
 

３１ 
 

2.3. 子供・親向けアンケート共通調査項目案の作成 
2.1 節及び 2.2 節の調査結果を踏まえ、各自治体で個別に実施されてきたアンケート調査について、自治

体間の比較を可能とし、調査項目の検討負担を下げることで全国的に広く実施されるよう、共通で調査するこ
とが望ましい項目の案を作成する。併せて、調査の統計的信頼性、比較可能性を高める観点から、調査の実
施方法に関する留意点を整理する。 
 
2.3.1. 検討手順 

 調査前提の整理 

先にも述べた通り、各自治体で広く行われてきたのはアンケート調査であったが、アンケートという調査方式で
あることを踏まえた調査実施の諸条件について整理を行った。 
 

 調査コンセプトの検討 

上記の前提を踏まえ、自治体が実施する調査コンセプトの絞り込みを図った。 
 

 共通調査項目案の作成 

2.1.節で整理した自治体調査の調査項目に加え、2.2.節の先行研究の整理で明らかになった論点の中か
ら、上記(2)のコンセプトに沿って、自治体が共通で調査することが望ましい項目の案を作成した。 
 

 実施方法に係る留意点の整理 

実態把握を的確に行うためには、前項の共通調査項目案を参照するだけでなく、調査の実施方法について
も適切なものとする必要がある。そのため、調査実施方法に係る留意点として、調査の母集団、サンプリング方
法、サンプル規模、調査手段、配布回収方法について、2.1 節の検討結果を踏まえつつ統計的な観点を交え
て検討を行った。 
 
2.3.2. 検討結果 

 調査の前提 

本節で整理する共通調査項目案等は、アンケート調査による定量分析を行うことを踏まえ、「地域の現状の
全体傾向をマクロ的に把握する」ことを目的とする。したがって、アンケート対象者に無用の負担感を与えない
「無記名式調査」を前提とする。 

各自治体において、上記と異なる条件で行う場合、以下の点に留意が必要である。 
 

① 支援対象世帯の具体的な把握や、各世帯の個別的課題の把握を目的とする場合 
アンケート調査がよいかも含め、調査の在り方全体を別途検討する必要がある。 
 

② 継続的な追跡調査を行う場合 
施策の効果等の確認のためには、同一個人を経年で追跡して調査し、パネルデータ化することが有用であ

る。しかしながら、そのためには記名式調査としたり、ID 番号を付すなどして個人を特定できるようにしておく必
要があるため、個人が特定できる調査を行う場合の調査項目や調査方法について別途検討する必要がある。 

 
③ 自治体内の特定の地域、対象者の状況把握を行う場合 

地域の全体的な傾向との比較を行うためには、当該地域、対象者のみで十分なサンプル数を確保する必
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要があり、場合によっては、地域全体の調査と別枠で調査を実施する必要がある。 
 

 調査コンセプト 

 1) 調査で明らかにしたいこと 
上記の前提を踏まえ、各自治体が調査を通じて何を明らかにすべきか、調査コンセプトの絞り込みを図った。 
2.1 節で見てきたように、これまでの自治体における実態調査は、子供や家庭の生活・行動実態を広範に

捉えるものであったが、そうした生活実態について、周囲からの介入や支援による改善が必要なものなのか判
然としないものが多く含まれていた。 

そこで、2.2 節で実施した先行研究調査も踏まえ、以下のとおり調査コンセプトを設定した。 
① 子供やその家族の生活実態のうち、「将来の貧困に影響を与える可能性がある」ものを中心に把握する

こととした。こうした生活・行動実態は、周囲からの介入や改善の必要性が高いと考えられるためである。 
② さらに、上記と現在の貧困との関連性を把握し、「貧困の連鎖」リスクの発生状況を確認することとした。

これにより、周囲からの介入や支援の必要性が高い子供が困窮世帯に多いことがわかれば、困窮世帯に
ターゲットを絞った施策展開が可能となる。 

③ 上記に加えて、これまで実施してきた子供の貧困対策に関連する施策については、その利用状況や効
果等を確認し、施策の改善に直接つなげられるようにすることとした。 

 
なお、①で把握する生活・行動実態は、仮に子供の将来の貧困に関連する可能性があっても、周囲から

の介入や支援が困難なものについては、調査しないこととした（例：親の過去の経験など）。 
 

 ２）「貧困」についての考え方 
本調査における「貧困」とは、家計の所得が相対的に低い状況を指すこととする。 
一部に、低所得による経済的困窮だけでは貧困の実態を十分に捉えられず、いわゆる「物質的はく奪」に

