

が二人、大人が一人）な

ど 
※生活保護の有無を尋ね

る設問あり 

世帯票：全ての年齢 
（個票：20 歳以上

の世帯員） 

全国 
 
※平成 24 年度は、

福島県は調査を実

施していない。 

20 歳以上の世帯員

の所得の合算によ

り世帯単位の所得

を利用可能 
 
生活保護世帯 

（平成 24 年度） 
11,000 世帯 
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No. 調査名 

 

調査主体 最新調査時期 

調査周期 

調査対象の範囲 

（抽出方法・対象数） 

世帯区分 子供の年齢階

級区分 

調査対象地域 貧困に関連し

得る状況 

集計対象数 備考 

6 人口動態調査 厚生労働省 
政策統括官付参事

官付人口動態・保健

社会統計室 

（毎年実施） 「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」に

より届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び

死産の全数を対象としている。 

個別の世帯に関する情報

はなし 

個人に関する情報

はなし 

全国 － 全国民   

7 全国家庭動向調査 国立社会保障・人口

問題研究所 

平成 25 年 7 月 
（５年周期） 

国民生活基礎調査で実施された調査地区内より

無作為に抽出した 300 調査区内の全ての世帯

(約 15000 世帯)を対象。第 4 回調査では、当該

世帯のうち、結婚経験のある女性（複数いる場

合はもっとも若い結婚経験のある女性、1 人も

いない場合は世帯主）に回答を依頼し、分析に

は有配偶の妻の回答を利用した。 

全ての世帯 年齢階級区分なし 全国 世帯収入の利用が

可能 

(第 5 回調査) 
有効回収数   
9,632  

 

8 21 世紀出生児縦断調査 
（平成 13 年出生児）  

厚生労働省 
政策統括官付参事

官付世帯統計室 

（毎年実施） 全国の 2001 年（平成 13 年）1 月 10 日から同

月 17 日の間及び同年 7 月 10 日から同月 17 日

の間に出生した子を対象とし、厚生労働省が人

口動態調査の出生票を基に調査客体を抽出し

た。双子、三つ子についてもそれぞれの子を対

象としている。 

平成13年出生児のいる世

帯 
平成 13 年出生児 全国 世帯単位の年間収

入の項目が利用で

きる 

（平成 27 年度） 
29,506 世帯 

  

9 21 世紀出生児縦断調査 
（平成 22 年出生児）  

厚生労働省 
政策統括官付参事

官付世帯統計室 

（毎年実施） 全国の平成 22 年（2010 年）５月 10 日から同

月 24 日の間に出生した子を対象とし、厚生労

働省が人口動態調査の出生票を基に調査客体を

抽出した。双子、三つ子についてもそれぞれの

子を対象としている。 

平成22年出生児のいる世

帯 
平成 22 年出生児 全国 世帯単位の年間収

入の項目が利用で

きる 

（平成 26 年度） 
28,161 世帯 

  

10 国民健康・栄養調査 厚生労働省 
健康局健康課栄養

指導室 

（毎年実施） 調査年の国民生活基礎調査において設定された

単位区から、層化無作為抽出した 300 単位区内

の世帯(約 6,000 世帯)及び世帯員(調査年 11 月 1
日現在で満 1 歳以上の者、約 18,000 人)。 

全ての世帯 １歳以上 全国 
 
※都道府県情報が

取得されているた

め、特別集計を行え

ば都道府県別の集

計も作成可能。 

平成 26 年度調査で

は重点項目として

所得について４択

で把握 
（200 万円未満、

200 万円以上 600
万円未満、600 万円

以上、わからない） 

（平成 27 年度） 
3,507 世帯 

  

