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夏到来！
盆踊りではダック体操を！
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クロスロードサポーター事務局

今号ももりだくさん
今号は、ダック体操をイラスト入りでご紹介します。呉市社会福祉協議会よりご提
供頂きました。紙面の都合で一部の掲載となっていますことをお許しください。次号
で完結予定です。
それから、資料共有サイトに掲載されている動画が見られないというお問い合わせ
も多く頂きました。ウィンドウズメディアファイルに変換して再掲載しました。も
し、それでも見ることができないという場合には、事務局宛お知らせください。
クロスロード実践報告は、初見参！香川県からの報告です。3ページに掲載です。
ソナエーターに掲載された「備え羊羹」の販売もとについてのお問い合わせも頂い
ています。これは、東京新橋の文銭堂という和菓子屋さんのもので、毎年9月と3月
に発売されています。9月1日が防災の日であるためと、羊羹の賞味期限が6ヶ月であ
ることから、3月に無事を喜んでお買い換えをしましょう、ということのようです。
なお、インターネットでは、9月3月に限らず通年販売されています。
「防災チェック
リスト」も同封されています。また、店頭で二棹買うと1個ホイッスルがついてい
る、など至れり尽くせりの仕様です。
新聞発行以来2年以上経過したことから、
「クロスロードって?」とか「ぼうさい
ダックとは？」というお問い合わせも増えてきました。今号では、その初歩の初歩、
をおさらいする記事も掲載しています。
ファシリテータの認定も最近関東地区で増殖(?)中です。初級認定直後に実施いた
だいて、そのまま中級に進級、というかたもおられます。皆様もどうぞふるって報告
くださいますよう、お願いします。
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ソナエーターは山へ
ソナエーターは、水辺から山へ
進出です。オリエンテーリングの
専門家で、地図の読み方などのご
本もたくさん出版されている静岡
大学の村越先生に執筆をお願いい
たしました。
先日の岩手・宮城内陸地震でも
山歩きをされていた方が残念なが
ら行方不明になられました。足下
の地面が割れてしまえば打つ手が
ないのかもしれませんが、少しの
備えで助かる可能性が高くなるな
ら、山へ行くときにも是非備えて
おきたいものですね。

クロスロード次号のご案内
発行予定日：9．２９．
高知県から驚きの大発表が！
こうご期待！

責任編集
 チームクロスロード

→ 夏ににぎわう高山は、爽快
な空気と美しい景色を楽しむ
ことができるが、同時に様々
な危険が潜在している。(村越
先生ご提供)

 クロスロード・サポーター
 SPECIAL THANKS:
高知県地震・防災課
小溝智子（漫画企画）

そもそもクロスロードとは？
「クロスロード」とは、「岐路」、「分かれ道」のこ
と。安全・安心に関するとりくみには、ジレンマ－「こち
らを立てればあちらが立たず」－がつきまとうことが多い
ものです。たとえば、防災では、「人数分確保できていな
い緊急食料をそれでも配るか」、「学校教育の早期再開を
犠牲にしてでも学校用地に仮設住宅を建てるか」など。
「クロスロード」のルーツとなった「クロスロード（神戸
編・一般編）」の素材は、1995年の阪神・淡路大震災の
際、神戸市職員が実際に直面したジレンマ（むずかしい判
断）です。「クロスロード」には、その後、一般住民の防
災対策をテーマにした「市民編」も加わり、「神戸編・一
般編」と「市民編」は、京都大学生協（http://www.scoop.net/）から市販されています。
「クロスロード」では、上に示したようなジレンマにつ
いて、まずゲーム参加者一人一人が自分ならどうするかを
考えます。次に、判断の結果を、YES/NOのカードで他
のゲーム参加者に示し、その後、そのジレンマについてグ
ループで話し合います。トランプ大のカードを利用した手
軽なグループゲームですが、参加者は、安全・安心に関す
る問題を自分の問題としてアクティヴに考えることができ
ます。同時に、自分とは異なる意見・価値観の存在への気
づきも得られます。たとえば、行政職員、地域住民、ボラ
ンティア、研究者など、立場が異なる方々が一緒にプレー
すれば、重要な問題に関して事前に合意を形成しておく一
助ともなるでしょう。多数派だけでなく少数意見を提示し
た参加者に高ポイントを与えるなど、ルールも自在に変更
できるので、楽しく、かつ真剣に、安全・安心について学
びたい方にお勧めです。
「クロスロード」は、ゲームの基本形式が非常にシンプ
ルなので、ジレンマの中身を変更すれば、さまざまなテー
マ、問題に共通して用いることができます。実際、市販さ
れている「神戸編・一般編」と「市民編」以外にも、いく

