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7．EU、イギリス、フランスの物質的はく奪指標を構成する項目 

 

 EU イギリス フランス 

項目 現行指標 （参考）改定案 
（参考）子供の 

はく奪指標案 
子供についての項目 大人についての項目 

 

 

 
2006 年から毎年実施 

2013 年パイロット 

テストの実施 

2013 年パイロット 

テストの実施 
2006 年から毎年実施 2006 年から毎年実施 

食料 
・2日に 1度の肉や魚などを含む

食事 

・2日に 1度の肉や魚などを含む

食事 

・月に１度は友達や家族と食事や

飲みに行く 

・野菜・果物を 1日 1回摂取 

・肉・魚又は相当するタンパク源

を 1日 1回摂取 

・毎日子供に生の果物や野菜が与

えられている 
－ 

・金銭的な理由で、過去 2週間のうち、

満足な食事が摂れなかった日がある 

・1 日おきに肉、魚又はそれに類するベ

ジタリアン食品を摂取 

住居 

・住宅ローン、家賃、公共料金、

分割払いの滞納がない（注 1） 

・住宅ローン、家賃、公共料金、

分割払いの滞納がない（注 1） 

・勉強や宿題をするのにふさわし

い場所がある 

・10 歳以上の異性の子供全員が、

自分の寝室を持てる部屋数が

ある 

・近くに安全に遊べる屋外空間又

は施設がある（注 3） 

家財保険をかけている 

・住居内に浴槽又はシャワーがない 

・住居内に水洗トイレがない 

・湿気が多い、カビが生える、屋根に穴

があいている 

・居住者が過密である 

・狭すぎる、又は部屋数が不足している 

・道路、工場、隣人など騒音の問題があ

る 

・主たる家賃の支払いの遅延があった 

光熱・水道 

・住宅ローン、家賃、公共料金、

分割払いの滞納がない【再掲】

（注 1） 

・家で十分な暖が取れる（注 2） 

・住宅ローン、家賃、公共料金、

分割払いの滞納がない【再掲】

（注 1） 

・家で十分な暖が取れる（注 2）

・家で十分な暖が取れる（注 2） ― 

・冬に住居を暖かくできる（注 2）

・請求書や定期的な負債の支払が

できる（注 4） 

・暖房を使用するのが困難、又は費用が

かかりすぎる 

・暖房設備がない 

・給湯設備がない 

・住居を快適な室温に保つ（注 2） 

・電気、ガス、水道、電話などの支払の

遅延があった（注 5） 

家具・ 

家事用品 

・家で十分な暖が取れる【再掲】

（注 2） 

・洗濯機がある 

・家で十分な暖が取れる【再掲】

（注 2） 

・古くなった家具の買い替えがで

きる 

・家で十分な暖が取れる【再掲】

（注 2） 

・古くなった家具の買い替えがで

きる 

― 

・冬に住居を暖かくできる【再掲】

（注 2） 

・家に適当な装飾を施すためのお

金がある 

冷蔵庫や洗濯機などの主要な

電化製品を取り替えたり修理

したりする 

・傷んだ家具を取り替える 

・住居を快適な室温に保つ【再掲】（注

2） 

・使用できなくなった家具を買い替える 

被服及び 

履物 
― 

・ぴったりの寸法の靴２足（１足

は全天候型）がある 

・古着を新しい服に買い替えるこ

とができる（中古品は含まな

い） 

・ぴったりの寸法の靴 2足（1足

は全天候型）がある 

・新しい服がある(中古品は含ま

ない) 

・子供全員に暖かい冬用のコート

が与えられている 
― 

・新しい衣類の購入 

・状態の良い靴を 2足以上所持する 
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 EU イギリス フランス 

項目 現行指標 （参考）改定案 
（参考）子供の 

はく奪指標案 
子供についての項目 大人についての項目 

 

 

