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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 3市区の 15～23歳を対象とする

アンケート調査）の結果の集計表である。以下は、調査項目の内、選択肢で聞い

た全ての項目の単純集計結果、及び低所得･非低所得別、世帯類型別のクロス集

計表である。 

 

調査対象者の基本属性に関しては本文「Ⅰ 調査概要」参照のこと。 

 

％表示で示されているものは全てウエイト付集計の結果である。よって、度数

を％表示で計算した結果とは異なることに留意されたい。 

サンプル数が 19 以下の項目はサンプル数が少なすぎるためクロス集計が不可

能であるなどの理由により、項目に斜線を儲け、結果の数値は「－」と表示して

ある。 

 

本表は本調査の基本的な集計である。詳細な分析は本文を参考にされたい。 
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