つものバージョンが、私たち
「チーム・クロスロード」と
「クロスロード・サポーター」
のみなさんとの共同作品（非売品）として誕生していま
す。たとえば、「災害時要援護者編」、「食品安全
編」、「学校安全編」、「感染症編」、「新型インフル
エンザ編」など、です。「クロスロード」の方式を活用
した新しいゲームの作成は、原則として、「チーム・ク
ロスロード」との共同制作方式でお願いしていますの
で、ご希望の方は、事務局までお知らせください。

カードはこんな感じ
です。
左：市民編
下：食品安全編

クロスロードの基本ルール
１ ＹｅｓかＮｏか－どうしよう…？

３ オープン…！
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２ 決断してＹ／Ｎカードを裏向けで

４ 多数派＝青座布団（１人意見＝金座布団）
夏到来！
盆踊りではダック体操を！

クロスロード直島町の取り組み
うどんと言えば、讃岐。讃岐と言えば、香川。そし
て、アート・環境・教育と言えば、世界から注目され
ている町、瀬戸内海の小さな離島の直島町。年間観光
客数28万5000人が訪れる。リピーターも多い。い
つも、見る風景・建物があまりにも当たり前になって
いるが、災害についても同じことが言える。『当たり
前』から『新鮮さ』に、その中でいろんな角度から見
ることができる。気づかなかった自分に気づくことが
できる。それがクロスロードだと思っている。
直島町は、周りが海で囲まれており、過去の災害を
見ると平成16年の高潮災害、大規模山林火災と災害
も多種多彩となっている。
そんな中で、町内において連合自治会を母体とした
直島町自主防災会が結成された。
クロスロードって何・・ゲーム・・そんな声が研修
会の会場から聞こえてくる。
私が始めてクロスロードと出合ったのは、平成18
年2月海上保安部での訓練であった。
この手法は一般の方に使えると思ったのが始まり
で、ホームページから京都大学の生協へたどりつい
た。
私費・公費？？？。予算が・・・。じゃ、私費で個
人所有にして、私がやればいいんだ。が、私とクロス
ロードとの始まりになった。
平成18年度から今日までの3ヶ年自主防災会リー
ダー研修会においてクロスロードを実施してきた。
参加者は、活発な意見がでるのだろうか・・。『避
難所で非常持ち出し袋を持たない家族多数。その中
で、非常持ち出し袋を開ける？』ＹＥＳ ＮＯカード
オープンと同時に意見が出る出る。防災に関しては、
あまり・・ほとんど、意見の出ない方からどしどし意
見が出てきた。

この写真の題は?
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防災担当として、防災士として初の研修会で
あったが、10問を2時間かけてじっくりと実施
してきた。
参加者の反応はバッチリ。当の担当者もノリノリで進行し
ていったが・・・。
ここで、問題点が・・・。
正解の無いゲームに正解を求められることに。汗。
条件が変わったら・・。実際こんな場合に想定される町内
の災害は。実際のところどうする・・・。
クロスロードのまとめが非常に頭痛めている。しかし、い
ろいろな想定の中で参加者といっしょに意見を共有して幅広
い柔軟な考え方をもちたいとトレーニングしている。
現在の香川県内のクロスロードの実施状況については、こ
れからと言った状況である。近隣の市町や県からも問い合わ
せをいただき、当町の資料をお送りさせていただいたりして
いるところである。香川県・市においては、各種研修会に取
り入れてきているところであり、今後の各市町の実施状況が
期待されるところである。
最近、消防関係者で救急救命士の方とお話する機会があ
り、香川にクロスロードを広げていこうと、お互いの意見を
確認したところである。
そして、いろいろな場面を想定した問題づくりにも取り組
んでいきたいと考えている。
防災のプロとして、これからもクロスロードを深く取り組
んでいき参加者も我々も真剣に想定される災害を知ることの
重要性を感じているところである。
(香川県直島町総務課
消防防災担当
村上浩司さん）

