「万引防止啓発のための壁新聞」掲示に関するアンケート集計結果
（配布：2013.6月 集計：2013.7.21受付締切分）

?

万引犯罪は多くの人を不幸にします。

た かが 万 引き

どんな理由があっても
お店の商品を盗むのは

■全国中学校への配布枚数 14,029枚
■アンケート回答学校数

回答率 10.29%

1,444校

悪事に勝つ強い心!

ダメ!

なぜ万引きをしてしまうのか？
万引きをした少年の心理的背景

（警視庁資料 万引きに関する調査研究報告書 平成21年8月より）
【N=428人】

少年の犯す犯罪の中で最も多いのが
「万引き」です。
悪いことだと知っているのに
ついやってしまったことが自分や家族、
お店の人を苦しめることになります。

（ご回答者：校長、副校長、教頭、教諭、生徒指導主事、生活指導主事 他）

ゲーム感覚

28.8%

単に欲しかった

23.3%

誘いを断れない

8.9%

万引きを
万引きをした少年の28.8%がその理由を
「ゲー
ム感覚」と答えています。万引きは悪いことだと
知っているのに軽く考えてしまうのは、
くり返し犯
知っ
罪に手を染めてしまいかねない誤った認識です。
罪に

「万引き」は窃盗罪、10年以下の懲役
または50万円以下の罰金です。

お店の人の声

ダメ!!と言える勇気!

● 何とか万引きを防ごうと必死
にが んばって いますが 、被 害は
いっこうに減らず困り果てていま
す。
「 商 品 を 出 す の が 嫌 になっ
ちゃいますね」「商品はしまって
おきたいくらいです」

友人が止めれば万引きをしなかった
犯行を思い止まる環境的要因

（初犯少年500人、再犯少年117人）
（北海道警察犯罪脆弱者対策研究委員会報告書 平成23年2月より）

30.0
29.9

友人が止めれば

26.2
22.2

店員等から
声かけがあれば

1

● 私は子供の喜ぶ顔が大好きで
おもちゃ屋をやっていましたが、
ゲームソフトが次々と万引きされ
るようになって…。
被害は年々ふくらみ大きな赤字
に悩まされるようになり…。
結局、
借金を抱え、
店を失いました。

この壁新聞は掲示されますか。（回答実数：1,444 校）

万引きをすると
お父さん・お母さんは
どんなに悲しむか。
わかるよね。

①掲示する

1,432校

99.17%

0

0.28%

③検討をする

8校

0.55%

10

20

30

日本全体の
万引きの年間被害額は
約4,615億円（推定値）
なんだって。
すごい損失だよね!

本を1冊盗まれると
50冊売らないと
赤字になる!

（警察庁万引き防止官民合同会議
平成22年10月）より

もし、困りごとが
あったら、勇気を出して、
先生・お父さん・
お母さんに相談してね。

欲しい物は
お手伝いをしたり、
お小遣いを
貯めて買おう。

100円 - 78円 - 20円 = 2円
売上

仕入れ

経費

純利益

100円売って、たった2円が利益です。
一般財団法人

企画協力
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●万引がないため。
●校内が比較的落ち着いているため、かえって誘発してしまう恐れがあるから。
●デザインが女子校の雰囲気に合わない（男子生徒のイラスト）。
●本校は万引0（ゼロ）であるため。用紙が大きくスペースに困る。
【③検討をする理由】
●学校的に落ちついており、万引きが起こる懸念がほぼないから。
●万引についての指導を検討中であるから。
●掲示場所の関係
●ポスター内容と生徒の実態を見て
●掲示する場所の確保が難しいため
●犯行を思い止まる環境的要因の表現が、止められないのは他人のせいだと思わせるため。
●理由の記入なし（2校）

掲示期間は？（回答実数：1,432校）

約1ヶ月
（夏休み前迄）

281校

19.62%

約2ヶ月
（夏休み終了迄）

140校

9.78%

約3ヵ月

146校

10.19%

約6ヶ月
（12月末迄）

121校

8.45%

約9ヶ月
（年度末迄）

391校

27.30%

71校

4.96%

282校

19.70%

期間未定

40(%)

友人が止めれば、約30%の少年は万引きはしな
かったと答えています。小額でも万引きは窃盗犯
罪だから、やめるように注意する勇気が大切です。

【②掲示しない理由】

その他（1年間を含む）

32.5

初犯少年
再犯少年

3.6
6.0

その他

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-2-8 Tel.03-3355-2322 Fax.03-3355-2344