11 福祉行政報告例 厚生労働省 
政策統括官付参事

官付行政報告統計

室 

（毎年実施） 社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、

指定都市及び中核市における行政の実態を数量

的に把握 

個別の世帯に関する情報

はなし 
個人に関する情報

はなし 
都道府県、指定都市

及び中核市 
－ －   

12 被保護者調査 厚生労働省 
社会・援護局保護課 

（毎年実施） 平成 24 年度より、福祉行政報告例のうち生活保

護関係について、被保護者全国一斉調査と統合

をおこない新たに被保護者調査と名称を変更し

た。都道府県、指定都市、中核市及び福祉事務

所による報告。 

個別の世帯に関する情報

はなし 
個人に関する情報

はなし 
都道府県・指定都

市・中核市 
－ －   

13 社会保障生計調査  厚生労働省 
社会・援護局保護課 

（毎年実施） 全国の被保護世帯を対象として全国を地域別に

10 ブロックに分け、各ブロック毎に都道府県・

指定都市・中核市のうち 1～3 か所を調査対象自

治体として選定し、1,110 世帯を抽出する。 

生活保護世帯 不明 都道府県・指定都

市・中核市 
生活保護世帯 1,100 世帯  

14 全国家庭児童調査  厚生労働省 
雇用均等・児童家庭

局総務課 

平成 26 年 12 月 
（５年周期） 

全国の 18 歳未満の児童(調査年 12 月 1 日現在)
のいる世帯を対象として、調査年の国民生活基

礎調査の対象となった調査単位区から無作為に

抽出した 360 単位区内の 18 歳未満の児童のい

る世帯及びその世帯にいる小学校 5年生から 18
歳未満までの児童を客体とする。 

全ての世帯 小学校 5 年生から

18 歳未満 
全国 － （平成 21 年度） 

保護者用調査票 1,369
世帯 
児童用調査票 1,098 人 

 

15 児童養護施設入所児童

等調査  
厚生労働省 
雇用均等・児童家庭

局総務課 

平成 25 年 2 月（５

年周期） 
全国の里親委託児童、児童養護施設の入所児童、

情緒障害児短期治療施設の入所児童、児童自立

支援施設の入所児童、乳児院の入所児童、母子

生活支援施設の児童並びに保護者、ファミリー

ホーム委託児童、自立援助ホームの入居児童を

対象とし、その全員を調査客体とする。 

児童養護施設入所児童等 個人に関する情報

はなし 
全国 児童養護施設入所

児童等 
（平成 24 年度） 
47,776 人  
うち養護施設児童児 
29,979 人  
うち母子施設児  
6006 人  
うち里親委託児  
4,534 人 など 
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No. 調査名 

 

調査主体 最新調査時期 

調査周期 

調査対象の範囲 

（抽出方法・対象数） 

世帯区分 子供の年齢階

級区分 

調査対象地域 貧困に関連し

得る状況 

集計対象数 備考 

16 乳幼児身体発育調査  厚生労働省 平成 22 年 9 月 
（１０年周期） 

(1) 一般調査 
 全国の乳幼児を対象として、調査年から 5 年

前の国勢調査区のうち層化無作為抽出した

3,000 地区内の調査実施日において生後 14 日以

上 2 歳未満の乳幼児及び、3,000 地区のうちか

ら抽出した 900 地区内の 2 歳以上小学校就学前

の幼児を調査の客体とした。 
 (2) 病院調査 
 全国の産科を標榜し且つ病床を有する病院の

うち、調査年医療施設基本ファイルから抽出し

た 150 病院で出生し、調査年 9 月中にいわゆる

1か月健診を受診した乳児を調査の客体とした。  

乳幼児(生後 14 日以上 2
歳未満/2 歳以上就学前)の
いる世帯 

生後 14 日以上 2 歳

未満の乳幼児及び

2 歳以上小学校就

学前の幼児 

全国 ― (平成 22 年度調査) 
一般調査票  
7,652 人 
病院調査票  
4,774 人 

 

17 乳幼児栄養調査  厚生労働省 平成 27 年 9 月 
（１０年周期） 

○昭和 60 年度、平成 7 年度、平成 17 年度 
 全国の 4 歳未満（調査年 5 月 31 日現在）の乳

幼児及び乳幼児のいる世帯を対象として、調査

年国民生活基礎調査により設定された単位区か

ら抽出した 2,000 単位区内の 4 歳未満児（約

3,500 人）及びその乳幼児のいる世帯（約 3,000
世帯）を客体とする。 
○平成 27 年度 
 全国の 6 歳未満の乳幼児及び乳幼児のいる世

帯を対象として、平成 27 年国民生活基礎調査に

より設定された地区から無作為に抽出した

1,106 地区内の 6 歳未満の子供（約 5,500 人）

及びその乳幼児のいる世帯（約 4,400 世帯）を

客体とする。 

乳幼児(6 歳未満)のいる世

帯 
6 歳未満 全国 社会経済的要因と

して、経済的な暮ら

し向き、生活の中の

時間的なゆとり、総

合的な暮らしにつ

いて尋ね、5 件法に

て把握                                             
「ゆとりがある」

「ややゆとりがあ

る」「どちらともい

えない」「あまりゆ

とりはない」「全く

ゆとりはない」 

(平成 27 年度) 
集計対象  
3,871 人 

  

