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貧困問題を考えるパスファインダー（調べ方案内）
このパスファインダーは，貧困問題に関する情報を集めるための「道しるべ」です。
パスファインダーとは，特定テーマの資料の探し方を調査手順に従って，所蔵資料，インター
ネット，データベースなど多様な情報資源を紹介しているものです。
成田市立図書館に所蔵のない資料は，他の図書館から相互貸借で借りることができます。
成田市立図書館に所蔵のない雑誌については，複写を申し込むこともできます。
■貧困問題に関わる主なキーワード
相対的貧困，絶対的貧困，最低賃金，学歴社会，下流社会，格差，メリトクラシー，非正規，
（官製）ワーキングプア，プレカリアート，スベリ台社会，生きづらさ，労働者派遣法，偽装
請負，派遣切り，ネットカフェ難民，派遣村，失業率，生活保護，グローバル化，金融危機，
ジニ係数，障害者自立支援法，所得分配，セーフティネット
■そのほか関連するキーワード
ニート，ワークライフバランス，人口減少社会，貧困ビジネス
橘木俊昭，本田由紀，玄田有史，吉川徹，三浦展，湯浅誠，雨宮処凛，金子勝，山口二郎，赤
木智弘，岩田正美，阿部彩

■事前調査（統計情報を探す）
□日本で所得を計測する 4 つの代表的調査
1.「所得再分配調査」厚生労働省（3 年ごと）
【WEB】http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/96-1.html
日本人全員が対象の調査で，3 年ごとに実施しています。国民生活基礎調査のうち，
所得・税・社会保障に関する情報を詳しく調査したものです。
2.「家計調査」総務省（毎年）
【WEB】http://www.stat.go.jp/data/kakei/index.htm
【資料】
『家計調査年報 貯蓄負債編』
（本館 2 階の参考資料室で閲覧できます。
）
『家計調査年報 家計収支編』
請求記号 R 365.4
一定の統計上の抽出方法に基づき選定された，全国約 9 千世帯を対象として，家計の
収入・支出，貯蓄・負債などを毎月調査しています。所得に加え，消費の実態も含ま
れています。
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3.「全国消費実態調査」総務省（5 年ごと）
【WEB】http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/index.htm
世帯を対象として，家計の収入・支出及び貯蓄・負債，耐久消費財，住宅・宅地など
の家計資産を 5 年ごとに総合的に調査しています。所得に加え，消費の実態も含まれ
ています。
4.「賃金構造基本統計調査（賃金センサス）
」厚生労働省（毎年）
【WEB】http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/
kouzou/detail/index.html
主要産業に雇用される労働者について，その賃金の実態を労働者の雇用形態，就業形
態，職種，性，年齢，学歴，勤続年数及び経験年数別に明らかにすることを目的とし
て，毎年 6 月（一部は前年 1 年間）の状況を調査しています。最低賃金が分かります。
□その他の主な統計
「労働力調査」総務省
【WEB】http://www.stat.go.jp/data/roudou/index.htm
【資料】
『労働力調査年報』
（本館 2 階の参考資料室で閲覧できます。
）
請求記号 R366.21
一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約 4 万世帯を対象に，毎月調査してい
ます。完全失業者数(求職理由別など)，完全失業率，非労働力人口が集計されています。
「国勢調査」総務省
【WEB】http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/index.htm
【資料】
『日本国勢図会』
（本館 2 階の参考資料室で閲覧できます。
）
請求記号 R351
日本に住んでいるすべての人を対象とする，国の最も基本的な調査です。
国内の人口や世帯の実態を明らかにするため，5 年ごとに行われます。
完全失業率の推移が分かります。
「労働統計要覧」厚生労働省
【WEB】http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-roudou.html
【資料】
『労働統計要覧』
（本館 2 階の参考資料室で閲覧できます。
）
請求記号 R366.059
有効求人倍率の推移などがわかります。
「県民経済計算年報」内閣府
【WEB】http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/toukei.html
【資料】
『県民経済計算年報』（本館 2 階の参考資料室で閲覧できます。
）
請求記号 R330.89
県民所得の推移などが分かります。
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「社会保険事業の概況」社会保険庁
【WEB】http://www.sia.go.jp/infom/tokei/index.htm
給付規模や加入者数の推移，年齢別国民年金未納率などの統計があります。
「労働経済の分析（労働経済白書）
」厚生労働省
【WEB】http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/index.html#roudoukeizai-hakusho
非正規労働者の雇止め等の状況，採用内定取消しの状況，年齢階級別人口とフリータ
ー数の推移，企業規模別の障害者雇用の状況などの統計があります。
「国民所得に対する税負担率の国際比較」財務省
【WEB】http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/021.htm
≪トップ > 税制ホームページ > 各種税金の資料 >国際比較≫には国際比較に関する
資料として，税制・財政，所得税，法人税，消費税，相続税，脱税に対する罰則など
の比較データもあります。
「OECD 調査」OECD(経済協力開発機構)
【WEB】http://oecdtokyo.org/pub/statistics.html
分析作業に必要な統計を，加盟諸国の統計局から収集して，分析しています。また、
国際統計基準の促進と開発を行うほか，他の国際機関と統計関連作業の調整をしてい
ます。
■情報集め（文献調査）
□OPAC で探す（成田市立図書館所蔵資料）
主題で資料を探すことをお勧めします。OPAC で主題検索をするには，≪トップ > 検索 > 詳
細検索≫の件名を使用します。
「貧困」「社会階層」「派遣労働者」
「失業」「雇用政策」が主な件
名です。その他の件名では，「人材派遣業」
「パート・タイム」
「労働者派遣法」もあります。
ヒットした資料の詳細画面に表示される件名をコピーして再度検索すると，同様の分野の資料
が検索できます。
□OPAC で探す（国立国会図書館）
件名：「貧困--日本」
「階層--日本」
「日本--社会」
「労働問題--日本」
国立国会図書館蔵書検索・申込システム（NDL-OPAC）http://opac.ndl.go.jp/index.html の書
誌検索（一般）の件名に入力します。
「貧困--日本」
：32 件ヒット，
「階層--日本」
：72 件ヒット，
「労働問題--日本」
：950 件ヒットします。
（2009 年 9 月 12 日現在）
□OPAC で探す（千葉県内図書館横断検索）
件名「貧困」
「社会階層」
「派遣労働者」
「失業」
「雇用政策」
千葉県内図書館横断検索で件名に「貧困」や「社会階層」
「派遣労働者」「失業」
「雇用政策」と
いうキーワードを入力すると，関連の本が多くヒットします。
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□書架で探す（所蔵資料）
書架をブラウジングして，資料を探すことも有効です。本館，一般書コーナーでの探し方です。

