・ なお、抑うつ傾向に関しては、K6 尺度により日本の 12〜18 歳の 9,491 人に対して調査した結果、
家計収入との関係が U 字型となったとの研究もある

27

。低収入家庭の子供は対人関係にストレスを感

じ周囲に助けを求めない傾向があるのに対し、高収入家庭の子供は学業達成に対してストレスを感じる
ためであるとされている。

2.2.2. 生活・健康面
家庭内外の困難（逆境体験）
1) 逆境体験の内容

・ 精神医学分野では、小児期逆境体験（adverse childhood experiences︓ACE）と成人期の
広範囲な心身の健康問題との関連性に関する研究が蓄積されているが、近年は発達精神病理学の
分野で、家庭内の逆境だけでなく、貧困・差別などを含む家庭外での多様な逆境やそれら両方の累積
リスクについても研究が進められている 28 。
a) 小児期逆境体験（ACE）

・ ACE に関する研究では、子供期の家庭内の逆境に関する複数のリスク因子（虐待︓心理的・身
体的・性的虐待、家庭の機能不全︓同居家族の薬物使用・精神疾患・母親への暴力・犯罪・親
の別居又は離婚）を得点化して単純加算すると、得点の上昇に応じて広範な成人期の心身の健
康問題（心臓疾患、自己免疫疾患、がん、喫煙、肥満、薬物乱用、アルコール依存症、うつ病、
自殺企図、DV 等）が増加することが確認されている

29,30

。この関連性については、メタ分析を含め

多くの研究で繰り返し確認され、頑強なものであるとされている。

・ また、ACE が子供の教育や将来の雇用、収入にも負の影響を及ぼしうることが指摘されている 31。

・ ACE が成人期の健康に影響を与える経路として、①ACE による生理的なストレス反応が神経系、
神経内分泌系、免疫系のシステムに悪影響を及ぼす、②ACE によるストレスに対処するために、不
健康な生活習慣（喫煙、飲酒、過食など）をとってしまう、③ACE のある環境で育つと、教育や仕
事への意欲が低くなり、成人期の経済社会的地位（SES）の低さを通じて健康に影響を及ぼす、こ
とが指摘されている 32。

・ ACE が子供に与える影響は、個々の逆境が起こった年齢によって異なる可能性がある。例えば、離
婚率の高いノルウェーの研究では、両親の離婚を経験した子供 18 万人と経験がない子供 64 万人
のデータを解析した結果、親の離婚時の年齢が 4 歳未満の子供において、20〜44 歳の成人期に
おけるうつ病発症リスクが高く、離婚時に 15〜19 歳だった子供では、うつ病発症リスクが 12％低か
27

Kachi Y, Abe A, Ando E, Kawada T. (2016). Socioeconomic disparities in psychological distress in a

nationally representative sample of Japanese adolescents: A time trend study. Australian & New
Zealand Journal of Psychiatry, 51(3)
28

菅原ますみ（2019）「小児期逆境体験とこころの発達―発達精神病理学の近年の研究動向から」『精神医学』61(10)

29

Felitti, Vincent J et al. (1998). Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many

of the Leading Causes of Death in Adults. American Journal of Preventive Medicine, 14(4)
30

Anda RF, Felitti VJ, Bremner JD, et al. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse

experiences in childhood. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 256
31

Metzler, M., et al. (2017). Adverse childhood experiences and life opportunities: shifting the

narrative. Children and Youth Services Review, 72
32

伊角彩ほか（2019）「小児期逆境体験の影響に関する疫学研究」『精神医学』61(10)
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ったとされている 33。

・ ACE の影響はその人の成人期だけでなく、次の世代まで影響を及ぼす。母親の ACE は子宮内環境
を変化させ、胎盤を通して子供の自律神経系に影響を及ぼしたり、周産期の健康状態（妊娠糖尿
病、低出生体重など）を媒介して乳幼児の身体的健康の問題につながっている。また、母親のメンタ
ルヘルス、育児行動、アタッチメントスタイルを媒介して子供の問題行動に関係している 32。