18 平成２３年生活のしづ

らさなどに関する調査

（全国在宅障害児・者等

実態調査）  

厚生労働省 平成 23 年 12 月       

（アドホック調査） 
全国約４，５００の国勢調査の調査区に居住す

る在宅の障害児・者等（障害者手帳所持者又は

障害者手帳は非所持であるが、長引く病気やけ

が等により生活のしづらさがある者）を対象。 

障がい者(在宅/長年の病

気や怪我含)のいる世帯 
年齢階級区分なし 全国 「一月当たりの平

均収入」「一月当た

りの平均支出」「住

民税、所得税、生活

保護の状況」にて把

握可能。 
※他に「困ったとき

の相談相手」「日常

生活の支援状況」の

項目あり 

有効回答  
14,243 人 

  

19 所得再分配調査 厚生労働省 平成 26 年 7 月 
（３年周期） 

 国民生活基礎調査の準備調査により設定され

た単位区から無作為に抽出した 500 単位区内の

全ての世帯及び世帯員を客体としている。 

全ての世帯 年齢階級区分なし 全国 世帯単位の所得を

利用可能 
(平成 26 年度) 
集計客対数  

4,826 人 

  

20 社会保障制度企画調査 厚生労働省 所得再分配調査が

実施されない年度

の７月 
（周期変則的） 

国民生活基礎調査の準備調査により設定された

単位区から無作為に抽出した３６０単位区）内

の全ての世帯及び世帯員を客体としている。 

全ての世帯 平成 25 年度調査票

には「20 歳以上」

との記載あり 

全国 平成 25 年度につい

ては「現在の税や社

会保険料の負担水

準についてどう思

いますか」を利用可

能。 
１．生活が苦しくな

るほど重い 
２．生活にはあまり

影響しないが負担

感がある 
３．特に負担感はな

い 

(平成 25 年度) 
集計客対数 
 10,138 人 
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No. 調査名 

 

調査主体 最新調査時期 

調査周期 

調査対象の範囲 

（抽出方法・対象数） 

世帯区分 子供の年齢階

級区分 

調査対象地域 貧困に関連し

得る状況 

集計対象数 備考 

21 地域保健・健康増進事業

報告 
厚生労働省 
大臣官房統計情報

部 

（毎年実施） 全国の保健所及び市区町村による報告 
主な報告事項は 
（１）地域保健事業（地域保健法、母子保健法、

予防接種法 等） 
母子保健、健康増進、歯科保健、精神保健福祉、

衛生教育、職員の配置状況 等 
（２）健康増進事業（健康増進法第 17 条第１

項及び第 19 条の２） 
健康手帳の交付、健康診査、機能訓練、訪問指

導、がん検診 等 

個別の世帯に関する情報

はなし 
統計内容による 全国 ― 全数報告  

22 地域保健・健康増進報告 

（全国乳幼児歯科検診

結果） 

厚生労働省 平成 26 年 
（毎年実施） 

１歳６ヶ月児と３歳児 個別の世帯に関する情報

はなし 
１歳６ヶ月児と３

歳児 
全国 ― (平成 26 年度) 

