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調査の概要 

１－１ 調査目的 

平成 26 年 8 月に策定された「子供の貧困対策に関する大綱」において、子供の貧困対  

策に取り組むに当たっては、子供の貧困の実態を適切に把握した上で、そうした実態を踏

まえて施策を推進していく必要があるとの基本方針に基づき、子供たちが置かれる貧困の

実態や、そのような子供たちが実際に受けている各種の支援の実態を適切に把握し、分析

するための調査研究を継続的に実施することとしている。  

そこで、大綱策定の初年度においては，子供の貧困に取り組む支援団体の活動に着目し、

その継続的・効果的な活動事例を幅広く収集して取りまとめ、関係府省、地方公共団体、

民間の支援団体等へ情報提供を行い、国及び地方公共団体における子供の貧困対策を推進

する基礎資料とするとともに、子供の貧困に取り組む民間の支援団体において、今後、取

り組む活動の参考に供するため、本調査を実施した。 

 

１－２ 調査対象団体 

各都道府県、福祉関係団体、有識者等からの御推薦のほか、内閣府において文献・イン

ターネット等により検索した団体を対象に実施した。 
 
 

１－３ 調査方法 

郵送・インターネットによる配布・回収 
 
 

１－４ 実施時期 

平成 27 年 2 月 21 日（土）～平成 27 年 3 月 6 日（金） 
 
 

１－５ 調査実施機関 

株式会社アストジェイ 
 
 

１－６ Ｈ２６調査研究 

『子供の貧困対策に取り組む民間支援団体の活動事例に関する調査研究』調査対

象団体をご紹介頂いた団体・有識者等一覧 

 

【団体】 

○ 全国４７都道府県 

○ あしなが育英会 

○ 公益社団法人日本社会福祉士会・公益社団法人大分県社会福祉士会 

 



 

 

【有識者】（＊５０音順） 

○ 植山 起佐子 氏（臨床心理士コラボオフィス目黒臨床心理士） 

○ 新保 幸男 氏（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授） 

○ 末冨  芳 氏（日本大学文理学部准教授） 

○ 古賀 正義 氏（中央大学文学部教授） 

○ 谷口 仁史 氏（特定非営利活動法人 NPO スチューデント・サポート 

・フェイス(S.S.F.)代表理事） 

○ 幸重 忠孝 氏（幸重社会福祉士事務所代表） 

 

（以上）

 

 

 

 

 