4校

12.2
9.4

防犯装置が
あれば

http://www.manboukikou.jp

②掲示しない

28.0

手間取る
状況であれば

1

期間未定
19.70%
その他
4.96%

約9ヶ月
（年度末迄）
27.30%

約1ヶ月
（夏休み前迄）
19.62%
約2ヶ月
9.78%

回答実数
1,432校

約3ヶ月
10.19%
約6ヶ月
（12月末迄）
8.45%

2

貴校及び学区内の地域では、継続的な万引防止対策が行われていますか。（回答実数：1,444 校）
記入なし
0.28%

①行われている

687校

47.57%

②行われていない

455校

31.51%

③わからない

298校

20.64%

4校

0.28%

記入なし

3

2 の質問で①を選択された方へ

③わからない
20.64%

回答実数
1,444校

①行われている
47.57%

②行われていない
31.51%

具体的にはどのような対策が行われていますか。
（抜粋：11 校 /687 校）

●関係機関の協力を得て、非行防止教室を開き、その学習の中、万引防止の観点を入れている。
●生徒指導主事を中心に学級担任を通じての日常的な指導。長期休業前の保護者あてのプリント配布。
年2回警察と連携した防犯教室。
●地区の青少年育成補導協議会のメンバーと巡回活動を行っている。
●長期休業の前に、学区内の商店・コンビニ等に万引防止のちらし（お願い）を配布している。
●警察、PTAによる巡回パトロール。講師を招いての非行防止教室。
●教員及び地域の健全育成委員、PTA生活安全部員が計画的に巡視活動を行っている。
●生徒による「万引き防止ホームページ」を作成し、公開している。「万引きのない町づくりキャンペーン」に参加。
「STOP万引き」URL http://contest.japias.jp/tqj15/150006/ このサイトは、香川県警の協力のもと、香川県下の中学校が作成した
DVDをまとめたり、資料をまとめたものです。リンク等は自由です。ご活用いただければ幸いです。
●生徒指導担当者が店に行き情報交換をしている。
何かあればすぐに学校と警察に連絡をする体制ができている。
●所轄の警察署から担当署員を招いて「セーフティ教室」。注意・指導等を行っている。
●夏、冬の休み前に防犯教室（教員による）を行い、万引により社会がどのように不利益になるかを伝えています。
●校内で1学年の時に初発型非行防止教室を行い、道警の方が万引きは犯罪である点等パワーポイント等を使って講話して
いただいています。

2の質問で②行われていないを選択…主なコメント
●事案が起これば対応するが、ここ数年万引事象はなし。
●常識の1つとしてほとんどの生徒が理解している。非行の主なものとして話す場合もある。
●日常的な指導の場面で話題にしたり、集会や放送で呼びかけることはありますが、学校では警察署生活安全課の方を招いて
講話（非行防止）をしていただいているが、継続的とはいえない。地区の取り組みについては詳しくはわかりません。

2の質問で③わからないを選択…主なコメント
●校内では指導しているが学区内で行われていることはわからない。
●本校内では年に3回長期休業前に学級で指導しているが、地域全体は把握していない。
●継続的な状況が不明？

2

4

今後はどのような資料があると良いですか。（回答実数：2,214 校／複数回答可）
1000
（校）

①今回のような壁新聞

830校

②中学生用の万引防止の啓発リーフレット

887校

③保護者用の万引防止の啓発リーフレット

447校

830
800

600

0

④その他…具体的には（抜粋）

●万引防止啓発のDVD教材、道徳などで活用できるDVD
DVD

●事例をとりあげた映像資料DVD
●映像やアニメで防止を訴える内容
●リーフレット＋DVDビデオ教材、DVD20分程度のものを見せてリーフレットを活用する
●PowerPointでの補導資料
●統計的な資料
●必要な時にダウンロードできる資料

資

料

●1つの万引が与える店舗への経済的・精神的負担
●万引による店舗の損害
●店舗サイドの意見などを記したもの
●道徳の授業で使える資料
●体験者のインタビューなど
●TV番組やCM
●万引き防止の下じきなど
●万引防止の標語コンクールなど
●小学生用リーフレット

他

●高校生用のリーフレット
●商店向けの万引き発生時の対応マニュアル
●各教室に掲示できるもの
●店舗へのポスター
●インパクトのある壁新聞、サッカーの本田選手、八重の桜の綾瀬はるかさんなどを起用
●刑罰を知らない生徒がいるので、わかるもの（?）