歯科保健  
4,856,845～ 
16,779 人 
予防接種(インフルエン

ザ)  
16,730,347 人 

No21 の一部 

23 労働者派遣事業実態調

査  
厚生労働省 平成 24 年 10 月 

（調査周期不明） 
（１）地域 全国 
（２）産業 日本標準産業分類（平成 19 年 11 月
改定）に基づく次の 16 大産業 〔鉱業，採石業，

砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱

供給・水道業、情報通信業、運輸業，郵便業、

卸売業，小売業、金融業，保険業、不動産業，

物品賃貸業、学術研究，専門・技術サービス業、 
宿泊業，飲食サービス業、生活関連サービス業，

娯楽業（その他の生活関連サービス業のうち家

事サービス業を除く。）、教育，学習支援業、医

療，福祉、複合サービス事業、サービス業（他

に分類されないもの）（外国公務を除く。）〕 
（３）調査対象 
ア 事業所調査 
上記（２）に掲げる産業に属し、５人以上の常

用労働者を雇用する事業所のうちから、無作為 
に抽出した事業所 
イ 派遣労働者調査 
上記アの事業所調査の調査対象事業所において

就業している派遣労働者 
 

派遣労働者のいる世帯 年齢階級区分なし 全国 平均時給を利用可能 （１）事業所調査   
11,092 
（２）派遣労働者調査  
8,407 人  

  

24 学校基本調査  文部科学省生涯学

習政策局政策課 
平成 28 年 5 月（毎

年実施） 
幼稚園，幼保連携型認定こども園，小学校，中

学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，

特別支援学校，大学，短期大学，高等専門学校，

専修学校及び各種学校並びに市町村教育委員会 

－ － 全国 － 全数調査  



 

参-16 

No. 調査名 

 

調査主体 最新調査時期 

調査周期 

調査対象の範囲 

（抽出方法・対象数） 

世帯区分 子供の年齢階

級区分 

調査対象地域 貧困に関連し

得る状況 

集計対象数 備考 

25 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  

文部科学省 
初等中等教育局児

童生徒課 

平成 28 年 
（毎年実施） 

1.暴力行為の状況  
国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校 
 
2.いじめの状況等 
国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校、特別支援学校、都道府県教育委員会、市

区町村教育委員会 
 
3.出席停止の措置の状況 
市区町村教育委員会 
 
4.長期欠席（小・中学校の不登校等）の状況等 
国公私立小学校、中学校、中等教育学校（前期

課程）、都道府県教育委員会、市区町村教育委員

会 
 
5.長期欠席（高等学校の不登校等）の状況等 
国公私立高等学校、中等教育学校（後期課程） 
 
6.中途退学者数等の状況 
国公私立高等学校、中等教育学校（後期課程） 
 
7.自殺の状況 
国公私立小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校 
 
8.教育相談の状況 
都道府県教育委員会、市区町村教育委員会 

小中高校生のいる世帯 小学生、中学生、高

校生 
全国 ― 全数調査   

26 高等学校卒業（予定）者

の就職（内定）状況調査  
文部科学省 平成 28 年 10 月末 

（毎年 10 月、12 月、

3 月） 

1.新規高等学校卒業（予定）者数（学科別） 
国公私立の高等学校及び中等教育学校（全日

制・定時制課程） 
 
2.就職希望者数（学科別、県内・県外別）  
国公私立の高等学校及び中等教育学校（全日

制・定時制課程） 
 
3.就職（内定）者数（学科別、県内・県外別） 
国公私立の高等学校及び中等教育学校（全日

制・定時制課程） 

高等学校生徒のいる世帯 高校生 全国 ― 全数調査   

27 大学，短期大学，高等専

門学校及び専修学校卒

業予定者の就職内定状

況等調査  

文部科学省 平成 28 年 10 月 
（毎年四半期ごと

10 月,12 月,2 月,4
月） 

国公私立大学，短期大学，高等専門学校及び専

修学校（専門課程） 
高等専門学校以上の学生

のいる世帯 
学生 全国 ― (平成 28 年度 10 月調査) 

調査対象人員６，２５０

人 
大学、短期大学、高等専

門学校(※) 計５，６９０

人 
専修学校（専門課程） ５
６０人 

  

28 子供の学習費調査  文部科学省 
生涯学習政策局政

策課 

平成 26 年 
（隔年） 

公立並びに私立の幼稚園，小学校，中学校及び

高等学校（全日制）の幼児・児童・生徒 
幼児、児童、生徒のいる

世帯 
幼児、児童、生徒 全国 世帯の年間収入を

利用可能 
保護者調査 集計対象 

24,485 人 
学校調査 １,１４０校 

29,060 人 

  

29 学生生活調査  文部科学省 
(日本学生支援機構) 

