
 

 

 

 

 

東京都子供の生活実態調査報告書 
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本調査は、東京都の委託を受け、首都大学東京子ども・若者貧困研究センターが実施したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

首都大学東京 子ども・若者貧困研究センター 

  〒192-0397 

東京都八王子市南大沢１－１  首都大学東京 ５号館３５８号室・２５５号室 

電話：042-677-2065（センター直通）、 042-677-2126 (センター長） 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表の見方 

 

本付表は、「東京 子供の生活実態調査」（都内 4 市区の小学 5 年生、中学 2 年

生、16-17 歳を対象とするアンケート調査）の結果の集計表である。調査票の各

設問について、全体の単純集計および世帯タイプ別、生活困難度別のクロス集計

を掲載した。ただし、回答者の身長と体重については、平均値と標準偏差を掲載

した。 

集計にあたっては、回答者（子供）を各自治体の対象年齢における男女別の人

口比に基づき、ウェイト付けを行い、パーセンテージを算出した。また、クロス

表について、統計的に有意な差が認められなかった場合（P 値が 0.1 以上）およ

び、度数が 20 以下であった場合は参照することができないと判断し、網掛けを施

したうえでパーセンテージの数値を削除した。 
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