・ 日本においては世界精神保健調査の一環として行われた研究があり、対象となった 1,722 人のデー
タから、32%が一つ以上の逆境体験を経験しており、親の精神疾患は特に重要な影響を与えるとし
ている。また、日本では米国と異なり、逆境体験による精神障害の発症は小児期においてみられ、成
人期にはあまり見られないという結果になった 34。
b) 逆境指標の拡張

・ 発達精神病理学の分野では、家庭内の逆境と共に、家庭外の逆境についても着目して研究がなさ
れており、発達の諸側面で影響力のある家庭要因及び社会的文化的要因として、それぞれ以下の
ものが挙げられている 35。
① 家庭内
Ø

リスク要因：両親間の葛藤、虐待、家庭内暴力、親の精神病理、家庭の低収入/貧困

Ø

防御要因：温かく安定した養育、家族のまとまりの良さ、有能な大人の役割モデルの存在、親
による監督とモニタリング、親が子供の性質を肯定的に価値づけること

② 社会文化面
Ø

リスク要因：いじめ、厳しすぎる教師、貧困地域であること、人種差別、社会的偏見、地域で
の暴力

Ø

防御要因：良い友達関係、良い大人の指導者・助言者、ポジティブな文化的価値観、多様
性に対して寛容な文化

・ ヨーロッパで 16 か国 20,244 人を対象に行われた調査では 、年齢、性別、地理的位置を調整し
た後でも、小児期に社会経済的困難を経験した人は、困難を経験しなかった人よりも平均 27 ポイ
ント認知テストで低いパフォーマンスを示した

36

。さらに、このグループは教育水準や雇用の程度、家

庭内にパートナーがいる頻度も少なかった。また、うつ病の症状のスコアが高く、身体活動が少なく、一
般に健康状態が劣っていることが明らかになった。
2) 逆境要因と貧困との関係

・ 個々の逆境要因は、時間の流れの中で複雑に絡み合いながら子供に降りかかってくるが、経済的困窮

33

Kravdal Ø, Grundy E. (2019). Children's age at parental divorce and depression in early and mid-

adulthood. Population Studies A Journal of Demography, 73
34

Fujiwara T, Kawakami N, World Mental Health Japan Survey Group (2011) ʻAssociation of childhood

adversities with the first onset of mental disorders in Japan: Results from the World Mental Health
Japan, 2002–2004ʼ, Journal of Psychiatric Research, 45(4)
35

菅原（2019）、前掲書。原典は Kerig P, Ludlow A. (2015). Developmental psychopathology: From

infancy through adolescence (6th ed.). DSM-5 update., New York.
36

Cermakova P. et al. (2018). Socioeconomic position in childhood and cognitive aging in Europe.

Neurology, 91(17)

２９

は逆境の連鎖のスタート変数と見られている。経済的困窮に直面した親は、ストレスや抑うつ、家族内
の葛藤にさらされやすく、養育力の低下を招くとともに、暴力その他の逆境体験の発生リスクを高めるため
であるとされている

37

。

3) 逆境体験による将来への悪影響を防ぐために

・ ACE の疫学研究の結果からは、ACE を持つ人を早期に発見し、健康問題や心理社会的な問題が起
きる前に予防的な支援を行っていくことが重要であるとされている 38。

・ アメリカ疾病予防管理センター（2019）は、逆境体験やそれによる影響を防ぐために有効な手段とし
て以下のものを挙げている 39。
a) 家族への経済的支援の強化(家計所得保障の強化、仕事と家庭の両立支援)
b) 暴力や逆境に反対する社会的規範の醸成（公的な教育活動、体罰禁止の立法等）
c) 小児期の環境の強化(早期の家庭訪問、質の高い保育、家族の関与を伴う幼児教育の充実)
d) スキルを教えること(社会情動的スキルの習得、家族関係の改善等)
e) 青少年を支援者の大人や支援活動に結び付けること
f) 現在あるいは長期的な被害の軽減のための介入（被害者への心理的ケア等）
その他
子供の身体的健康に関しては、国内の研究で、以下のような指摘がある。
a) 低所得家庭の子供に肥満が多い