平成 28 年 11 月 
（隔年） 

大学学部、短期大学本科及び大学院の学生 
 （社会人学生を含む。通信課程、休学者及び外

国人留学生は除く。） 

短期大学生、大学生のい

る世帯 
短期大学生、大学生 全国 家庭の年間収入を

利用可能 
(平成 26 年度調査)  
有効回答 45,577 人 

  



 

参-17 

No. 調査名 

 

調査主体 最新調査時期 

調査周期 

調査対象の範囲 

（抽出方法・対象数） 

世帯区分 子供の年齢階

級区分 

調査対象地域 貧困に関連し

得る状況 

集計対象数 備考 

30 学校給食実施状況等調

査  
文部科学省 平成 28 年 5 月 

（毎年（調査事項 4
（学校給食におけ

る食堂・食器具使用

状況調査）について

は、平成 18 年度調

査までは 3 年お

き。）） 

国公私立の小学校、中学校（中等教育学校前期

課程を含む）、特別支援学校、夜間定時制高等学

校、幼稚園、共同調理場 

幼児、小学生、中学生、

特別支援学校生、夜間定

時制高校生のいる世帯 

幼児、小学生、中学

生、高校生 
全国 ― 全数調査   

31 学校保健統計調査  文部科学省 平成 28 年 
（毎年実施） 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び中等教

育学校のうち，文部科学大臣があらかじめ指定

する学校に在籍する満 5 歳から 17 歳（4 月 1 日

現在）までの幼児，児童及び生徒 

－ 満 5 歳から 17 歳（4
月 1 日現在）までの

幼児，児童及び生徒 

全国 ― (平成 28 年度調査)  
調査実施校 7,755 校 
発育状態対象者  
695,600 人 
健康状態対象者  
3,437,057 人 

  

32 家庭や学校における生

活や意識等に関する調

査  

文部科学省 平成 26 年 8～9 月 
（アドホック調査） 

全国にお住まいの平成 10 年 4 月 2 日から平成

11 年 4 月 1 日までに生まれた者 2,000 人とその

保護者 

高校 1 年生のいる世帯 高校 1 年生 全国 保護者票において

「経済的なゆとり」

について 4 件法に

よる項目あり 

有効回収数 
 976 人 

  

33 全国学力・学習状況調査 文部科学省 
初等中等教育局参

事官付学力調査室 
国立教育政策研究

所 
教育課程研究セン

ター研究開発部学

力調査課 

平成 27 年４月 
（毎年実施） 

小学校調査 
全国の小学校第６学年、特別支援学校小学部第

６学年 
中学校調査 
全国の中学校第３学年、中等教育学校第３学年、

特別支援学校中学部第３学年 

－ 小学校は第６学年、 
中学校は第３学年 

全国 なし 
（平成 25 年度調査

のみあり） 

（平成 27 年度） 
小学校 
 20,191 校 
児童数  

1,074,707 人 
中学校  

10,120 校 
生徒数  
1,056,921 人 

  

34 国際数学・理科教育動向

調査(TIMSS) 
文部科学省 
初等中等教育局参

事官付学力調査室 
国立教育政策研究

所 

2015 年 
（４年周期） 

調査対象標本となる児童生徒の抽出は，国際的

に決められたガイドラインに従って，各国／地

域の児童生徒の状況の縮図が描けるように行わ

れた。我が国の場合には，第１段階として，全

国の全ての小・中学校を都市・町村等の地域類

型によって層化し（中学校の場合は国立・私立

学校も１つの層として分類），そこから各層の児

童生徒数に比例するように学校をランダムに抽

出し，第２段階として，抽出された学校の中の

１学級の児童生徒を抽出するという「層化２段

階抽出法」によって行われた。 

－ 第４学年（小学校４

年生） 
第８学年（中学校２

年生） 

全国 ― 小学校 
149 校 4,411 名 
中学校  

138 校 4,414 名 

  

35 生徒の学習到達速度調

査（PISA） 
国立教育政策研究

所 
2015 年 
（３年周期） 

「高等学校本科の全日制学科，定時制学科，中

等教育学校後期課程，高等専門学校」の 1 年生，

約 115 万人と定義し，層化二段抽出法によっ

て，調査を実施する学校（学科）を決定し，各

学校（学科）から無作為に調査対象生徒を選出

した。 

－ 「高等学校本科の

全日制学科，定時制

学科，中等教育学校

後期課程，高等専門

学校」の 1 年生 

全国 ― 全国の 198 校（学科） 
生徒数  
約 6,600 人 

  



