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要約 

東京未来大学リエゾングループは、本学の COC 機能の一環として活動し、地域の子育てをする保護

者の参加を得て、2013年度は11回の会合及びその成果を発表するシンポジウムを開催した。少子化傾

向が著しくなる昨今、一人ひとりのこどもを手厚く監護することが可能になる一方で、子どもを取り巻

く環境は一層厳しくなっている。東京未来大学リエゾングループでは、毎回の会合で子育ての難しさや

厳しさを共有し、未来の子どもに何を期待するかについて話し合いを行った。 終的には、子どもの習

い事について、学校生活以外の余暇時間をいかに活用するべきかという課題をシンポジウムのテーマと

して取り上げ、公開討論を行った。また、安全安心な子育て環境を整備するための防犯調査も行った。 
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1．はじめに 

東京未来大学リエゾングループ（Tokyo Future University Liaison Group、以下TFULGという）

の活動（以下、本活動という）は、2008年度から2011年度に行われた科学研究費補助金基盤研究（A）

「幼児・児童における未来型能力育成システムならびに指導者教育システムの開発」（課題番号

20240071）（以後、科研という）の一部に端を発しており、2012 年度・2013 年度も本学の共同研究費

ないしは特別研究助成金の助成を受けて継続されているものである。 

本活動は、大学のCenter of Community（以下、COCという）機能を一層充実させるため、子育て

中の保護者の求める「未来の子ども像」を明らかにし、大学設置の趣旨である地域連携を一層強固なも

のとするため、すでに大学の近隣住民と組織し、定期的に会合を持っているTFULGをさらに運用・活

用し、 新の保護者の養育観や養育上の不安等を明らかにすることを目的としている。 

なお、このCOCとは、文部科学省(2013）が提唱した施策の一つであり、一層大学が地域に根付いた

研究活動を行い、積極的に地域還元をするための推進事業として導入されたものである。 

そもそも本学は、2004 年 4 月に策定された足立区（以下、区という）の基本構想審議会による「文

化教育立区＝高等教育・研究機関の誘致」に沿って設置された。この基本構想には、以下に示す3つの

基本的方向がある。 

実践報告 
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1)創業や改業による経済の活性化を目指す 

2)人間の安全保障を進め、安全・安心な社会の確立を目指す 

3)文化と教育を高め、心の豊かさと誇りを持てる未来を目指す 

本学は、こうした基本計画に対し、開学当初から関連分野の教員を派遣し足立区の要請に応え、教員

の研究促進と地域貢献の双方において効果を上げており、その一翼を担うのが本活動である。 

(1)本活動の社会的背景 

人口動態統計の年間推移 (厚生労働省、2012）によると、合計特殊出生率（当該年次の15歳から49

歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が当該年次の年齢別出生率で一生の間に産

むとした時の子どもの数のこと）は、1975 年に 2 を切って以降、減少傾向が顕著であり、 新の統計

値では、1.41となっている。このように出生率が低下すると、一人ひとりの子どもを手厚く監護し、育

成することが可能になると思われるが、その一方で、子どもを取り巻く環境は一層厳しくなっており、

子育てに苦悩した挙句、虐待や 悪の場合子殺しに至る事例も後を絶たない。 

平成25年版犯罪白書(法務省法務総合研究所、2013）によると、子どもの犯罪被害において、強制わ

いせつ・略取誘拐という性暴力犯罪が大幅に増加していると報告されており、犯罪被害から子どもを守

りつつ、明るく健やかに育てるために何をするべきかという親や関係者の苦悩は絶えることがない。 

こうした問題への対処をいかにするべきかについての資料を提供すべく、上記科研時に、大学周辺に

居住する幼児を持つまさに子育て中である保護者を集めてTFULGを組織し、現在までほぼ一月に一度

のペースで会合を持っている。 

会合の中では、毎回、現在の子育てについての難しさや悩みなどを共有するとともに、上記科研時に

調査した「未来に生きる子ども像」の結果を検討しながら、子育てのあり方について討議を行ってきた。 

(2)活動目的 

2013年度は、開始４年目を迎える本活動の対象をさらに拡大することによって、さらに多くの子育て

中の保護者の参加を得て、本活動を進化させることを目的とした。つまり、さらに多方面の情報収集を

行って、子どもの年齢の違いによる子育て観の違いを見ることや、COC に代表される地域に根ざす大

学として、本学に対する期待を知ることも重要な目的であった。 

また、安心・安全な子育てに欠かせない、防犯について一層フィールド調査を進めることにより、ど

のような街づくりが犯罪に強い街づくりになるのかを明らかにして、TFULG 内で共有し、成果の発表

の場である公開シンポジウムにおいて公表することを目的とした。 

 