40

（ただし必ずしも貧困との関連が明確でないとした研究もある

41

）

b) 低学歴の親の家庭で未就学児の虫歯治療経験が多い 42
c) 低所得や低学歴の親の家庭で、乳児の受動喫煙傾向が高い 43
これらは将来の健康リスクを高める可能性を否定できないものの、予防・解決法としては、個々の家庭におけ
る生活習慣の改善におおむね尽きると考えられる。

37

Centers for Disease Control and Prevention (2019). Preventing Adverse Childhood Experiences

(ACEs): Leveraging the Best Available Evidence.
38

伊角彩ほか（2019）、前掲書

39

Centers for Disease Control and Prevention (2019)、前掲書

40

Ueda P, et al. (2015). The grobal economic crisis, household income and pre-adolescent overweight

and underweight: a nationwide birth cohort study in Japan. International Journal of Obesity, 39
41

Kachi Y, et al. (2015). Socioeconomic Status and Overweight: A Population-Based Cross Sectional

Study of Japanese Children and Adolescents. J Epidemiol, 25(7)
42

Aida, J, Matsuyama, Y, Tabuchi, T, et al. (2017). Trajectory of social inequalities in the treatment of

dental caries among preschool children in Japan. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 45
43

Saito J, et al. (2015). ʻOnly Fathers Smokingʼ Contributes the Most to Socioeconomic Inequalities:

Changes in Socioeconomic Inequalities in Infants. Exposure to Second Hand Smoke over Time in
Japan. PLOS ONE, 10(10)
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子供・親向けアンケート共通調査項目案の作成

2.3.

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、共通で行うべき調
査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べき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、同一個人を経年的に追跡して調査し、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
３１

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
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
共通調査項目案
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調査項目案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 共通調査項目案の全体構成
2) 具体的な調査項目案
具体的な共通調査項目案を実際の設問形式で別添 1 に示した。この調査項目案は、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
項目案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、共通調査項目案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）
共通調査項目案で示した設問例は、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友人関係、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
３４

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、共通調査項目案では、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
共通調査項目案で示した設問には、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。
共通調査項目案で示した前文（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、共通調査項目案の中では、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、予算の都合等で市内の小学 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
学校および児童・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●●）。
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案を作成したが、同一項目の調査を数年おき
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に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
共通調査項目案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、共通調査項目案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、また世帯所得額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。
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2.4.

自治体の支援者向け調査の分析

2.1 節で実施した「自治体の子供・親向けアンケート調査の分析」と並行して、調査対象となった 20 自治体
等において実施されていた支援者（「支援者」の具体的な組織等は後述）向けの調査について、その実施内
容について調査を実施した。

2.4.1. 分析方法
調査観点
本実施項目においては、自治体が実施した支援者向け調査の「調査客体」、「調査項目」、「調査結果」に
ついて横断的な情報収集・分析を試みた。
「調査客体」は、各々の調査対象自治体が実際にどのような支援者（機関や専門家）に対して調査を行っ
たかという観点である。この先、自治体において支援者向け調査を実施する際、具体的にどこまでの関係者に
声を掛けるべきかの参考とすることを想定している。
「調査項目」は、調査対象自治体が設定した情報収集事項が何かという観点である。調査対象自治体が
実態調査を通じて調査した事項の傾向を確認しており、これも自治体が支援者向け調査を実施する際の基礎
として供することを想定したものである。
「調査結果」は、各自治体が行った調査の実施結果を調査項目ごとに整理したものである。なお、支援者調
査に関してはアンケート結果を集計するものもあれば、ヒアリングを通じて得られた声を列記するものもあるため、
共通的な傾向ではなく調査結果を整理して取り上げる形としている。
これに加えて、実際に支援者調査を活用して施策につなげていくための参考として、調査を具体的な支援に
結び付けた自治体の実例について、実施背景から調査後の施策立案・実施までの一連の取組について聴取・
整理したところである。
調査対象自治体
支援者向け調査の分析に関しては、2.1 節の調査対象となった 20 自治体のうち支援者調査を実施してい
た 7 自治体（山梨県、大阪府、長崎県、埼玉県川越市、静岡県沼津市、福井県越前市、宮崎県宮崎市）
及び、実例紹介として東京都江戸川区を調査対象とした。