3

④その他

200

447

③保護者用の万引防止
の啓発リーフレット

400

②中学生用の万引防止
の啓発リーフレット

（内DVD：23校）

①今回のような壁新聞

50校

④その他

887

50

5

その他（自由意見、要望、壁新聞の感想など／回答実数：296 校）

自由意見、要望（抜粋：40校/98校）
●このような取組、たいへんありがたく存じます。
●教育上、重要な案件であり、そのような取り組みを支援いただき感謝している。今後もお願いしたい。
●くりかえし指導を重ねています。未然に防止できるように努力をつづけます。
●学校での子どもたちへの指導は大変重要で、今後も取りくんでいく必要がある。しかし、学校だけでなく社会全体で万引きが悪であるという
雰囲気づくりがより大切になってくるのではないか。
●本校はたいへん落ちついた学校です。しかし万引は年に1〜2件ございます。こういったとりくみは大変有意義です。
●道徳教育の充実と日常的な善悪の判断力を高める指導や取り組みが大事になると思います。ならぬことはならぬものの徹底を!!
●マスコミ、警察等、多岐にわたる防止の取り組みができると良いと思います。
●非行の根源とも考えられる万引に対して厳しい姿勢が必要と考えます。
●万引をテーマにした道徳授業をきちんと実施したい。
●何度も指導しても、万引きがゼロになりません。病的なほどに繰り返す生徒も一部にいます。学校としてもとても困っています。
●繰り返し万引きをしてしまう生徒への指導で参考になるものがないか？
●万引き非常に多いです。どう対応するか頭をかかえてます。
●多くの場合、初発は小3前後と聞いています。小学校用も必要でしょう。
●なかなか万引はなくならない。小学校の低学年からやっている者も多い。
●小学生への啓発も必要になります。小中協力しながら防止啓発を進めていきたいです。
●中学校で万引する生徒は、小学校の時から始めていることが多く、小学校での啓発活動にも力を入れていただきたい。
●万引きは、低年齢化しており、指導も継続性を伴います。更生を願ってやはり早期発見と解決を行うべきだと思います。
●小学校の頃から始めているので、中学校だけの指導では間に合わない。
●全国的な統計資料等で状況の把握をし、万引がなくなるためにどのようにとりくんでいるか他校や他県の状況が知りたい。
●万引は大きな犯罪であることの意識が薄いように感じます。普段から注意を促すとともに、万引きについて学習する必要があると感じています。
●「万引き」という言葉に軽さが感じられます。「窃盗」であることを強く認知させる必要があると思います。
●万引という言葉自体が甘いように感じるのは私だけでしょうか。盗み、窃盗というもっと厳しい表現が感じられるようになればと思っています。
●万引＝犯罪という意識があまりありません。意識させるのに活用できるような物を今後ともよろしくお願いします。
●ゲーム感覚で必要のない物でも万引きする生徒もおり、罪悪感のなさにおどろくことがある。
●最近は「欲しい」という気持ちより「スリルを楽しむ」傾向もあるようです。万引きをしてしまったことで、私立高校の学校長推薦を
受けられない生徒も昨年前任校でありました。自分の将来にも大きくつながってしまうことをしっかり確認させたいです。
●万引はひどい犯罪だということを、生徒の心にひびかせたい。
●万引が発覚し、つらい思いをした体験作文。
●被害にあっている店の声をもっと伝えるようにしたい。
●人のものをとるという意識と、それによって店がつぶれてしまうという現実を教えてやりたいです。
●具体的な犯罪例の、子供を引きつける防止関連の壁新聞があると、子供達は目から知識を得、防いだり、出会った時に対処法がわかると思う。
●講演会などは実施していないのですか?!

生徒を対象とした講演や講義の講師を派遣していただけるとありがたいです。

●地域の店舗と協力して取りくみをすると効果的かと思うが、なかなかむずかしい。
●今の子供達、生徒は、親も先生も警察も何も怖くないのが現状です。学校、地域も大切であるが、基本は家庭教育にあると考えます。
●保護者に頑張ってもらいましょう。万引があったと学校に電話があるが、どうなのかと思う。
●生徒の意識と合わせて保護者の対応が課題となっているので、その対策に苦慮しています。
●万引きされた店から、学校が「どんな指導しているんだ」などと、どなる店員さんもおられますが、万引きは、学校の指導の問題でしょうか？
●学校としても、生徒だけでなく、保護者に対して啓発を行っていきたい。
●店側が世間体を気にするあまり、警察に届けず、内々に処理する傾向あり。また店側の防犯体制の不備を指摘されるのがイヤで届けないケースも。
いずれにせよ学校が知る事犯は氷山の一角と認識しています。保護者啓発が一番大切です。
●お金を払えばいいだろうという保護者もおり困ります。
●万引きの厳罰化も大切、モラルの低い生徒が多すぎる。保護者の罰金制度を作るべき。
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その他（自由意見、要望、壁新聞の感想など／回答実数：296 校）