2．TFULGに係る会合の開催及び結果 

(1)会合の開催回数及び場所 

1年間を通して11回開催した（ 終回は、シンポジウムと同時開催）。 

場所は、東京未来大学会議室1あるいはプレイルームを使用した（シンポジウムは未来ホール）。 
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(2)出席者 

TFULGのメンバー数は、2013年度末時点で総計16名であった。しかし、毎回家庭の事情等で欠席

者が発生し、平均参加人数は8.4人であった。なお、2012年度から2013年度への年度替わりの時期を

中心として、転居等による退会者が3名、新たな入会者が4名であった。オーガナイザーである出口及

び近藤はすべての会に出席した。 

(3)活動記録 

TFULG会合やシンポジウムの詳細な開催日及び活動内容は以下に示すとおりである。 

① 第1回及び第2回 

第 1 回は平成 24 年 6 月 6 日に、第 2 回は同年 7 月 18 日に開催した。両日とも、午前 10 時 30 分か

ら午後0時まで開催した。 

開催に先駆けて、出口から以下の科研時に作成した表1を示した上で討議を行った。 

 

表１ お子さんに対する期待（出口・近藤、2011） 

  強い期待を持っている かなり期待を持っている どちらとも言えない あまり期待していない まったく期待していない

35 59 73 3 0
全体 

20.6% 34.7% 42.9% 1.8% 0.0%

20 24 28 1 0
男 

27.4% 32.9% 38.4% 1.4% 0.0%

15 35 45 2 0
女 

15.5% 36.1% 46.4% 2.1% 0.0%

 

TFULG メンバー（以下、メンバーという）からの意見を集約すれば、期待を持つことについて、一

方では親として「当たり前である」としながらも、「その期待が子どもを押しつぶすことにならないのか」

という意見も出た。「どちらとも言えない」という回答が も大きな比率を占めたのは、親の期待が子ど

もに及ぼす影響がよくわからないので、この選択肢を選ばざるを得なかったのではないかという意見が

多かった。とりわけ、親が子どもに対して期待をすること自体がいかがなものかという意見も出て、子

どもに押し付けることは発達上好ましくなないのではないかという意見も出された。 

これに対して、近藤からは、健全な成長を願うのは親ならば当然のことであり、親が何等の期待をす

ることはごく当たり前であること、しかし、それをどのように子どもに伝えるかが大事であることとい

うコメントが出された。出口からは、非行に走る少年の家庭を見ていると、親が子どもに無関心である

ことが非行化に大きく関係しているし、もしくは、子どもに親の夢を押し付けることも非行化につなが

るというコメントを行った。 

② 第3回及び第4回 

第 3 回は平成 24 年 8 月 8 日に、第 4 回は同年 8 月 23 日に開催した。両日とも、午前 10 時 30 分か
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ら午後0時まで開催した。 

開催に先駆けて、出口から以下の科研時に作成した表2を示した上で討議を行った。 

メンバーからのコメントを集約すれば、親としての 大の期待は、これから先もずっと健康でいてほ

しいというであった。もちろん、健康があっての幸せであるし、それ以外の項目については、たとえば

「特定の職業に就くこと」などは、特定の職業が何をさしているかはよくわからないが、多分に金銭的

な豊かさも含んでいると考えられ、しかし、金銭的に裕福になるということが、そのまま幸せになると

は限らないこと、もちろん金銭的に裕福になることは悪いことではないが、子どもが幼少時からそのよ

うなことを期待する親は少ないのではないか等の意見が出された。 

 