主な分野
赤色 10 番の書架：請求記号 304（社会評論）
赤色 11 番の書架：請求記号 332.1（経済事情‐日本）
赤色 13 番の書架：請求記号 361.8（階級・階層・身分）
赤色 14 番の書架：請求記号 368（社会病理）
その他関連する分野
赤色 13 番の書架：請求記号 364（社会保障）
赤色 14 番の書架：請求記号 366（労働関係）
赤色 15 番の書架：請求記号 369.2（福祉，自立支援関係）
□雑誌記事を探す
雑誌は，時事的な事項を新聞より深くレポートしているものや論じたものがあります。
以下の雑誌記事検索を利用して記事を探したら，雑誌名，年月日号，記事タイトルをメモして，
複写依頼を図書館にするか，雑誌，年月日号で検索して，図書館に所蔵しているか調べます。
1.千葉県立図書館の「図書・雑誌・視聴覚資料の検索」
【WEB】http://www.library.pref.chiba.lg.jp/
対象資料を雑誌のみにして，キーワード，タイトル，著者の欄に，
「貧困」
「玄田有史」
などキーワード入力して検索します。
2.NDL－OPAC（雑誌記事索引検索）
：国立国会図書館
【WEB】http://opac.ndl.go.jp
の論題名や，著者の欄に「貧困」
「玄田有史」などキーワード入力して検索します。
3.大宅壮一文庫雑誌記事索引
【CD-ROM 版】成田市立図書館本館 参考資料室で利用できます。
キーワードの欄に，
「貧困」
「玄田有史」などキーワード入力して検索します。
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□新聞記事を探す
新聞は，事件や時事的な事項を調べるのに向いています。オンラインデータベースでは以下の
2 つを，成田市立図書館本館 参考資料室で利用できます（無料）。データベースは見出しや記事
内容をキーワード検索できます。「貧困」などキーワードを入れて検索します。プリントアウト
も可能です。
1.日経テレコン 21
日経 4 紙の横断検索が可能です。
2.聞蔵 2 ビジュアル（朝日新聞記事データベース）
朝日新聞の記事だけでなく AERA，週刊朝日の記事検索もできます。
■情報集め（Web サイト）
・OECD 東京センター
【WEB】http://oecdtokyo.org
≪OECD 東京 > 主要統計：18.貧困，格差統計≫に，貧困率，子供の貧困率，ジニ係数の
データがあります。
日本と他の OECD 諸国との比較には，
「医師数」「総医療費」「自殺者数」「相対的貧困率」
「パートタイム労働者（全労働者に占める割合）
」があります。
・特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい
【WEB】http://moyai.net
ホームレス状態の方のアパートでの入居支援を通して，社会的な孤立状態の解消をめざ
す NPO です。
・反貧困ネットワーク
【WEB】 http://www.k5.dion.ne.jp/~hinky/
貧困問題に取り組む市民団体，労働組合，法律家，学者諸個人のネットワークです。
・全国コミュニティ・ユニオン連合会（全国ユニオン）
【WEB】 http://www.zenkoku-u.jp/index.htm
労働相談を軸に，「誰でもひとりでも入れる労働組合」として活動しており，正社員、
パート，派遣など，雇用形態の如何を問わず，
「あらゆる働き方の労働者に権利を」と
訴え続けています。
・厚生労働省
【WEB】http://www.mhlw.go.jp
お知らせ > 統計調査結果に，社会福祉，社会保障，雇用，賃金などの統計があります。

成田市立図書館
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2009（平成 21）年 9 月 20 日作成