よる社会的排除を加えたり、人的資本や社会的資本の欠如そのものを貧困と捉える考え方もあるが、いずれ
も政策実施の基準・根拠としてコンセンサスが確立していない現状に鑑み、今回は所得のみに着目する。 

ただし、低所得が実際の生活（感）にどのような影響を及ぼしているか、低所得の背景となる保護者の就
労状況等については、本調査で併せて把握し、生活困窮の状況について多面的な把握に努める。 
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図表 2-17 共通調査項目案の検討方法 

 
 共通で調査することが望ましい項目 

前項のコンセプト及び検討方法に基づき、子供向け及び親向けの共通で調査することが望ましい項目（以
下「共通調査項目」という。）を以下の通り取りまとめた。 
 1) 全体構成 

本調査で把握する子供の生活・行動実態については、2.2．節の先行研究で示された知見をもとに、①
認知能力（学力）、②非認知スキル、③家庭内外の困難（逆境体験）と、これに関連する行動や意識
を中心に設問を作成した（図表 2-18）。 

また、子供の貧困対策に関連する施策について、支援の利用状況や効果等を確認するための設問を作
成した。 

さらに、経済・生活状況については、本調査で分析軸とする家計所得によって、実際にどのような生活ぶり
となっているのか多面的に把握するための設問を作成した。 

基本属性については、家庭環境のより深い理解の観点から、親の学歴や家庭で使用している言語につい
ても設問を作成した。 
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図表 2-18 共通調査項目の全体構成 
 
 2) 具体的な調査項目    

具体的な共通調査項目を実際の設問形式で別添 1 に示した。この調査項目は、各自治体において調
査の必要性が高いと考えられる項目を参考として示したものであり、自治体の判断により、設問の追加や変
更を妨げるものではない（ただし変更した場合は、他の自治体との比較は困難となる。）。 
また、各自治体が独自に調査を行う場合の参考として、既存の自治体調査の調査項目の中から、調査

項目に盛り込まれなかった項目の設問例を別添 2 に示した（推奨するものではない。）。 
なお、共通調査項目には盛り込まなかったが、より多様な意見や要望を把握するために、行政への要望な

どの自由記述欄を設けることも一案である。ただし集計コストがかかることには留意が必要である。 
 
 3) 個別の調査項目について（補足） 

 共通調査項目で示した設問例は、多くが、既存の自治体調査でも質問されていたものであるが、以下の
調査項目については、先行研究等も踏まえつつ、新規に作成した。 
 
a) 非認知スキル 

子供の非認知スキルの測定には様々な尺度・評価基準があるが、簡易に測定できるものとして、SDQ
（Strengths and Difficulties Questionnaire: 子供の強さと困難さアンケート）の質問を採用した。
このアンケートは、子供のメンタルヘルス指標として国際的にも広く使われており、５つの下位尺度について
それぞれ 5 問、計 25 問の設問からなるが、本調査では特に学齢期に発達する非認知スキルに関連する
ものとして、①情緒（不安や抑うつなど）、②仲間関係、③向社会性に関連する 15 問を採用した。 

 
b) 逆境体験 

ACE測定のために策定された国内外の調査票から、「児童虐待の被害を測定する国際的調査票の日
本語版の作成」の調査票を参考に、小中学生にわかりやすいよう表現を簡素化した。なお、子供の回答
の負担感に配慮して、調査項目のうち「家族構成員の服役」と「性的虐待」については、国内の他の ACE
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調査の例も参考に削除した。また、アメリカの Center for Youth Wellness の ACE 調査票を参考に、
項目ごとの該当の有無ではなく、該当する項目の数だけを記載する方式とした。 

 
c) 子供の生活満足度（主観的幸福） 

子供の現在の QOL を簡易に把握するための設問として採用した。生活満足度は OECD 生徒の学習
到達度調査（PISA）において、世界 72 (2015 年)～79 か国(2018 年)の義務教育修了段階の
15 歳の子供に調査されており、親や教師との関係が良好であるほど生活満足度が高いなどの傾向が明ら
かになっている。 

なお、自治体調査で多く採用されていた「自己肯定感」も、子供の現在の QOL を示す指標となる可能
性があるが、自治体により設問内容が異なる、設問数が多いなどの課題があり、学術的にも広く支持され
ている簡易な把握方法が見られなかったため、共通調査項目としては採用しなかった。 
 