表２ お子さんに対する期待の対象（出口・近藤、2011） 

  幸福になること 特定の職業に就くこと 健康であること 能力に関すること 性格に関すること その他 

135 26 141 47 42 30
全体 

79.4% 15.3% 82.9% 27.6% 24.7% 17.6%

58 8 55 20 16 12
男 

79.5% 11.0% 75.3% 27.4% 21.9% 16.4%

77 18 86 27 26 18
女 

79.4% 18.6% 88.7% 27.8% 26.8% 18.6%

 

これに対して、近藤からは、子どもの幸せという者は一定ではなく、ある子どもに対しては幸せと認

められることが、他の子どもにとっては幸せとは認められないことがあるなど、多様であることが指摘

された。また、親による子どもへの過剰な期待は、子どもの健康な心の発達を妨げることにつながる危

険性があることが指摘された。出口は、少年鑑別所に勤務していた際の分析事例の中で、親の期待が過

剰であり、また特定の期待をされていた少年の事例を紹介した。本事例は、幼少期から青年期に至るま

で、親の期待に応えられないことを苦痛に思い、頻繁に家出を繰り返すようになる中で、金銭破綻して

窃盗を重ねていった。少年院における親子カウンセリングを通して、親子関係の調整が図られ、少年院

仮退院後は、親子関係が改善されたため再非行に陥らなかった。 

③ 第5回、第6回及び第7回 

第 5 回は 2013 年 10 月 10 日に、第 6 回は同年 11 月19 日に、第7 回は 2014 年 1 月 24 日に開催し

た。三日程とも、午前10時30分から午後0時まで開催した。 

開催に先駆けて、出口から以下の科研時に作成した表3・表4を示した上で討議を行った。 

前回までの討議で、子に対する期待の有無やどのようなことに期待するかについて話し合いを行って

いたので、そこから一歩踏み込む形で、家庭・家族内での期待、学校での期待について討議を行った。 

家庭内での期待について、あるメンバーからは、のびのびと明るく育ってほしいと願わない親はいな

いのではないか、しかし、のびのびと育つとはいったいどのようなことを指すのかが、分かるようでよ
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くわからないという意見が出された。また他のメンバーからは、子どもがのびのびと育つためには、家

庭内が円満であることが前提で、夫婦の価値観や子育て感が同一でないと子どもは混乱してしまい、の

びのびと育つことはできないのではないかという意見が出された。これに対して、その他のメンバーか

ら、子どもがのびのび育つ前提としての家庭の大切さ、そして、暖かみのある家庭であるからこそ、御

思いやりの心が育まれるのではないかという意見があった。また、学校における期待については、いじ

めを念頭に置いた上で子どもたちがスムースな友人関係を築いてほしいというものが大半であり、学習

を念頭に置いた「努力する」については、あくまで二次的な価値であると考えていた。 

これに対して、近藤からは、中学校のスクールカウンセリングの事例を紹介し、家庭が子どもに及ぼ

す影響の大きさについて解説を行った。もちろん家庭内での期待はすなわち、子どもにとっての圧力と

もなりうるもので、スクールカウンセリング時も保護者面接をする際に、こうしたことを伝えることが

難しいと説明があった。また、現在の学校の状況をスクールカウンセリングの視点から、複雑多様化し 

 

表３ お子さんに対する家庭・家族内での期待（出口・近藤、2011） 

    
のびのびして 

明るい 

思ったことが 

言える 

親兄弟、家族へ

の思いやり 

家族に悩みが  

相談できる 
兄弟の仲が良い その他 

140 105 117 107 91 24
全体 

 対参加人数 
(N ＝170) 82.4% 61.8% 68.8% 62.9% 53.5% 14.1%

58 35 46 35 35 5
男 

対参加人数 
(N ＝73) 

79.5% 47.9% 63.0% 47.9% 47.9% 6.8%

82 70 71 72 56 19
女 

対参加人数 
(N ＝97) 84.5% 72.2% 73.2% 74.2% 57.7% 19.6%

 

