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要約 

東京未来大学リエゾングループは、本学のセンター・オブ・コミュニティ（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、2014 年度は 5 回の会合を開催した。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養育することが可能になる一方で、子どもを取り巻く環

境は一層厳しさを増している。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しどのように実践するかについて話し合いを行った。また、子

どもの犯罪被害が相次ぐ中、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、本学を中心として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）の一部として開始され、科研終了後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（出口・近藤、2015）。 

出口・近藤（2015）が指摘するように、昨今大学に求められていることは、単に教育機関・研究機関

として機能することのみならず、地域社会と密接に連携しさらに貢献することにあり、それを支援する

ために文部科学省も、2013年から「地（知）の拠点整備事業（COC事業）」を展開し、2015年からは

さらにそれを拡大発展させる形で「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC⁺事業）」を展開

している。このCOCとは、センター・オブ・コミュニティー（Center of Community）の略称であり、

文字通り地域の中核としての大学の機能を象徴したものとなっている。TFULG は、本学のこの COC

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の活動を行った上で 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。 

そもそも本学の設置は、足立区（以下、区という）が 2004 年 4 月に策定した基本構想審議会による

実践報告 
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「文化教育立区＝高等教育・研究機関の誘致」基づくものである。この基本構想には、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、という3つの柱立てがあり、これらすべてに対し

て、本学は、開学初年度から各種行政のニーズに合わせて関連分野の教員を多数派遣し、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、本活動もその一翼を担っている。 

(1)本活動の社会的背景 

出口・近藤（2015）は、本活動の社会的背景として 近の少子化問題を取り上げている。同じ問題は

現時点でも回復の兆しを見せておらず、 新の人口動態統計の年次推移 (厚生労働省、2015）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、多少の増減はあるものの減少傾向が続いており、 新の統計値では1.42となっている。こうした

出生率の低さは、出産後も一人ひとりの子どもを手厚く養育し、育成することが可能になる反面、保護

者の子育て経験を乏しくしており、子育てへの不安からの嬰児殺や子育てに苦悩した挙句の虐待、 悪

の場合子殺しに至る事例も後を絶たない。 

また、こどもを取り巻く環境は一層厳しさを増しており平成26年版犯罪白書(法務省法務総合研究所、

2014）によると、2013 年に比してさらに子どもの犯罪被害において、強制わいせつ・略取誘拐・暴行

という性犯罪や暴力犯罪が深刻化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保護者や関係者の苦悩は絶えることがない。 近において

も大阪府寝屋川市において中学生男女２名が略取誘拐され殺害された事件が社会の耳目を集めており、

いかにして子どもを犯罪被害から守るかという防犯も保護者にとっては喫緊の課題となっている。 

こうした問題にいかに対処すべきかを話し合うため、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、現在も定期的な会合を持っている。 

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 

2014年度は、開始５年目を迎える本活動を一層充実させるため従来の参加者に加えて新規の子育て中

の保護者の参加も得て、本活動を深化させることを目的とした。つまり、さらに各保護者の持つ個別具

体的な問題意識を深掘りし、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が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地域防犯について、足立区の現状を踏まえつつ、その先進的

な地方自治体である京都府及び愛知県のフィールド調査を一層進めることにより、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た上で、TFULG 内で共有し、また足立区を含めた全国

に還元することを目的とした。 
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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5回開催した（この回数に少人数による予備会議2回は含まない）。 

場所は、東京未来大学会議室1を使用した。 

(2)出席者 

TFULGのメンバー（以下、メンバーという）数は、2014年度末時点で総計18名であった。しかし、

毎回幼稚園や小学校等の学校行事や家庭の事情等で欠席者が発生し、2014年度の平均参加人数は4.8人

であった。概ね新規メンバーの会合参加が多く、2013 年度から継続的に全会合に参加したのは 1 名だ

けであった。なお、全てのメンバーは、幼児から小学生のこどもを持つ保護者である。 

おって、2013 年度から 2014 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 4 名、

新たな入会者が6名あった。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 

第1回は、2014年9月11日午前10時30分から午後0時まで開催した。 

開催に先駆けて、各年度とも年度当初の会合で必ず示している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。新規メンバーの会合参加が多い中、前年度までとはまた異なる意見が多く

出された。 

表1 お子さんに対する期待（出口・近藤、2011） 

 
 