 

参-18 

No. 調査名 

 

調査主体 最新調査時期 

調査周期 

調査対象の範囲 

（抽出方法・対象数） 

世帯区分 子供の年齢階

級区分 

調査対象地域 貧困に関連し

得る状況 

集計対象数 備考 

36 キャリア教育・進路指導

に関する総合的実態調

査 

国立教育政策研究

所 
平成 24 年 
10 月～11 月 
（７年周期） 

①学校調査：各都道府県、政令指定都市教育委

員会において所管の公立小学校・中学校・高等

学校（本校のみ）の中から指定された数の学校

を抽出。依頼数は公立小学校 1,000、公立中学

校 500、公立高等学校 1,000。 
②学級・ホームルーム担任調査：上記①により

選定された学校において、小学校は第６学年、

中学校・高等学校は第３学年の学級・ホームル

ーム担任教員全員の中から２名を無作為に抽

出。 
③児童生徒調査：上記①により選定された学校

の中から２校を無作為に抽出し、抽出された学

校において、小学校は第６学年、中学校・高等

学校は第３学年の学級全体の中から各 1 学級を

無作為に抽出し、当該学級の児童生徒全員を調

査対象。依頼数は 4,000～5,000 人ずつ。 
④保護者調査：上記③により対象となった児童

の保護者。 
⑤卒業者調査（中学校・高等学校のみ）：上記③

により対象となった学校の卒業者 20 名ずつ無

作為抽出。 

すべて全ての世帯 小学校は第６学年 
中学校・高等学校は

第３学年 

全国 ― （平成 24 年度調査） 
公立小学校  
児童 4,179 件、保護者

4,008 件 
公立中学校 
生徒 4,235 件、保護者

3,931 件 
公立高等学校 
生徒 4,660 件、保護者

4,259 件 

  

37 家計調査 総務省 平成 28 年 12 月 
（毎月） 

家計調査は，全国の世帯を調査対象としている。 
 
 ただし，下記に掲げる世帯等は世帯としての

収入と支出を正確に計ることが難しいことなど

の理由から，調査を行っていない。 
 
(1) 学生の単身世帯 
(2) 病院・療養所の入院者，矯正施設の入所者等

の世帯 
(3) 料理飲食店，旅館又は下宿屋（寄宿舎を含

む。）を営む併用住宅の世帯 
(4) 賄い付きの同居人がいる世帯 
(5) 住み込みの営業上の使用人が 4 人以上いる

世帯 
(6) 世帯主が長期間（3 か月以上）不在の世帯 
(7) 外国人世帯 

すべて全ての世帯 年齢階級区分なし 全国 世帯の収支を利用

可能 
(平成27年度調査の平均) 
総世帯  8,471 
二人以上の世帯   
7,772 
単身世帯   699 

  

38 労働力調査 総務省 平成 28 年 12 月 
（毎月末日） 

この調査は標本調査として実施しており，国勢

調査の約 100 万調査区から約 2,900 調査区を選

定し，その調査区内から選定された約 4 万世帯

（基礎調査票の対象世帯，特定調査票について

はうち約 1 万世帯が対象）及びその世帯員が調

査対象となるが，就業状態は世帯員のうち 15 歳

以上の者（約 10 万人）について調査している。 

すべて全ての世帯 15 歳以上？ 全国 ― (2016 年 11 月) 
就業者 6,452 人 
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No. 調査名 

 

調査主体 最新調査時期 

調査周期 

調査対象の範囲 

（抽出方法・対象数） 

世帯区分 子供の年齢階

級区分 

調査対象地域 貧困に関連し

得る状況 

集計対象数 備考 

39 全国消費実態調査 総務省 平成 26 年 
9～11 月 
（５年周期） 

全国の全ての世帯のうち，総務大臣の定める方

法により選定された世帯を対象とし，二人以上

の世帯と単身世帯とに分けて調査を実施した。 
 なお，次に掲げる世帯は，世帯としての収入

と支出を正確に計ることが難しいことなどの理

由から調査の対象から除外した。 
 
（1）二人以上の世帯 
a.料理飲食店又は旅館を営む併用住宅の世帯 
b.下宿屋又は賄い付の同居人のいる世帯 
c.住み込みの雇用者が 4 人以上いる世帯 
d.外国人世帯 
（2）単身世帯 
a.二人以上の世帯の対象除外（a，b 及び d）に