 調査実施方法に係る留意点 

調査実施方法として、対象母集団の決め方、調査手段、配布回収方法等について望ましいと考えられる事
項を以下に整理した。 

 
 1) 対象母集団：学年は小 5・中 2、親子ペアで調査 

自治体が把握しやすい小中学生を対象とし、その中でも進学/受験学年を避ける趣旨で、小学 5 年生と
中学 2 年生を調査対象とすることが考えられる。これまでの自治体による調査もこの学齢でのものが多いこと
から、地域間比較等を行う予定があるならば妥当と考えられる。ただし、自治体に子供が少なく、1 学年だけ
では 5)に掲げるサンプル規模の確保が難しい場合は、前後の学年をあわせて調査対象とすることも一つの方
法である。 

また、調査項目の中には、子供には直接聞けない/聞いても正確に回答を得られない設問（例：世帯や
保護者の現状に関する設問）がある一方、他方で保護者に全てを答えさせるよりも子供の正直な考えや意
見を取った方がよいもの（例：精神状態、進学意向）も想定される。また、進学意識のように、親子間の
意識ギャップを見ることが有用なものもあると考えられる。このため、共通調査項目では、子供と保護者がそれ
ぞれ回答したものを統合して集計することを想定した構成としている。 

 
 2) 調査手段：紙アンケート 

本調査は定量把握を目的とした調査であるため、調査効率に鑑みると（聞き取り調査等よりも）紙アン
ケートが適当である。マークシートを用いることで、集計の効率も高めることができる。 

なお、Web アンケート（パソコンやスマートフォンで調査のウェブページにアクセスして回答する）が活用でき
れば、システム上でエラー回答や回答忘れを指摘でき、また調査結果がそのまま表形式で取得できるため、
集計コストの低減につながる。ただし、紙アンケートと併用する場合は、紙での回答状況と Web での回答状
況の双方に目を配った高度な進捗管理が必要になるので留意が必要である。 

 
 3) 配布回収方法①：学校配付、学校回収 

紙アンケートの配布回収方法としては、学校で教員から児童・生徒に配布し数日後に回収する方法（学
校配付学校回収）と、自治体から直接児童・生徒の家に郵送し、同封の封筒に入れて返送してもらう方法
（郵送配布郵送回収）、その中間である学校配付郵送回収の 3 手法が想定される。 

郵送配布郵送回収は、学校への負担が小さい点でメリットもあるが、回収率が他の手法と比べて低迷しが
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ちである。回収率が低いとなると、実際よりもサンプルに含まれる困窮世帯が少ないなど偏りが生じ、地域の貧
困実態を正確に捉えられないリスクが高まる。 

学校配付学校回収は高い回収率が見込めるため、上述のリスクを低減し、調査の精度を高めることができ
る。ただし、学校及び教員に依存した方法となるため、十分に協議をして協力を仰ぐ、効率的で分かりやすい
調査手順を整理する取組が必須である。 

郵送回収方式を採用する場合は、回収率を高めるため、設問数を絞り込んだり、可能であれば回答者に
謝礼を配布するなどの工夫が必要である。 

 
 4) 配布回収方法②：機微な情報に配慮した運用が必要である 

共通調査項目で示した設問には、親や先生、友達との関係に関わる機微な質問が含まれている。そのよ
うな設問にも素直に回答してもらうためには、どのように回答したかを誰にも知られることがないという、安心でき
る環境を運用面で担保する必要がある。 

共通調査項目で示した前書き（調査の注意事項）では、これまでいくつかの自治体が実践してきたように、
子供・親がそれぞれ回答を記入して自ら封入し、それをまとめて大きな封筒に入れて学校へ提出するという方
法を想定した。 

このような方法でもプライバシーへの一定の配慮はなされているが、回答の過程で親が子供の回答を見てし
まう可能性をゼロにすることはできないため、まず親のみが自宅等で回答を記入して封筒に厳封し、子供は学
校でテストのような形で一斉に回答した上で親の回答とあわせて提出する、という運用も考えられる。 

また、共通調査項目の中では、つらい状況にある子供が助けを求めるための相談先として、チャイルドライン
の電話番号を掲載している。上記の通り、誰が回答したか分からない運用を原則としているが、SOS を出した
いと考えている子供に対応するため、このように支援機関につながる情報を記載するのも一案である（調査
票そのものを回収してしまう場合は、別紙として配布する方法も考えられる）。 