表４ お子さんに対する学校内での期待（出口・近藤、2011） 

    
友達と楽し

く過ごせる 

活発で積

極的 

好奇心が

ある 

相手の立場

や場所を  

わきまえて行

動できる 

努力する

自分の意見

や考えを持っ

ている 

先生を尊敬

する 
その他

144 76 91 117 108 96 46 11
全体 

 対参加人数 
(N ＝170) 84.7% 44.7% 53.5% 68.8% 63.5% 56.5% 27.1% 6.5%

56 30 39 44 34 32 16 5
男 

対参加人数 
(N ＝73) 

76.7% 41.1% 53.4% 60.3% 46.6% 43.8% 21.9% 6.8%

88 46 52 73 74 64 30 6
女 

対参加人数 
(N ＝97) 90.7% 47.4% 53.6% 75.3% 76.3% 66.0% 30.9% 6.2%

 

ており、各生徒あるいは各保護者の求めることが異なっているので、なかなか学校運営が難しくなって

いることを解説した。出口からは、多くの非行少年を心理分析していると、家庭内で悩みを相談できる

かどうかが、キーポイントになっていることを説明した。過感な時期にはいった際に、誰しもが悩みを

持つことは当然であるが、その際、親に相談できないうちに悶々として、不良交友に走る非行少年も多
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く認められる。相談するか否かは別として、保護者がそれを真摯に受け入れる体制を家庭が作っている

かどうかがポイントになる旨話した。また学校については、近藤の解説を非行の観点から補った。 

④第8回及び第9回 

第8回は平成25年2月20日に、第9回は同年2月25日に開催した。両日とも、午前10時30分か

ら午後0時まで開催した。 

開催に先駆けて、出口から以下の科研時に作成した表 5・表 6 を示した上で討議を行った。また、年

度末に実施するシンポジウムの日程及びテーマ策定に関する協議を行った。 

メンバーの意見を集約すると、「思いやりがもてる」の選択比率が も高いことを裏返して考えれば、

思いやりをもって接してほしいという願望の裏返しでもあると考えられる。子どもには、学校ではもち

ろん帰宅後も多くの友達と関わらせたいが、なかなかそうもいかない現実がある。一般社会に関する期

待の中で も選択比率が高い「社会のルールが守れる」もそうであるが、こうしたことは子どもが学校

生活や帰宅後の遊びを通して身につけていくものと考えられる。学校にいる時間は平等で、その中でも

身についてほしいが、他方、帰宅後の子どもの過ごし方は様々であって、塾や習い事等で自由になる時

間も少ないのが現状である。 

 

表５ お子さんに対する友人関係の期待（出口・近藤、2011） 

    

多くの友

達と関わ

れる 

信頼関係

が築ける 

仲良く 

遊べる

自分の意見

が言える 

思いやり

がもてる

悩みが相談

できる    

友達がいる 

友達のため

に何かが   

できる 

その他

66 114 87 94 144 85 66 9
全体 

 対参加人数 
(N ＝170) 38.8% 67.1% 51.2% 55.3% 84.7% 50.0% 38.8% 5.3%

30 43 30 33 55 25 21 1
男 

対参加人数 
(N ＝73) 

41.1% 58.9% 41.1% 45.2% 75.3% 34.2% 28.8% 1.4%

36 71 57 61 89 60 45 8
女 

対参加人数 
(N ＝97) 37.1% 73.2% 58.8% 62.9% 91.8% 61.9% 46.4% 8.2%

 

表６ お子さんに対する一般社会との関わりに関する期待（出口・近藤、2011） 

    
社会的出来事に 

関心がある 

ニュースや新聞

から社会を理解

できる 

社会のルール

が守れる 

何かの役に 

立つ 

自分らしくのび

のびと出来る 
その他 

67 63 147 43 80 5
全体 

 対参加人数 
(N ＝168,169) 39.9% 37.3% 87.0% 25.4% 47.3% 3.0%

28 27 60 19 31 2
男 

対参加人数 
(N ＝71,72) 

39.4% 37.5% 83.3% 26.4% 43.1% 2.8%

39 36 87 24 49 3
女 

対参加人数 
(N ＝97) 40.2% 37.1% 89.7% 24.7% 50.5% 3.1%

 

出口・近藤からは、帰宅後の自由時間をどのように過ごさせるべきか、発達段階との関係でいつ何を
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習得することが望ましいのかというような話題をシンポジウムで取り上げる提案がなされ、メンバーか