該当する者 
b.学生の単身者 
c.15 歳未満の単身者 
d.雇用者を同居させている単身者 
e.社会施設及び矯正施設の入所者 
f.病院及び療養所の入院者 
g.自衛隊の営舎内居住者 

すべて全ての世帯 年齢階級区分なし 全国 世帯の収支を利用

可能 
調査規模    
約 9,000 世帯 

  

40 社会生活基本調査 総務省 平成 23 年 10 月 
（５年周期） 

調査票 A は、指定する調査区（全国で約 6,900
調査区）内に居住する世帯のうちから，選定し

た約 8 万 3 千世帯の 10 歳以上の世帯員約 20 万

人を対象とした。 
調査票 B は、全国の世帯から無作為に選定した

約４千世帯に居住する 10 歳以上の世帯員約１

万人を対象としたものである。 

すべて全ての世帯 10 歳未満は育児支

援の利用状況のみ 
10 歳以上生活時

間、行動の調査あ

り。 

全国 12 択の選択肢とし

て世帯収入を把握 
（100 万円未満、

100 ～ 199 未

満、･･･、900～999
万円、1000～1499
万円、1500 万円以

上） 

（平成 28 年度調査） 
調査票Ａ：約 19 万人 
調査票Ｂ：約 1 万人不明 

  

41 親と子の生活意識に関

する調査 
内閣府 
子 ど も 子 ど も 若

者・子育て施策総合

推進室 

平成 23 年 10-11 月 
（アドホック調査） 

全国の平成８年４月２日～平成９年４月１日生

まれの男女（中学３年生）及びその保護者を対

象。 
標 本 数：4,000 人 
地 点 数：240 地点 
抽出方法：層化２段無作為抽出法 

中学３年生の子ども子供

のいる世帯 
中学３年生 全国 世帯年収の利用が

可能 
子調査：3,192 
保護者調査：3,197 
（子とその保護者ともに

回収できた票  3,178
組） 

  

42 食育に関する意識調査 農林水産省 
消費・安全局消費者

行政・食育課 
（平成 27 年度まで

は内閣府が実施） 

平成 28 年 
（毎年） 

母 集 団：全国の市区町村に居住する満 20 歳
以上の者 
標 本 数：3,000 人 
地 点 数：210 市区町村 210 地点 
抽 出 方 法：層化２段無作為抽出法 

すべて全ての世帯 年齢階級区分なし 全国 暮らしのゆとりを

尋ねた設問は利用

可 
（ゆとりがある～

全くゆとりはない、

の５択） 

（平成 27 年度調査） 
1,791 人 

  

43 少年矯正統計 法務省 
大臣官房司法法制

部 

司法法制課 
統計室 

（毎年実施） １ 少年鑑別所 
２ 少年院 
への新収容者等に関する統計 

個別の世帯に関する情報

はなし 
統計内容による 全国 少年鑑別所・少年院

への新収容者につ

いて、家庭の生活程

度（富裕、普通、貧

困）を調査してい

る。ただし「貧困」

の定義は不明。 

全数報告   



 

参-20 

No. 調査名 

 