2.4.2. 分析結果
調査客体
支援者へのアンケートやヒアリングを実施していた 7 自治体について、その調査対象数及び対象組織の種別
を整理した結果が図表 2-23 である。いずれの自治体においても、困窮世帯等を対象とした支援・サービスを
行う諸機関について広く調査がされており、特に幼稚園や保育園、母子・父子自立支援員、民生委員や児童
委員が多く対象となっていた。
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図表 2-23 支援者調査の対象組織
調査項目
支援者向け調査における調査項目は、支援活動自体に関する内容と子供の貧困実態についての内容に大
別できる（図表 2-24）。前者は自治体内の支援リソースを把握するとともに、取組上の工夫や課題について
現場の声を拾い上げることで、支援の運営改善につなげられる可能性がある。また、後者については、アンケート
では把握しにくい内容も含め、専門性の高い支援者からの定性的かつ具体的な情報が、職員の現場に対する
理解を深め、場合によっては施策の立案に繋がっているものと想定される。

図表 2-24 調査項目の設定状況（支援者調査）
調査結果
各自治体の調査結果のうち、「支援において工夫していること」、「効果の高い支援・連携のあり方」、「取組
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上の課題」、「あるべき取組」、「経済的困難を抱える子供の特徴」の観点について、挙げられていた認識・意見
等を以下に示す。
1) 支援において工夫していること
・