 
 5) 調査対象数：分析に必要なサンプル規模から逆算し、調査対象数を算出する 

サンプル（調査票を回収できる数）の規模が小さいと、サンプリングによる調査対象者の選ばれ方の偏り
が発生しやすく、誤差が大きくなり調査結果の信頼性が弱まってしまう。予算の制約はありつつも、なるべく多く
のサンプルを確保することが望ましい。 

抽出調査の場合は、小学 5 年生・中学 2 年生についてそれぞれで最低 1,000 組、できれば 2,000 組
のサンプルを確保（回収）することが望まれる。このため、調査票配布数は、回収率を勘案し、学校配布・
学校回収であれば 1,400～2,800 組、郵送配布・郵送回収であれば 3,200～6,400 組の配布が想定
される（図表 2-19）。なお、目安となる回収率については、各自治体で過去実施した類似の調査の回収
率の実績等も踏まえた割合に設定することが望ましい。 

「最低で 1,000 組、できれば 2,000 組」という規模は、わが国の子供の貧困率が約 1 割であることを前
提とすると、幅広く 1,000～2,000 組のサンプルを集められれば、うち 100～200 サンプルが困窮世帯にあ
たり、この規模であれば統計実務上の目安として、困窮世帯のみに注目した分析にも耐えうるという考え方で
ある。 

以上の規模で調査するための予算等確保が難しい、子供が少なくそれだけの調査票を配布できないという
ことも考えられる。その場合には現実的な規模で調査を実施したのち、調査結果の検定（次項に詳述）を
行って示唆を抽出することが望ましい。 
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図表 2-19 配布回収方法ごとの調査対象数の目安 

 
 6) 集計方法：調査結果の検定を行うことが望ましい 

調査結果については、統計的検定をせずに見た目の数値の大小のみで判断を行うと、結果の誤解釈
に陥る可能性があるので、十分に留意する必要がある。 

検定についての詳細な説明は本報告では割愛するが、端的には困窮世帯と非困窮世帯の差が「有意」で
あると言えるかを検証するものである。困窮世帯と非困窮世帯の 2 つの数字が示されたとき、その差が偶然に
生じたものなのか、何らかの意味・理由がありそうなのかを見極める必要があり、そのためには検定が不可欠で
ある。特に、前項で触れたように、サンプルの規模が小さい場合には偶然の結果が発生しやすくなるため、検
定を行う必要性が高い。 

検定を行うには統計学に関する一定の知識を要するが、実態調査を調査会社への委託により行う場合で
あれば、あわせて検定作業も委託することが望ましい。 

 
 7) 調査対象の選定（サンプリング）：無作為に努める 

調査対象を決めるとき、予算の都合等で自治体内の小学 5 年生・中学 2 年生の全員に調査票を配布
すること（全数調査）が難しい場合にはサンプリング（母集団からの抽出）が必要となる。 

その際には、抽出した調査対象が母集団をバランスよく反映し、適切なサンプリング調査とする必要がある。
例えば、学校での配付を行うにあたり、協力的な学校や比較的裕福な地域・学力の高い地域の学校ばかり
に調査票を配分する方法は、地域全体のバランスを反映するものとは言い難い。 

以下では学校配付を念頭に、2 種類のサンプリング手法の例を整理した。 
 
 全学校での無作為抽出 
地域内の全ての小中学校に、対象学齢の児童生徒数に応じて調査対象数を割り振り、各校は割り振ら

れた数の調査票をランダムに児童生徒に割り当てる方法である。図表 2-20 は 600 人の中学 2 年生を抱
える地域で 180 組の調査票を配布する場合の例であり、まず地域全体で 600 人から 180 人を選ぶ、つま
り 3 割を抽出するため、学校ごとに生徒数の 3 割の調査票を割り振る。例えば北中学校では 120 人の中
学 2 年生から 36 人を選ぶため、くじびき等の無作為といえる方法により、調査対象とする生徒を特定する。 

抽出方法としては、以下に示すような Excel の関数を用いたくじ引き（ランダム値の作成）が考えられる
が、このような方法によりがたい場合、例えば生徒数の 3 割強を抽出するのであれば「出席番号が 3 の倍数
の生徒を選定」という方法でも名簿からの無作為抽出が可能である。 
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図表 2-20 「全学校での無作為抽出」の概要 

 
(参考)Excel による無作為抽出の方法 

Excel の RAND 関数は、セルに「=RAND()」と入力することで 0 から 1 までの値（小数）をランダム
に発生させるものである。この関数を以下の手順で利用することで、無作為抽出を行うことができる（イメー
ジは図表 2-21）。 