自由意見、要望（リーフレットについて）（抜粋：16校/22校）
●万引きは罪であることを伝えることはとても大切です。リーフレットの送付をお願いします。
●安易に万引きをしてしまう生徒が多いのでリーフレットで全校に呼びかけたい（学校で印さつしても良いので）データだけでも。
●万引は犯罪、犯罪の罪、人間性への影響などインパクトのある啓発リーフレットなどがあるとよいと思う。
●薬物乱用防止の啓発では「ダメ、ゼッタイ!」のようなスローガンがあります。万引きは犯罪行為であり、自分の弱い心や誘惑に負けない
強い意志や自覚を訴えかけるようなポスターやリーフレット等があれば…と思います。
●保護者に対する啓発用の資料があれば良いと思う。親がどのように声かけをしていいかわからない人が多いように思う。
●万引きにより、大人にどのくらい影響があり、それが自分の保護者にどれくらい関係があるのか、分かる資料があるとよい。
●ホームルームで配布し、保護者にも家庭で見て頂けるものがありがたいです。
●子ども達は、遊び感覚で万引きに及んだり、仲間と一緒に犯行を行うなど計画的のようです。各家庭で持ち物や子どもの様子を観察する
ポイントを示したリーフレットがあると良いと思います。
●生徒用リーフレットは毎年もらえるために、保護者向けのリーフレットがあるとよい。
●「みんなやってる」「罪が軽い」と思わないよう「自分の親の店だったら…」「自分がこんな大変なことになる」「親や兄弟にこんな迷惑が
かかる」という具体的なリーフレットはどうでしょうか？
●リーフレットとともに指導のポイントとなる資料があると、更にありがたいです。
●低年齢化が進んでいる。小学校向啓発物が必要
●高校用リーフレットがあると良い。
●生徒ひとりひとりに配布できるものがあると指導がしやすくなります。
●リーフレットは良いものだが、数を分ける手間がかかるため、現場としては、掲示物の方が扱いやすい。
●リーフレット等の送付は、年度初旬ごろにお願いします。保護者会での利用を考えています。

自由意見、要望（DVDについて）（抜粋：8校/11校）
●映像資料（DVDなど）があると、学活などで、くりかえし、わかりやすく、指導しやすいです。
●DVD映像資料・PowerPointでの補導資料をぜひお願いします。
●万引の罪の大きさが認識できるようなDVD教材があると道徳などで使えます。
●「万引きしてしまって、こんなに大変なことになってしまった」という人のコメントが入ったもの（DVDや紙）であれば、生徒に印象づける
こともできるかと思います。
●啓発DVD等の配布があれば、集会の時に視聴させたい。
●万引きをして、警察などに捕えられて、たっぷり叱られる映像資料があると授業で使えると思いました。
●万引防止のDVDなどがあれば、全校で勉強会等を行いたい。
●50インチTVを利用したCMを流すなど行ってもよいかもしれません。

自由意見、要望（アンケートについて）（5校）
●学校には各種団体等から非常にたくさんの調査・アンケート・協力依頼等が来ます。それらを校内で必須のもの以外は優先順位をつけざるを
得ないのが実情です。
●担当部署・担当者・住所部分は、すでにご送付下さった段階でおわかりでは？学校名の記入でOKではないでしょうか？
●新宿区立中学校（10校）は、同様の対応としますので、各校からのアンケート提出は省略させていただきます。
●アンケートを実施するなら、今後は送付しないでください。
●上記の記入欄が小さくて書きにくいです
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その他（自由意見、要望、壁新聞の感想など／回答実数：296 校）