・

・

教育部局
‑

学校内・関係機関での情報共有および連携対応

‑

ケース会議の開催

‑

学生ボランティアの配置

福祉部局
‑

妊娠届提出時における全妊婦への面接・面談

‑

課内・関係機関で情報共有し、連携して支援体制を検討

‑

臨床心理士によるカウンセリング

‑

担当領域に係る相談の中での、世帯の状況を幅広な聞き取り

‑

研修参加、スーパーバイズによるスキル向上

地域支援者
‑

連携できる関係構築

‑

面談や訪問による信頼関係の構築

‑

地域のボランティアや当事者同士のつながりづくり

2) 効果の高い支援・連携のあり方

・

・

効果の高い支援
‑

観察による支援対象者の発見（特に登園・登校状況）

‑

保護者からの直接相談を受けることによる支援対象者の発見

‑

チームでの対応

‑

家庭訪問の実施（特に、乳児全戸訪問は断られることがあまりない）

‑

継続的な相談対応と具体的な解決策の提示

‑

経済的支援の実施

‑

その他制度に関する手続の支援

効果の高い連携
‑

医療機関・保健師からの報告（機関により異なる）

‑

要対協や定期的な連絡会のある機関からの情報共有

‑

関係機関における定期的な連絡会、ケース会議の開催

‑

適切な連携先へのつなぎ

‑

スピーディな情報共有・連携

‑

支援対象者の転入前が居住していた市との情報共有（支援依頼）

‑

事態が発生する前段階からの情報共有

3) 取組上の課題
・

支援内容面
‑

支援を受けることを拒否された
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・

‑

保護者と問題意識を共有できなかった

‑

対象者からの連絡がなくなった

‑

支援対象者の性格や障害によりコミュニケーションがうまく取れなかった

‑

家庭事情に踏み込めなかった

‑

対象者が SOS を出さなかった

‑

つなぐべきサービスがなかった（DV、重度の精神疾患者、保育料滞納者・・）

‑

支援の条件に該当しなかった

‑

申請していない、できない、申請する意味がわからない保護者がいる

‑

面談の日程調整が難しく、就労した後だと仕事終わりに面談を希望されるが、合わせてあげられない

‑

学校は教育の場という大前提があり、現場は教育支援しかできない

‑

支援を受けている世帯では、金銭給付が子供のために使われていないことがある

支援体制面
‑

個人情報の共有（本人の了解がなければ連携できない、相談者からの同意の可否等）

‑

関係機関の情報共有・分担が不十分だった

‑

ボランティアに携わる人が少なくなってきている

‑

人不足から、運営者が生活の時間を切り詰めて活動することも多い

4) あるべき取組

・

・

・

全般
‑

マニュアルの作成、研修を実施する（問題発見や支援要否を判断、つなぎ先リスト）

‑

つなぎ先をコーディネートする窓口を作る

‑

複数機関が情報を安全にスムーズに共有するシステムを構築する

‑

支援方法に関する研修を合同で実施する

‑

ケース会議や連絡会を定例化する

‑

ネットワークの中心となる機関を設ける

支援機関
‑

サービスの量の充実を図る

‑

支援機関同士で日常的・定期的な関わりを持つ

‑

機関が共同で支援事業を実施する

‑

支援を拒否された場合に、別の機関からアプローチする

行政機関
‑

手当等の拡充、子供の居場所づくりを図る

‑

支援情報の共有に向けた法令整備を行う

‑

教育や福祉などの機能を併せ持つ機関を設置する

‑

ワンストップサービス的な窓口の設置、高齢・障がい・児童といった縦割りの制度にとらわれず支援する

‑

支援対象年齢を引き上げ、ニートや引きこもりの対応も行う

5) 経済的困難を抱える子供の特徴
支援者が普段の活動において感じている、経済的困難を抱える子供の特徴は何かという質問に対する回
答をまとめたものが図表 2-25 である。それぞれ回答者や回答観点が異なるが、給食費の滞納等の経済面
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の直接的な事象が特徴として広く認知される中、欠食・不衛生・異臭等の生活面での特徴についても多くの
回答があった。その中で、越前市及び沼津市調査の「子供に不足しているもの」に関する設問では、子供の
精神的な安定、一般的な生活習慣の獲得及び自己肯定感の向上が必要との認識が示されている。

図表 2-25 経済的困難を抱える子の特徴(各調査上位 5 件)
支援者向け調査の実践例
1) 調査実施の端緒
東京都江戸川区では、地域の子供が置かれている養育環境を幅広く把握するため、2015 年に実態調
査を実施するべく計画を立てていた。しかし、保護者・子供を対象とするアンケート調査を想定したとき、回答
に協力してもらえなかったり、協力してもらえても適切な回答を得られなかったりすることを懸念した。その背景
には支援現場の実感として、困窮状態にある家庭ほどこうした調査への反応が弱い、反応してくれても自身が
苦境に置かれていることを認識していない家庭が少なくないという意識があった。
そこで、第三者の立場で困窮状態にある家庭に接して現状を見聞きし、困窮状態にある子供とその保護
者には何が足りないのか（課題）、どうすれば良い方向に進めるのか（解決策）を日頃から考えている支援
者に白羽の矢を立てた。支援関係者約 1,400 名を対象としたアンケート・聞き取り等による調査を通じ、子
供・子育て世帯が抱える諸課題及び想定される状況改善策を収集することとした。
2) 調査の経過
調査担当者は、まず福祉・子育て・健康・教育の各部署に調査趣旨を説明し、それぞれの部署において
所管組織や関係団体に調査を行う体制となった。関係団体に対しては、会合等にあわせて説明を行い、調
査への協力を取り付けた。調査の実施体制は図表 2-26 の通りであり、複数部署の協力・分担によって多く
の支援者に対する調査を実現した。
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その上で、支援機関に応じて調査方法（アンケート、ヒアリング、意見交換会等）を使い分けながら、実
態把握及び課題・改善策の収集を図った。調査方法としてヒアリング及び意見交換会の形式を取ったことは、
支援者の意識や意見を引き出す上で非常に有効であったと考えられる。すなわち、アンケート調査では回答
者がその瞬間に独力で考えた事や思い出せたことが回答となるところ、ヒアリングであれば質問者が直前の回
答内容を踏まえ、より深く、または異なる観点から追加質問を行うことでさらなる情報を引き出すことができる。
意見交換会についても、他の参加者の発言が呼び水になり、さらなる発言が喚起されると想像できる。
また、調査に係る設問は、「(1)学習面での課題（教育等）」、「(2)子供の日常生活に関する課題
（食事・健康・居場所・相談・虐待等）」、「(3)経済面での課題」、「(4)保護者の日常生活に関する課題
（就労・食事・健康・相談等）」のそれぞれについて、「①現場での実例」および「②状況改善に資する方策」
を自由に記述（回答）するシンプルな設計としていた（図表 2-27）。設問としてごく抽象的ではあるが、
具体的にしすぎると調査設計者の思想が入り、回答者の発想を制限しかねないことから、このような設問設
計とすることにも一定の合理性がある。デメリットとして、調査結果の集約の難しさ、調査趣旨に合わない回答
が多発するリスクが挙げられるが、前者については調査担当者が１つ１つの結果に目を通して丁寧に課題・
方策の種類ごとに分類したこと、後者についてはヒアリングの聞き手や意見交換会のファシリテータ（司会進
行・かじ取り役）が調査趣旨を十分に認識し、それに沿って進むよう努めたことで対応できたものと考えられる。

