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9．国内統計における物質的はく奪指標を構成し得る調査項目 

 

 国内統計に存在する項目 阿部彩教授 

「子どもに関する 

はく奪項目」（注 11） 項目 生活と支え合いに 

関する調査 

家庭の生活実態及び生活意識に関する調査 ひとり親家庭の生活状況に関す

る調査  子供についての項目 大人についての項目 

 平成 19 年(2007 年) 

から 5年ごとに実施 

平成 24 年(2012 年)アドホック調査 

ただし、平成 28 年度も調査実施 

平成 27 年(2015 年) 

アドホック調査 

平成 15 年(2003 年) 

アドホック調査 

食料 

家族が必要とする食料が買えなかった

経験の頻度（注 1） 
― 

・規則正しい食事等（注３）をしている 
・外食を楽しむ機会の頻度（注４) 

・1 日に何食食べているか 
・どのような食事が多いか 
・食料が買えなかった経験の頻度 
・経済的な理由で食事ができなかった頻

度 

― 

住居 

家賃を滞納した経験の有無 ― 

・損害保険（任意自動車保険、火災保険

など）への加入の有無（注５）（注６） 
・世帯専用の洗面所、浴室、台所、トイ

レの有無 
・住居の性能が悪い（雨漏りがする、隙

間風が多いなど）か否か 
・寝室と食事をする部屋がわかれている

か否か 
・周辺の環境が悪い（周囲の騒音が激し

い、日当たりが悪い、など）（注７） 
・入浴（シャワーを含む）の頻度（注４）

（注８） 

家賃を滞納した経験の有無 子ども部屋 

光熱・水道 
電気代・ガス代の未払い経験の有無 ― 

・入浴（シャワーを含む）の頻度【再掲】

（注４）（注８） 
電気代・ガス代の未払い経験の有無 ― 

家具・ 

家事用品 

― ― 

・衣類だんす（作り付けを除く）、茶だ

んす・食器戸棚、整理だんす（作り付

けを除く）、冷蔵庫、自動炊飯器、電

子レンジ（電子オーブンレンジを含

む）、給湯器（ガス瞬間湯沸器を除く）、

温水洗浄便座、洗濯機、ルームエアコ

ン、食堂セット（食卓と椅子のセッ

ト）、電気掃除機、ベッド・ソファー

ベッド（作り付けを除く）、書斎・学

習用机（ライティングデスクを含む）

の有無（注５） 
・全員に十分なふとんの有無 

― ― 
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 国内統計に存在する項目 阿部彩教授 

「子どもに関する 

はく奪項目」（注 11） 項目 生活と支え合いに 

関する調査 

家庭の生活実態及び生活意識に関する調査 ひとり親家庭の生活状況に関す

る調査  子供についての項目 大人についての項目 

 平成 19 年(2007 年) 

から 5年ごとに実施 

平成 24 年(2012 年)アドホック調査 

ただし、平成 28 年度も調査実施 

平成 27 年(2015 年) 

アドホック調査 

平成 15 年(2003 年) 