壁新聞の感想（抜粋：35校/148校）
●今回のような壁新聞を生徒が多く利用する所へ掲示することで抑止力になっていると思います。
●夏休み前で、とても役に立つと思います。すぐに掲示させていただきました。
●本校でも万引は犯罪であるという指導を徹底している。今回の壁新聞は防止啓発につながる1つの大きな手段であると感じている。
●今回のような壁新聞やポスター等の掲示には大いに協力し、啓発に努めたいと考えております。今後とも発展的な方向でよろしくお願いします。
●"色・大きさ・アピール内容"すべてにおいて素晴しい。ありがとうございます。夏季休業前には特に指導の徹底を図ります。
●壁新聞、わかりやすくまとまっていて良いと思います。ありがとうございました。
●とてもよい壁新聞だと思います。生徒に紹介し、活用したいと思います。
●店の人の声など新鮮でした。友人の一言がふみとどまらせる力がある部分をもっと強調してもよいと思います。
●感情的な訴えかけだけでなく、金銭的な数字もあり、興味をひく内容のポスターありがとうございました。
●今回の壁新聞で具体的な数字をあげての説明はたいへんわかりやすかった。子どもたちにも話しやすい。
●純益がわずかであり、"1冊の本を盗られたら50冊売らないと赤字"などの具体的な情報がよい。
●壁新聞の中に具体的な内容が多く、とてもわかりやすいと思います。同じ内容のリーフレットを配布して指導できると更に効果があると思います。
●「友人が止めれば万引きをしなかった」「罰金」「本屋さんの赤字のこと」など、具体的なことが記載され役立ちました。
●大変見やすく、生徒たちの目をひく素敵な壁新聞でした。大事に掲示させていただきます。ありがとうございました。
●とてもよい壁新聞だと思います。インパクトがあります。
●色々な方向から万引き防止を訴えている点が評価できます。大変ありがたいです。
●大変よくできた壁新聞だと思います。効果が期待できます。
配布部数追加依頼（18校）
●学校の皆が使う場所にも掲示しますが、計3〜4枚あれば各学年フロアにも掲示できてもっと良いと思いました。
●ポスター1枚だと大規模校では足りないで、最低2〜3枚はほしい。
●壁新聞を生徒玄関前の目立つところに貼りましたら、多くの生徒が足を止めて見ています。
●イラストが目立つため、生徒も立ち止まってポスターに見入ってました。
●本校正面玄関入ってすぐの掲示板に早速掲示させてもらいました。この1〜2年万引の通報は少なくなっていますが、「０」ではないので
啓発は続けていきたいと思います。
●本日、朝、掲示しましたが、早速休み時間、放課後等生徒がじっくり見ていました。
●職員室前の廊下に、生徒指導・道徳コーナーを設け掲示させていただきました。人通りが一番多く、生徒はもちろん、教員や保護者、
来客の目にとまると思います。資料ありがとうございました。
●「友人が止めれば万引きをしなかった」は責任転嫁ではないかと思う。この表現でよかったのかどうか。
●万引き防止のためとはいえ、「他人や店員が注意すればしなかった」は、するのは他人のせいだと連想する。そう言ってくる保護者もいるので、
今後、作成時に検討してほしい。
●被害総額が約4,615億円と掲載されていましたが、子どもの中には、逆に「それくらい多くの人が万引きしているのなら、自分一人ぐらいいいや」
と思う子どももいるかも…。もう少し掲載方法を工夫するとよいと思います（小さくするとか）。
●壁新聞の文字をもっと大きくして、目に入りやすくするとよいと思います。
●本校は女子校のため女子生徒のイラストも入れていただければと思いました。
●壁新聞に芸能人を使うのはどうでしょう？
●「たかが万引き」ということばが気になります。
●ポスターのサイズをもうひと回り小さめにした方が掲示しやすいです。
●外国人籍の生徒が増加傾向にありますので、英語版、スペイン語版、中国版などを用意すると良いかもしれません。
●リーフレットは配布しておわってしまうことが多い。壁新聞の方が効果的であると思う。
●1人1人に配布するものより、1枚のインパクトのある大新聞の方が目をひくと思います。
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その他（自由意見、要望、壁新聞の感想など／回答実数：296 校）

宝くじ協会広告について（12校）
●提供者クレジットは、目的からみて「ない」とありがたいです。
●下段の広告?の部分はないほうがいいと思いました。
●宝くじ宣伝部分は削除してほしい。学生向けにはふさわしくない。
●壁新聞は、掲示する上で宝くじの部分が異質な感じを与える。
●宝くじ協会の広告が大きすぎる。カットして掲示した。
●宝くじ協会の部分は、いらないと思い、その部分は掲示していません。
●宝くじの紙面をもう少し少なめにしてもらいたい。
●ポスター下の宝くじのPRが大きすぎるのでは。
●宝くじのPRが大きすぎるので切ってから掲示しようと考えました。
●壁新聞の協会の広告が大きすぎます。もう少し控えめにお願い致します。
●宝くじのPR部分は、小さくてよい。
●日本宝くじ協会広告のスペースはもう少し小さくして、データの追加やイラストを大きくした方が良いと思います。
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