ら承認された。 

⑤ 第10回及び第11回（シンポジウムの開催） 

第10回は平成26年3月20日に開催し、第11回は同年3月23日のシンポジウム前に開催した。両

日とも、午前10時30分から午後0時まで開催した。 

第9回では、シンポジウムの構成についての話し合いが持たれた。第8回から第9回までの間に電子

メールによる稟議を繰り返し、テーマについては「子どもの習い事」とすることに決定した。このテー

マを選んだ背景には、第8回までの話し合いの中で、子どもの自由時間をどのように過ごさせることが

重要であるのかということとに議論が集中し始めて、学力を増進する時間に充てるべき、遊ばせるべき、

何か技術（たとえばピアノやバイオリンなどの音楽系や水泳やサッカー等のスポーツも含む）を見に付

けさせる時間にすべき等々、多くの意見が上がって、この問題についての討論会をシンポジウムにした

いというメンバーの意見が終着した。出口・近藤からは、第 8 回時に説明したように、学習の適時性、

つまり発達段階に即したものが大切であること、しかし、出口・近藤とも思春期以降を研究対象として

いることから、幼児期の保育の専門家である東京未来大学助教（当時）伊瀬玲奈氏をゲストとして招聘

し、シンポジウムを開催することを提案し、承認された。 

第10回はシンポジウム直前に開催された。当日の構成や進行、発言の割り当てなどを行った。 

シンポジウムは、東京未来大学未来ホールにて開催した。開催に当たっては、図1のポスターを作成

し、足立区役所及び足立区学習振興公社を経由して区内各施設に掲示を依頼したほか、メンバーが住居

周辺や子どもの通園する幼稚園等に配布して参加を促した。シンポジウムでは、出口・近藤に加え、本

学の専任講師であった伊瀬玲奈氏の出席も得て、公開討論を行った。 

結果として、本学教員3名に加え、メンバー6名、来客32名の参加者があった。来客32名の内訳は、

成人男性8名、成人女性18名、10歳未満の子ども6名であった。来場者アンケートによると、成人26

名の中で、今回のシンポジウムを知ったきっかけは、「ポスターを見て」が9名、「家人・知人に誘われ

て」が17名であった。 

シンポジウムは、出口の進行の下、まず、近藤から今回のシンポジウムの趣旨説明が行われ（写真1）、

その後写真2のようにシンポジストが、伊瀬氏に質問していくスタイルで進行がなされた。 

シンポジウムにおいてメンバーから質問が集中したのは「いくつくらいの習い事をさせるべきか」と

いう点であった。これに対して伊瀬氏からは、「大切なことは習い事をいくつさせるかではなく、遅くと

も21から22時までに就寝させる習慣作りである」との示唆がなされた。伊瀬氏によると、多くの習い

事をすることによって子どもは自由時間を失うし、また課題も多くなって、結果として就寝時間が遅く

なる。これは子どもの健康な発達を考える上で も避けなければならない点であるとのことであった。 
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 写真１ シンポジウム当日の様子 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 図１ シンポジウムのポスター 写真２ シンポジウム当日の様子 

 

また、メンバーからは、多くの習い事をさせたいが、友達とも遊ばせたいというジレンマが大きいと

いう意見も出て、これに対して伊瀬氏は、「全てがバランスであるし、その子どもによってバランスが異

なる。親として、子どもの状況を常に観察しながらバランスをとっていくことが必要である」旨助言が

なされた。さらに、伊瀬氏からは、「子どもの自発性や自主性をそがないように環境性帯を行うのが親と

して も求められる点であり、習い事に対しても義務ではなく自発的に取り組むようになれば、効果が

期待できること」、また、「子どもは面白いと感じるとのめり込んでしまい、没頭してしまうことがある

ので、親が適度に抑制しながら習い事をさせるべきであること」などが示唆された。 

シンポジウム開催後の、来場者アンケートは、13人分を回収し、概ね好評の評価を得た。ただし、今

後に臨むこととして、「こうした取り組みをしていること（リエゾングループのこと）をさらに広報して、

多くの保護者が参加できるようにしてほしい」というものが見られた。 

 

 