アドホック調査 

被服及び履

物 家族が必要な衣服が買えなかった経験

の頻度（注１） 
― 

・外に着ていける服（普段着や部屋着を

除く）の購入頻度（注４） 
・晴れ着又は礼服の有無（注５） 
・下着の購入の頻度（注 1） 

衣服が買えなかった経験の頻度 毎年、新しい服・靴 

保健医療 ・健康診断の受診経験の有無（注２） 
・必要な時に医者にかかれなかった経験

の有無 
・公的医療保険加入の有無 

― 

・必要なときに歯医者にかかる頻度（注

４） 
・必要なときに医者にかかる頻度（注４） 

必要な時に医者にかかれなかった経験

の有無 
― 

交通・通信 

電話代の未払い経験の有無 ― 

・損害保険（任意自動車保険、火災保険

など）への加入の有無【再掲】（注５）

（注６） 
・携帯電話（PHS を含む）、自動車、自

動二輪車及び原動機付自転車の有無 

電話代の未払い経験の有無 自転車・三輪車（注 12） 

教育 

― 

・保護者が中学生以下の子供の通ってい

る学校（幼稚園・保育園を含む）行事

（運動会など）に参加する頻度（注１）

（注４） 
・中学生以下の子供の学習塾への参加の

有無（注５） 
・中学生以下の子供の進学についての考

え（注 21） 

― 
子供の進学（親の意向）・学習塾通いの

有無 

・塾・子どもの学校行事への親の参加・

高校までの教育・短大・高専・専門学

校までの教育（親の意向） 
・大学までの教育（親の意向） 

教養娯楽 

― 

・中学生以下の子供を遊園地や動物園に

連れて行く頻度（注４) 
・中学生以下の子供のための本や雑誌の

購入経験の有無（注５） 
・中学生以下の子供の習い事の有無（注

５） 

・カラーテレビ、ビデオレコーダー（DVD
ブルーレイを含む）、ステレオセット

又は CD・MD ラジオカセットの有無

（注５） 
・泊まりがけの旅行（帰省を含む）の頻

度（注４） 
・ドライブ・キャンプ・海水浴・スキー

などのレジャーに行ったり、散歩・体

操・ジョギングやその他のスポーツを

普段したり、街でショッピングをした

り見て歩いたりしたり、映画や観劇・

コンサートなどにでかけたり、講演会

や学習講座に行ったり、習い事をした

・子供の習い事の 
有無 

・自転車・三輪車【再掲】（注 12） 
・スポーツ用品・ゲーム機などの玩具 
・ヘッドホンステレオ等 
・本・絵本 
・お稽古ごと 
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 国内統計に存在する項目 阿部彩教授 

「子どもに関する 

はく奪項目」（注 11） 項目 生活と支え合いに 

関する調査 

家庭の生活実態及び生活意識に関する調査 ひとり親家庭の生活状況に関す

る調査  子供についての項目 大人についての項目 

 平成 19 年(2007 年) 

から 5年ごとに実施 

平成 24 年(2012 年)アドホック調査 

ただし、平成 28 年度も調査実施 

平成 27 年(2015 年) 

アドホック調査 

平成 15 年(2003 年) 

アドホック調査 

りした経験の有無（注５） 
・新聞を購入（配達購入及び売店購入）

の頻度（注４） 
・週刊誌・雑誌を購入の頻度（注４） 
・インターネット（携帯電話、ネットカ

フェや公共施設を除く）の利用頻度

（注４） 

こづかい 

・交際費 

― 

・中学生以下の子供にお小遣いをあげて

いる頻度（注４） 
・中学生以下の子供の誕生日を祝う機会

の有無（注５） 

・友人や親族や近所の方を自宅や外での

会食に招待する頻度（注４） 
・親族の冠婚葬祭に出席する頻度（注４） 
・別居の家族・親族、近所の方とお中元、

お歳暮やプレゼントのやりとりをす

る頻度（注４） 
・別居の家族・親族に会いに行く頻度（注

４) 

・親族の冠婚葬祭に出席する頻度 

・毎月のお小遣い 
・お誕生日のお祝い 
・クリスマスのプレゼント 

貯蓄・ 

借入等 
・住宅ローン滞納の有無 
・電話代・ガス代・電気代・住居ローン・

家賃以外の債務の不履行経験の有無 

― 

・貯蓄状況（注 1） 
・生命保険（個人年金を含む）への加入

の有無 

・住宅ローン滞納の有無 
・債務不履行経験の有無 
・クレジット等の借金についての不安が

ある 

― 

その他 
現在の暮らし向きに対する自己評価（注

９） 
― 

・現在の生活にどの程度満足しているか

（注９） 
・家計状況に対する自己評価（注 10） 
・生活程度に対する自己評価（注 10） 

― ― 

 
※分類は、総務省家計調査の消費支出項目を参考に作成した。全ての調査において過去 1 年間についての質問である。太字下線の項目は再掲がある項目。 
注１：頻度について選択式で解答。          
注２：未受診の場合、その理由（金銭的理由か、それ以外の理由か）について選択肢の中から回答。         
注３：１）規則正しい食事、２）新鮮な食材で調理、３）栄養バランスのとれた食事、４）献立の追加について、設問されている。       
注４：頻度について選択式で回答。頻度が低い場合は、更にその理由について、金銭的な理由か、それ以外の理由か、選択肢の中から回答。      
注５：「ない」を選択した場合は、更にその理由について、金銭的理由か、それ以外の理由か、選択肢の中から回答。        
注６：任意自動車保険は自動車維持として交通・通信に、火災保険は工事その他のサービスとして住宅に分類されるためそれぞれ記載した。      
注７：住居周辺の環境に関するものとして、住居に分類した。 
注８：毎日入浴できないのは、住宅に入浴設備がないこと、入浴の光熱費が払えないこと、銭湯等入浴料が払えないことの３つの理由が考えられる。入浴設備は住宅に、光熱費と銭湯等入浴料は光熱・水

道に分類されることから、それぞれ記載した。          
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注９：自己評価を選択肢で回答。          
注１０：１）大学（大学院含む）まで進学させるつもり、２）短大（専門学校含む）まで進学させるつもり、３）高校まで進学させるつもり、４）中学まで進学させるつもり、の中から回答が選択されて

いる。３）又は４）を選択した場合は、１）本人がこれ以上いきたがらないから、２）これ以上行く必要がないから、３）金銭的に余裕がないから、４）その他、の中から理由が選択されている。 
注１１：阿部彩 「日本における子育て世帯の社会的排除と社会政策」 （社会政策学会編 『社会政策学会誌 第１９号』 （法律文化社, ２００８年））     
注１２：自転車は交通・通信に分類され、三輪車は教養娯楽用品に分類されるため、それぞれ記載した。 

 

 