メンバーからの意見を集約すれば、期待を持つことについて、「ついつい過剰な期待をしてしまいが

ちであるが、一方では我が子の発達が他のこどもに比して遅れているところがないのかと不安になる」

というものも多く、期待するということが一方的に現時点に基づいた発展的でプラスのベクトルだけで

はなく、「とりあえず普通のこどもとして育ってほしい」というように消極的なベクトルも存在すること

が明らかになった。出口・近藤（2015）は、「期待することによってこどもが押しつぶされる」ことへ

の危惧をメンバーが抱いていることを報告しているが、さらに、健常な発達そのものが親の期待である

という点が新たな視点として追加された。 

また、表 1 について、「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原因として、親

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
対参加人数（N=170） 20.6% 34.7% 42.9% 1.8% 0.0%

20 24 28 1 0
対参加人数（N=73） 27.4% 32.9% 38.4% 1.4% 0.0%

15 35 45 2 0
対参加人数（N=97） 15.5% 36.1% 46.4% 2.1% 0.0%

全体

男

女
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としての期待ということをどのようにとらえるかが回答者の中で判然としないということも大きな影響

を与えていたと考えられる。また、出口・近藤（2015）が指摘するように、親がこどもに期待を押し付

けるようなことがあってはならないということも関係していると考えられる。 

これに対して、近藤は、小・中学校においてスクールカウンセリングを行っている立場から、子ども

に対して親が何らかの期待をするのは当然であり、大きな期待感を抱いている親がいる一方、子どもが

学校不適応や学習不適応となり、不登校になるなどの問題を抱え、こうした問題の改善が一番大きな期

待である親もいることなどを報告した。また、出口からは、非行臨床の立場や全国の青少年健全育成に

携わる立場から、非行に走る少年の家庭の特徴として、親がこどもに過保護・過干渉が一因になってい

る場合と、無関心であることが一因となっている場合があり、どちらも極端に偏ることが非行化を促す

ということがコメントされた。また、こうしたメンバーのコメントについては、出口（2014b）が、内

閣府の 2014 年度子ども・若者育成支援のための地域連携推進事業中央研修大会の基調講演においても

紹介し、全国的な発信も行った。 

② 第2回 

第2回は2014年11月21日午前10時30分から午後0時まで開催した。 

開催に先駆けて、これも毎年度当初の会合で毎回示している表2を用いて討議を行った（表中の男女

は調査対象者の性別を指している。以後の表も同じ）。 

メンバーからのコメントを集約すれば、親としての期待は、「社会に適応して生きていってほしい」

というものであった。具体的に何を期待するというよりも、社会内でごく「普通」の生活ができること

が も大きな期待であり、それが達成された上で個別の期待が発生するというコメントが多かった。出

口・近藤（2015）は、親としての 大の期待について、2013 年度の会合では「これから先もずっと健

康でいてほしい」ということであったと指摘しているが、2014年度の会合では、健康はもちろんである

が、社会適応ということが大きな期待として取り上げられた。これは同様調査を今後行う上で非常に重

要な示唆であり、調査項目の追加・変更を考えるべきポイントである。 

 

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
対参加人数（N=170） 79.4% 15.3% 82.9% 27.6% 24.7% 17.6%
対答総数（N=421） 32.1% 6.2% 33.5% 11.2% 10.0% 7.1%

58 8 55 20 16 12
対参加人数（N=73） 79.5% 11.0% 75.3% 27.4% 21.9% 16.4%
対答総数（N=169） 34.3% 4.7% 32.5% 11.8% 9.5% 7.1%

77 18 86 27 26 18
対参加人数（N=97） 79.4% 18.6% 88.7% 27.8% 26.8% 18.6%
対答総数（N=252） 30.6% 7.1% 34.1% 10.7% 10.3% 7.1%

全体

男

女
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これに対して、近藤は、各保護者の思う子どもの幸せはそれぞれ異なることが当然であり、それは保

護者の価値観や子どもの特性によって大きく異なるし、一概に何をもって期待というかは難しいとコメ

ントした。出口・近藤(2015)が報告したように、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、多様であることが繰り返して指摘された。ま

た、出口は、出口・近藤(2015)でも報告した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再度紹介した。また、青少年健全育成の立場