こどもの習い事？

東京未来大学ﾘｴｿﾞﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ主催 第３回公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

東京未来大学特別研究助成「リエゾンＧ」研究成果発表事業

日 時：２０１４年３月２３日（日）１３：３０～１５：００（受付開始12:50より）

会 場：東京未来大学 未来ホール
（東京都足立区千住曙町３４－１２）

リエゾングループとは・・
東京未来大学周辺地域に住む母親約１０名の集まりです。月に１度、子どもに関わること全般について
話し合いや情報交換をして日々の育児に生かしております。今回は周辺地域で自分たちでできることが
ないかと考えたイベントです。お子様連れで、ぜひお気軽におこしください。

参加費：無料
お子様連れOK（保育はありません）

※席に限りがございますのでご入場は先着順となりますがご了承ください。

問合先： e-mail ： liaison_tokyomirai@yahoo.co.jp

コーディネーター・進行
東京未来大学教員
近藤 俊明 先生 （臨床心理学）
＊アメリカで20年以上にわたり臨床心理学を研究。アメリカで病院勤務・
開業を経て、帰国後は大学で教鞭をとる他、現在も現役のスクール

カウンセラーとして公立中学校等でカウンセリング業務に当たっている。

出口 保行 先生 （犯罪心理学）
＊法務省の心理職として1万人以上の犯罪者を心理分析。現在も足立区
防犯専門アドバイザーとして防犯活動を展開。大学で教鞭をとる他、
現在は、日本テレビにてSMAPの中居君とレギュラー共演中。

こどもたちはそれぞれ年齢にふさわしい発達課題や考え方のパターンを持っています。

私たち親はそれらをよく知り、その上でこどもたちの習い事に何を期待するか、
何をさせるかを考えるとよいでしょう。本シンポジウムでは、リエゾングループメンバー
である現在子育て中のお母さんたちに、今の悩みをお聞きしながら、話し合いを行います

入場無料 オープンキャンパスにお越しの皆さんも是非

足を運んでください。大学の取り組みがわかります！

スペシャルゲスト 伊瀬玲奈先生 こども保育のスペシャリスト

悩

予約不要
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３．防犯調査結果 

防犯調査はリエゾングループに対して、安全な子育て環境について提言し、効果的な防犯を行うこと

を目的としている。また、本学の所在する足立区の防犯環境を整備し、ひいては大学の COC 機能の一

環としての安心安全なまちづくりに資することを目的としている。 

(1) 現在の日本及び足立区の現状 

我が国の刑法犯認知件数は、2002年にピークとなり、 近はかなり減少したものの依然として予断は

許さない状況が続いている。とりわけ本学の所在する東京都足立区（以後足立区という）は、表7で示

す通り、刑法犯認知件数が2006年より4年連続で東京23区内ワースト1を記録し、その後2010年に

はワースト2に転じたものの、再び2011年にワースト1となった。その後、2012年に再びワースト2

に転じ、2013年にはワースト4となって犯罪件数の大幅な減少に成功した。 

 

表７ 足立区の刑法犯の認知件数の推移(足立区治安対策会議資料から作表) 

  2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

足立区 14487 13649 13384 12721 11390 10134 10355 10363 9141 8241

世田谷区 15040 14736 13284 11845 10628 9308 9590 9341 8569 8435

江戸川区 16155 13529 12479 10409 10308 9349 9685 9666 8675 8616

新宿区 13443 11373 11487 11153 10834 10027 10537 9521 9377 8369

 