 
2006 年から毎年実施 

2013 年パイロット 

テストの実施 

2013 年パイロット 

テストの実施 
2006 年から毎年実施 2006 年から毎年実施 

保健医療 
― ― ― ― ― ― 

交通・通信 
・自家用車がある ・自家用車がある ・自家用車がある ― 

・請求書や定期的な負債の支払が

できる【再掲】（注 4） 

・電気、ガス、水道、電話などの支払の

遅延があった【再掲】（注 5） 

教育 

― ― 
・費用のかかる学校の遠足や活動

に参加する 

・修学旅行に行く 

・乳幼児保育施設に入所してい

る、又は、乳幼児の子育てサー

クルなどに少なくとも週 1度

参加している 

― ― 

教養娯楽 

・１年に 低１週間、家を離れて

休暇を過ごす 

・カラーテレビがある 

・電話がある 

・１年に 低１週間、家を離れて

休暇を過ごす 

・定期的にレジャー活動を行う 

・家に PC と自分用のインターネ

ット接続がある 

・１年に 低１週間、家を離れて

休暇を過ごす 

・家に PC と自分用のインターネ

ット接続がある 

・定期的なレジャー活動を行う 

・年齢にふさわしい書籍を持って

いる 

・屋外でのレジャー用具を持って

いる 

・屋内用のゲームを持っている 

・スポーツ用具や自転車などの娯

楽用品がある（注８） 

・少なくとも年に 1週間、家を離

れて家族で休暇を取る 

・趣味又は余暇活動ができる 

・毎週、学校外の組織的な活動に

参加する 

・請求書や定期的な負債の支払が

できる【再掲】（注 4） 

・少なくとも年に１週間、親戚の

家に宿泊する以外で、家を離れ

た休暇を取る 

・年に１度、１週間の自宅以外での休暇

にかかる費用を払う 

こづかい 

・交際費 ― 

・他人に相談することなく、毎週、

自分のために少額のお金を使う

ことができる 

・遊びや食事のために時々子供を

家によぶ 

・特別なときのお祝いをする（注

７） 

・2週間に 2回、お茶を飲む友人

がいる 

・特別なときのお祝いをする（注

７） 

・家族のためではなく自分のため

に毎週使える少額のお金がある 

・年に 1度、家族親戚や友人に贈り物を

する 

・月に 1度、飲食をともにするために家

族親戚や友人を招く 
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 EU イギリス フランス 

項目 現行指標 （参考）改定案 
（参考）子供の 

はく奪指標案 
子供についての項目 大人についての項目 

 

 

 
2006 年から毎年実施 

2013 年パイロット 

テストの実施 

2013 年パイロット 

テストの実施 
2006 年から毎年実施 2006 年から毎年実施 

貯蓄・ 

借入等 

・住宅ローン、家賃、公共料金、

分割払いの滞納がない【再掲】

（注 1） 

・予期せぬ出費に対応できる（注

６） 

・住宅ローン、家賃、公共料金、

分割払いの滞納がない【再掲】

（注 1） 

・予期せぬ出費に対応できる（注

６） 

・住宅ローン、家賃、公共料金、

分割払いの滞納がない【再掲】（注

1） 

― 

・請求書や定期的な負債の支払が

できる【再掲】（注 4） 

・不慮の場合や退職に備えて月に

10ポンド以上を定期的に貯蓄

する 

・自由に使える預貯金がない 

・過去 12 か月の間に、貯蓄を消費の赤

字補填に使い果たした 

・返済に充てる額の割合が所得の 3分の

1を超過している 

・生活水準が「金銭的に困難である」「借

金をするしかない状況」と感じられる 

・日常的な出費に足りる収入がない 

・倹約という手段に頼る 

・税金（所得税、地方税）の支払の遅延

があった 

・月に 1度の頻度で金融機関の借越しを

する 

その他 
― ― ― ― ―  

 

※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: 家賃は住居に分類される。公共料金は EU で定義付けられていないが、電気代、ガス代などとして光熱・水道に分類した。住宅ローンと分割払いは貯蓄・借入等に分類されることから、それぞれ記

載した。 

注２: 家で暖が十分に取れない（冬に住居を暖かくできない・住居を快適な室温に保てない）のは、（冷・）暖房器具がないことと（冷・）暖房にかかる光熱費が払えないことの２つの理由が考えられる。

前者の場合では分類は家具・家事用品となり、後者の場合では分類は光熱・水道となることから、それぞれ記載した。 

注３: 住居周辺の環境に関するものとして、住居に分類した。 

注４: イギリスで請求書の内容、定期的負債が定義付けられていないが、一般的なローンや分割払いの他に電気代、ガス代など、光熱・水道に分類されるもの、電話代など交通・通信に分類されるもの、

インターネット接続料など教養娯楽に分類されるものが含まれ得ることから、それぞれ記載した。 

注５: 電気、ガス、水道の支払いは光熱・水道に分類され、電話の支払いは交通・通信に分類されるため、それぞれ記載した。 

注６: 予期していなかった出費は EU で定義付けられていないため、実支出以外の支払として貯蓄・借入等に分類した。 

注７: 特別なときのお祝いは EU とイギリスで定義付けられていないため、交際費としてこづかい・交際費に分類した。 

注８: 自転車購入は交通・通信に分類されるが、娯楽用品の例示として掲げられているに過ぎないことから、教養娯楽に分類した。 

 

 

 