から、現在、こうした期待について親子で話し合う機会が非常に減少しているという意見が内閣講演時

も多く聞かれ、一方的に期待するのではなく、話し合うことの重要性についてもコメントした。 

③ 第3回 

第3回は2014年3月9日午前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。 

平成 25 年度の会合（出口・近藤、2015）では、家庭内での期待について、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、分かるようでよくわからないという意見が出されていた。今回の会合では、家庭内で悩みが

相談できるかということが話し合われたことに加え、保護者が兄弟姉妹の成育状況や発達状況を比較し

てしまうと、子どもに家庭内で期待することも「兄はできたのに」とか「妹はもうできている」等々歪

んでしまいがちであるので、保護者の偏見のようなものがこうした家庭内での期待に影響しがちである

とのコメントが出された。 

 

表3 お子さんに対する家族内での期待（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
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
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
対参加人数（N=97） 84.5% 72.2% 73.2% 74.2% 57.7% 19.6%

女

全体

男
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表4 お子さんに対する学校内での期待（出口・近藤、2011） 

 
 

また、学校における期待については、2013 年度の会合（出口・近藤、2015）時と同様に、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コメントを行った。加えて、出口・近藤（2015）も指摘するように、もちろん

家庭内での期待は、よい方向に子どもの発達を促すものではあるが、一方で、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は、

重要であるが難しいことも多いとコメントされた。また、出口からは、多くの非行少年を心理分析して

きた中で、出口・近藤（2015）が指摘するように、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コメントした。多くの非行少年は困難や問題を抱えた時、まず 初に相談できるの

が保護者ではなく友人であることも困難や問題を深刻化させてしまう大きな要因となっていることもコ

メントした。 

④ 第4回 

第4回は2014年3月12日午前10時30分から午後0時まで開催した。 

第3回の会合で、子どもについての具体的な期待が話し合われたことから、開催に先駆けて、出口か

ら以下の科研時に作成した表5を示した上で討議を行った。 

メンバーのコメントを集約すると、「可能性を伸ばすことができる」が も多く選択されていること

について、親であれば子どもに好きなことをさせてあげたい、しかし、勉強も遊びもすべてを両立させ

ることは難しいので、どのように時間配分を行うべきであるのか、特に習い事について、どの程度経験

させればよいのかがよくわからないという意見が多く出された。出口・近藤（2015）の報告した公開シ

ンポジウムの中で、当時本学専任教員であった伊瀬は、「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」と示唆し、また同様に、「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」ことをコメントした。 

  

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

女

全体

男
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表5 お子さんに対する能力への期待（出口・近藤、2011） 

 
 

出口・近藤からは、出口・近藤（2015）が指摘するように、すべてがバランスであり、その子どもの

発達段階に合わせて行うべきである旨コメントがなされた。 

⑤ 第5回 

第5回は2015年3月23日午前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6を示した上で討議を行った。 

 メンバーからは、敬意をもって礼儀正しくできるが も選択されていることについて、同感である

とのコメントが多かった。一方で、色々な知識や考えを吸収できるについての選択が多いことに関して

は、保護者以外の大人との触れ合いの機会が極めて少ないことは核家族化が進んでいる現在、どうにも

ならないこと、困ったことはお願いできるの選択が多いことに関しては、今年度もたびたび話題になっ

ているとおり、大人＝保護者との会話が少なっているので、子どもも困った際のサインを保護者に伝え

ることが難しくなっているのではないかというコメントが出された。 

近藤からは、日本と米国に居住し、心理臨床を展開した経験から、今も昔も日本人は礼儀を重んじて

いる。これはこの先も当分変わらないものであると考えられる。しかし、礼儀もまた時代と共に変化し

ていくものである。親子の関係を密にしていく中で、礼儀の基本を教え、また子どもはそれを基礎とし

てその時代のニーズに合わせた礼儀を実践していくことが重要であるとコメントした。また、他者に敬

意を持つこととは基本的には発達段階の中で自己中心性から抜け出したタイミングでできるようになる

ことであり、子どもの発達段階に対応して、できることとできないことを峻別し、適時性を持った指導

ができるとよいとのコメントがなされた。 

また、出口は、非行臨床の立場から、少年院の矯正教育で も重んじられることは礼儀であること。

きちんとした挨拶から始まり、言葉遣いに至るまで徹底的にトレーニングされる。この背景には礼儀を

持って人と接する能力の背景には、他者を的確に認知し、また他者の心情を詳細に把握することが求め

られ、画一的な礼儀ではなく状況や場に合わせた礼儀をもった行動ができるようになることが社会生活

上 も重要であること。また、こうした礼儀を重んじた生活を繰り返すことによって、少年院に入院し

た非行少年の約85％が二度と再犯しないことなどがコメントされた。 

 