出口（2008ab,2009ab,2010bc,2012）は、犯罪増加や不安増加について各種公式統計等から分析した

ほか、足立区のビューティフルウィンドウズ運動（Beautiful Windows Movement,以後BWMという）

という防犯活動の取り組みや、その草案作成段階からモデルとする京都府庁の先進的な活動を紹介して

いる。本年の調査は、足立区における「攻める防犯」という新たな概念を導入したBWMの進捗状況や

京都府のフォロアップ調査を主体として展開した。 

(2) 防犯調査の方法 

街頭において、ランダムに調査協力を依頼し、ヒアリングを実施した。 

ヒアリング対象者：①足立区民108名（男性61名,女性47名,年齢平均65.4歳） 

②都府民95名（男性43名,女性52名,年齢平均54.4歳） 

器具：半構造化されたヒアリング記録用紙。 

時期： ①2013年4月-2014年3月 

 ②2013年5月17-19日,同年8月18-21日,同年11月1-4日,2014年2月7-11日。 

(3) 防犯調査の結果 

【足立区】足立区は、例年刑法犯の認知件数が非常に多く、足立区政にとって治安対策は喫緊の課題

であった。しかし、区民によるイメージ調査(第 42 回足立区区政に関する世論調査,2013)の結果をみる

と、「治安が悪い」と指摘している者は徐々に回復し 37.2％まで回復傾向を示している。ただし、その



未来の子ども像を明らかにするための東京未来大学リエゾングループの活動報告 

出口保行・近藤俊明 

－ 134 － 

原因については、「なんとなくのイメージ」と回答しているものが 52.3％と も多いなど、犯罪数の減

少とイメージがかい離している点が認められる。こうした治安対策としてBWMが始まり、環境美化を

始 め と す る 様 々 な 取 組 み が 積 極 的 に 展 開 さ れ た 。 BMW 当 初 か ら 出 口

（2008ab,2009ab,2010ab,2012bc,2014）は理論的な支援、各種啓蒙・実践に当たってきた。 

このBWMとは、ウィルソンとケリング（Wilson & Kelling,1982）が提唱した「割れ窓理論（Broken 

Windows Theory）」を援用したものである。足立区はより犯罪抑止を効果的に実践するため警視庁と協

議し、2009 年 12 月 21 日に「足立区治安再生事業の推進に関する覚書」を締結した。これに基づき出

口は足立区防犯専門アドバイザーに就任し「犯罪者に嫌がらせをする防犯=攻める防犯」について提言

を行い、現在も4か月ないし6か月に一度開催される治安対策会議で施策の見直しを行っている。こう

した取り組みが功を奏し、2010 年にはワースト 2 に転じたが、2011 年には再びワースト 1 となった。

この要因として、区民ヒアリングでは「危機感の喪失」が も多く指摘された。しかし、その後さらに

BWM に力を入れ、2013 年にはワースト 3 圏内から脱してワースト 4 となった。区民ヒアリング結果

では、男女とも「 近になって、街がきれいになり、特に北千住、綾瀬の街並みがきれいになって、足

立区のイメージが回復しつつある」というものが74.2％であった。また、防犯カメラの設置を非常に推

し進めていることについて「目に見える形での防犯として役立っている」というものが84.4％と非常に

高かった。 

【京都府】京都府は、出口（2008ab,2009ab,2010bc,2012,2014）が報告しているとおり、京都市内の

中心部の落書きを消す活動を活発化させているほか高校生による自転車への鍵かけを競うコンテスト等

様々な独自の防犯プログラムを展開している。出口（2009a）が報告した 2008 年 12 月 13 日の同行調

査時に落書き消しを行った箇所25箇所について、2013年4月から2014年3月にかけて4回のフォロ

アップ調査したところ、落書きが上書きされたところはなかった。しかし、落書き消しをしたことにつ

いて、フォロアップの度に住民ヒアリングを行ったところ、徐々に事実を知らない住民が増加しており、

2013 年には知らないとする住民が 57.9％と過半数を超えた。また、落書きを消したことにより、治安

がよくなったと感じるかについてヒアリングしたところ、わずか1年の間で「思わない」の選択比率が

高くなった。この他、住民ヒアリングからは、「以前は活動を目の当たりにしたが、 近はあまり見かけ

ない」との意見が聞かれた。一方で、「 近は落書きを見たこともないので、あまり関心もない」という

意見もあった。また、京都府庁職員からのヒアリングでは、出口（2012）の報告と同様に「総じて順調

であるが、この活動を民間主導にしていく点においてあまり進展していない」との意見が聞かれ、今後

の施策展開について一層の工夫が求められている。 

(3) 防犯調査結果の社会還元及び発表 

こうした結果について毎回のTFULGの会合で報告し、安心安全な子育て環境作りに資するとともに、

結果の一部を日本犯罪心理学会第52回大会（出口,2014）で発表し、社会還元を行った。 
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