調査主体 最新調査時期 

調査周期 

調査対象の範囲 

（抽出方法・対象数） 

世帯区分 子供の年齢階

級区分 

調査対象地域 貧困に関連し

得る状況 

集計対象数 備考 

44 消費生活に関するパネ

ル調査 
家計経済研究所 平成 28 年 

（毎年実施） 
本調査は、複数の時点で同一個人に対して追跡

調査を行ったパネル調査法を用いている。 
 1993 年に 24～34 歳の若年層の女性（コーホー

ト A）を全国規模で抽出し、留置回収法で調査

を行っている。1997 年からは 24～27 歳（コー

ホート B）を、2003 年からは 24～29 歳（コー

ホート C）を、2008 年からは 24～28 歳（コー

ホート D）を、2013 年からは 24～28 歳（コー

ホート E）を新たに調査対象者として加えた。 
本調査は毎年行われており、回答者の欠落も比

較的少ないため、パネル調査の欠点も相当程度

克服している。 

すべて全ての世帯 コホート 24～34
歳（コーホート A）、 

24～27 歳（コーホ

ート B）、24～29 歳

（コーホート C）、

24～28 歳（コーホ

ート D）、24～28
歳（コーホート E） 

全国 収入を利用可能 第 23 回調査（平成 27 年

10 月実施） 
回答者は、全体で 2,262
人の女性（26 歳～56 歳、

うち有配偶者 1,471 人、

無配偶者 791 人） 

  

45 日本家計パネル調査

(JHPS/KHPS) 
慶應義塾大学 
パ ネ ル デ ー タ 設

計・解析センター 

（毎年実施） KHPS は 2004 年から、JHPS は 2009 年から実

施。KHPS は、2007 年、2012 年に新規コホー

トを追加。KHPS は 20 歳～69 歳の男女、JHPS
は 20 歳以上の男女を対象としている。サンプル

抽出の母集団は重なっているが、結果的に、調

査回答者は KHPS と JHPS で重複はない。 

すべて全ての世帯 コホート 全国 個人の給与収入を

利用可能 
KHPS2004   4,005 人 
KHPS2007  1,419 人 
KHPS2012  1,012 人 
JHPS2009  4,022 人 

  

46 日本子どもパネル調査 慶應義塾大学パネ

ルデータ設計・解析

センター 

（毎年実施） KHPS2013 調査（KHPS 第 10 回調査）協力者

より、2013 年 3 月時点で小学校あるいは中学校

に就学する子ども子供をもつ者 (親) とその子

ども子供（1997 年 4 月 2 日～2006 年 4 月 1 日

生まれの男女）を対象とした。 

小中学校に就学する子ど

も子供のいる世帯 
小学生、中学生 全国 親票における「子ど

もへの支出」が利用

可能か？ 

(第 4 回調査) 
世帯数  

453 
子ども子供票数  

708 
親票数 
 708 

  

47 国民生活時間調査 NHK 2015 年 10 月 
（5 年周期） 

全国 10 歳以上の国民 すべて全ての世帯 10 歳以上 全国 ― (2015 年度調査) 
有効調査相手数  
7,882 人 
調査有効数 
平日 11,056 人 
土曜日 2,195 人 
日曜日 2,170 人 

  

48 放課後の生活時間調査 ベネッセ教育総合

研究所 
2013 年 11 月 
（5 年周期） 

全国の小学５年生～高校３年生 合計 8,100 名

（配布数 29,400 通、回収率 27.6%） 
小学校 5 年生～高校 3 年

生の子どものいる世帯 
小学校 5 年生～高

校 3 年生 
全国 ― 第１回調査（2008 年）：

全国の小学５年生～高校

２年生 合計 8,017 名 
第２回調査（2013 年）：

全国の小学５年生～高校

３年生 合計 8,100 名 

  

49 日本版総合的社会調査 大 阪 商 業 大 学 

JGSS 研究センター 
（1～3 年周期） 調査対象の母集団は、満２０～８９歳の男女で

あり、層化２段抽出法により対象者を抽出して

いる。層化は、全国を北海道・東北、関東、中

部、近畿、中国・四国、九州の６ブロックに分

け、各ブロック内で市郡規模に応じて大都市、

その他の市、郡部の３つ（JGSS-2006 以降は、

大都市、人口２０万人以上の市、人口２０万人

未満の市、郡部の４つ）に分ける方法をとって

いる。国勢調査の調査区を調査地点の抽出単位

とし、各層から調査地点を抽出している。調査

地点数は、ひとつの調査地点の対象者数が最大

でおよそ１５になるように設定している。各調

査地点における対象者の抽出は、選挙人名簿（許

可されない場合は住民基本台帳）からの系統抽

出により行っている。 

すべて全ての世帯 年齢階級区分なし 全国 世帯年収の利用が

可能 
(2015 年度調査) 
標本数 4,500 人 

  

 