  

好きなことは可能性を

のばすことができる
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

125 73 106 103 70 69 45 6
対参加人数（N=170） 73.5% 42.9% 62.4% 60.6% 41.2% 40.6% 26.5% 3.5%

49 24 46 35 28 24 14 2
対参加人数（N=73） 67.1% 32.9% 63.0% 47.9% 38.4% 32.9% 19.2% 2.7%

76 49 60 68 42 45 31 4
対参加人数（N=97） 78.4% 50.5% 61.9% 70.1% 43.3% 46.4% 32.0% 4.1%

全体

男

女
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表6 お子さんに対する大人との関わりへの期待（出口・近藤、2011） 

 
 

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

を主たる目的としている。また、本学の所在する足立区の防犯環境のみならず全国の青少年健全育成環

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年に戦後 多を記録し、 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。出口・近藤（2015）が指摘するように、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、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 となるなど犯罪

多発地域として各種マスコミでも報道されている。しかし、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、2014年にはワースト6となって犯罪件数の大幅な減少に成功した（表7）。 

 

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 2014 年 

足立区 14487 13649 13384 12721 11390 10134 10355 10363 9141 8241 7561

世田谷区 15040 14736 13284 11845 10628 9308 9590 9341 8569 8435 8508

江戸川区 16155 13529 12479 10409 10308 9349 9685 9666 8675 8616 7807

新宿区 13443 11373 11487 11153 10834 10027 10537 9521 9377 8369 8240

単位：件 

 

出口・近藤（2015）は、出口（2008ab,2009ab,2010bc,2012、2014）の研究を引用し、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た。今年度の調査も、それに引き続き足立区にお

ける「攻める防犯」という新たな概念を導入したBWMの進捗状況や防犯に対して先進的な活動を続け

大人の言うことが

聞ける

敬意を持ち

礼儀正しくできる

いろいろな知識や

考えを吸収できる
責任ある行動ができる

物怖じしないで

関われる

困ったことは

お願いできる
その他

52 131 95 60 38 71 5
対参加人数（N=169） 30.8% 77.5% 56.2% 35.5% 22.5% 42.0% 3.0%

20 58 37 22 15 23 1
対参加人数（N=72） 27.8% 80.6% 51.4% 30.6% 20.8% 31.9% 1.4%

32 73 58 38 23 48 4
対参加人数（N=97） 33.0% 75.3% 59.8% 39.2% 23.7% 49.5% 4.1%

全体

男

女
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る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 足立立区民205名（男性88名,女性117名,年齢平均67.3歳） 

② 京都府民70名（男性28名,女性42名,年齢平均60.1歳） 

器具：半構造化されたヒアリング記録用紙（治安に対する認識や防犯活動に対する認識等を聞くもの） 

時期：2014年4月から2015年3月 

(3)防犯調査の結果 

【足立区】足立区は、表7に示した通り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、上述したとおりBWMにより犯罪減少を成功させたことから、区

民によるイメージ調査(第42回足立区政に関する世論調査,2014)の結果も、「治安が悪い」と指摘してい

る者は 31.8％と減少し、「治安が良い」の方が 48.2％と上回るところまで回復した。BWM 当初から出

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

出口・近藤（2015）が指摘するように、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 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、2014 年にはワースト圏内から脱してワースト 6 となった。区

民ヒアリング結果では、男女とも「 近になって、身近で犯罪が起きなくなったし、北千住・綾瀬に代

表される街がとてもきれいになった」というものが68.2％を占めていた。また、防犯カメラの設置を積

極的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70.3.％

と非常に高かった。 

【京都府】京都府は、出口（2008ab,2009ab,2010bc,2012,2014ab）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、2014年4月から2015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、出口・近藤（2015）が報告した時点よ

りさらに事実を知らない住民が増加しており、2014 年には知らないとする住民が 75.1％と非常に高率
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になっている。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）で発表しするとともに、内閣府の青少年健全

育成全国大会の基調講演で内容を紹介し社会還元を行った。 
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