図表 2-26 調査の実施体制と調査対象・調査方法

図表 2-27 調査項目
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3) 調査結果と施策への反映
調査により明らかになった事例を踏まえ、江戸川区では新規事業の立ち上げや既存事業の拡充を図るこ
ととなった（具体的な内容は図表 2-28 の通り）。こうして施策のインプットになったことで調査の主たる目的
は達したことになるが、それに加えて想定外の 2 つの副次的な効果があった。
一点目は、行政担当者におけるモチベーションの向上である。困窮世帯に関する具体的な事例は、「他の
自治体の事例として聞いたことはあったが、江戸川区にもこんな家庭があったのか」と驚きをもって受け止められ、
特に行政担当者において当事者意識を高めることにつながった。
二点目は、支援が必要な家庭の把握である。寄せられた回答を整理する中で、必要な支援が届いていな
い事例が発見された際には、調査担当課から回答者に問い合わせ、該当する家庭の特定が試みられた。虐
待等の恐れがあるケースはアウトリーチを行うなど、その一部ではあるが、実際に支援に結び付くケースも発生
した。

図表 2-28 調査結果及びこれを踏まえた江戸川区の取組
4) 後続調査による課題の深掘り
本調査で「食」に関する課題が多く挙げられたことから、江戸川区ではこのテーマの深掘りを目的に、「子供
の食事に関する実態と支援の在り方に関する調査」を 2016 年度に実施した。この調査の結果、「食」が満
たされない背景として生活リズムの不一致、保護者の疾患、ネグレクト、子供自身の問題などが明らかになり、
これらを踏まえた新たな施策として「ごはん便(お弁当を届ける)」、「おうち食堂(家庭で食事を作る)」が 2017
年度から開始された。
5) まとめ
江戸川区は「現場を知る第三者」である支援者への調査を通じ、地域内における子供の養育実態に係る
個別ケースを積み上げ、そこから取り組むべき課題を特定して具体的な施策に結び付けた。定性的な情報か
らの結論に説得力を持たせづらいことは前述のとおりだが、江戸川区では幅広い関係当事者に協力を得るこ
とで調査対象の偏りをなくし、調査担当課が一件一件のコメントを読みながら丁寧に論点を仕分けたことで、
施策の根拠とするに足るまでに至ったと考えられる。

４７

2.4.3. 結果の考察（自治体における支援者向け調査の実施に向けて）
2.1 節で言及した通り、子供・親へのアンケート調査で得られるのが当事者からの定量的な情報である一方、
支援者への調査で得られるのは第三者からの定性的な情報である。客観的で具体性のあるリアルな情報が得
られることから、地域の実情に即した施策の立案に有用な情報が得られる可能性がある。一方で、個別的・定
性的という点で施策の根拠としての対外的な説明に使いにくい面もあり、調べる目的と調べ方・活かし方を意識
して実施しなければ、漠然とした情報が手元に残るのみで労力に見合わないことになりかねないことには十分留
意が必要である。
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