① ある中学校の 2 年生全員の名簿を Excel で作成する。 
② 生徒名の右隣のセルに「=RAND()」を挿入し、ランダム値を発生させる。 
③ 値が大きい生徒から順に、調査対象に選定する。 

 

 
図表 2-21 Excel による無作為抽出の手順 

 
 学校及び児童・生徒の二段階による無作為抽出 
(ア)の方法は地域内の全ての小中学校の協力を得る必要があるため、それが難しい場合はまず学校の選

定を行い、そこで選ばれた学校にそれぞれ同数の調査票を割り当てて児童・生徒の無作為抽出を行う、二
段階での実施が考えられる。 

学校の選定については、対象学齢の子供の人数が多い学校ほど選ばれやすくする（重みづけのある抽出
を行う）こととし、そこで選ばれた学校に同数の調査票を割り当てることで、子供の人数に配慮した抽出を行
うことができる。各校での児童・生徒の選び方は(ア)の方法と同様に通常のくじびきで実施する。 

この方法では、意図的ではなくとも裕福な地域ばかりが選ばれてしまうなど、結果として選ばれる学校が大
きく偏るリスクがある。選ばれたいくつかの学校に絞って調査を行うため効率はよいが、このリスクに鑑みると(ア)
のサンプリングの方が好ましい。 
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(参考)Excel による重みづけのある抽出の方法 
前述の RAND 関数の系統である RANDBETWEEN 関数は、セルに「=RANDBETWEEN(●,▲)」

と入力することで●から▲までの値（整数）をランダムに発生させるものである。この関数を以下の手順で
利用することで、無作為抽出を行うことができる（イメージは図表 2-22）。 

① 地域内の中学校の名前と在籍する中学 2 年生の人数のリストを作成する。 
② 生徒数に応じて「当たりくじ」の番号を設定する。 
③ 空白のセルに「=RANDBETWEEN(1,▲)」（▲は地域内の中学 2 年生の総人数）と入力し、

1 から▲の間でランダム値（整数）を発生させる。 
④ 表示された数字が当たりくじに含まれる学校を選定する（各整数が表示される確率は均等である

ため、当たりの範囲が広いほど当たりやすくなる）。③を数回繰り返すことで、複数校を選定できる。 
 

 
図表 2-22 Excel による重みづけのある無作為抽出の手順 

 
2.3.3. 今後に向けた課題 

 
 全国規模の調査の実施 

本調査研究では、自治体が実施するアンケート調査であることを前提に、調査結果の比較可能性を高める
方法を提示したが、各自治体の事情により調査条件を全て揃えることは限界があるため、比較対象としての全
国規模調査が実施されることが望ましい。その際にも、小中学生を対象とする場合は学校の協力が不可欠とな
るため、各地の学校や教育委員会の理解を十分に得ながら進める必要がある。 
 

 継続的な調査の実施 

本調査研究では、当面の現状把握を念頭に共通調査項目を作成したが、同一項目の調査を数年おきに
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継続して実施することにより、地域の子供たちが置かれる状況の変化がわかり、より多くの示唆を得られるように
なると考えられる。また、同一の子供を追跡して継続調査してパネルデータ化すれば、政策効果の分析に有用
なデータが得られることになる。この場合、無記名式の調査ではなくなるので前提条件の見直しが必要であるが、
データの中長期的な活用の方向性を見通した上で、今後の調査実施方針を立てていくことが望まれる。 
 

 行政活動データとの連携 

共通調査項目を通して収集する回答には、行政組織が普段の活動で収集している情報と重複するものが
含まれる。例えば、共通調査項目における学業成績の主観的評価は、学力テストの結果の方が客観的と言え、
また世帯収入のような回答者側での計算に一手間を要するものも、税務情報という詳細なデータが別途存在
している。仮にこれらの情報を活用して設問に代替することができれば、回答の負荷を削減しつつ、把握精度を
高めることができる。 

そのためには、それぞれ情報を一つに束ねるための個人・世帯の特定が必要であり、実態調査においては記
名式の調査を行うことが一つの方法となる。実際に一部の自治体では、記名式アンケートの結果と行政活動デ
ータを紐づけて分析し、施策に反映している事例も存在する。 

ただし、機微な内容を含む調査であるため、記名式とすることで素直に答えづらくなるデメリットも想定されるほ
か、回答内容の漏洩がないよう一層の厳格な調査実施が求められる。 
 
  