©やなせたかし

夏到来！
盆踊りではダック体操を！

「ぼうさいダック」って？
「ぼうさいダック」は、災害発生時に直
ちにとるべき「1次対応行動」(俗に
「ファースト・ムーブ」といいます）を子
どもたちに学んでもらうために作られまし
た。動作と発声を中心としたカードゲーム
形式の教材となっています。（写真1、２
参照）。対象としては、主に幼稚園児から
小学校低学年の児童、すなわち、3歳から
7歳程度の子どもを想定しています。
2005年6月に(社)日本損害保険協会よ
り公表され、主に日本損害保険協会が認定
している全国の「奥さま防災博士」によっ
て防災への啓発ツールとして利用されてい
ますが、この数年、全国の消防署の啓発活
動にも使われるようになってきました。
「ぼうさいダッ ク」を構 成するカード
は、全部で12種類あります。カード表面
が災害（ハザード）、裏面がそのハザード
に対する１次対応行動に対応しています。
また、裏面には、1次対応行動を象徴する
動物のイラストが描かれています。
ルールは簡単です。カードの表を見せ
て、できるだけ早く、裏の対応行動(写真
の例で すと、地震 の時 は「ダッ クの ポー
ズ」）をとる、というものです。
地震や津波、台風の時にはどうすればい
いのかその具体的な方法を学べるだけでな
く、子 ども たちに「自 分 の身は 自分 で守
る」という自助の心を身につけてもらうの
に役立つ教材です。また、ルールもいろい
ろ応用が可能で、カルタ方式や、相撲方式

写真1

写真2

カード表(一次対応行

など、いろいろなルールが考案されています(これらのルールにつ
いては、呉市消防局の林国夫さんによるクロスロード新聞の連載を
ご覧ください。）
また、呉市社会福祉協議会では、このカードをもとに健康体操
「うちらのため」を考案され、替え歌とともに、大人のための防災
教育に使われています。下の写真3，4は、その様子です(解説は呉
市社会福祉協議会の近藤吉輝さんがしてくださいました。）。
前号で替え歌をご紹介しましたので、今号では、体操を掲載しま
した。誌面の都合で横向きになっていて、見にくいところはごめん
なさい。まもなく指導用DVDも完成と伺っています。楽しみです
ね。

写真3 しっかり両腕を上にのばすことで、
猫背予防をしていきましょう！
・・・具体的な動作説明(ポイント解説）が
大切。。
。
効果倍増にも！！
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カード表(ハザード)

写真4

♪安全確認十分に～
・・・座ったままでもできるので、
無理しないように。
。。
バランス感覚を向上させて、
転倒予防！
夏到来！
盆踊りではダック体操を！

第18号
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ソナエーター(6)：野山での危険と備え
水辺の次は山、ということで、今号はオリエンテーリン
グ他、野山でのアウトドアが趣味の村越（静岡大学）が
「野山での危険と備え」と題して担当します。
山岳遭難統計によれば、近年遭難原因として多いのが道
迷いです。無事救助されるケースがほとんどですが、中に
は岩場に迷い込み滑落死というケースもあります。地図や
コンパス（写真1のAとB)の携帯はもちろん、日頃から地
図の見方とコンパスに親しみ、使い方を練習しておくこと
が肝心です。また、時間オーバーで日没になってしまった
ケースに備え、日帰りの山登りでもヘッドランプ（同じく
D)やサバイバルシート（C)などを携帯すれば、いざとい
う時でも安心です。万が一迷ってしまったら、道に留まっ
て救助を待つ。ただし、家族や友人が自分の行動を知らせ
ておくことが条件になります（後述）。
道迷いについで多いのが滑落、転倒、さらには疲労や体
調不良による遭難です。登山前の体調管理には注意すると
ともに、ガイドブックやコース地図などを参考に、自分の
力にあったコースを選ぶことです。体調不良の中には、深
刻な事態に至る高山病や熱中症があります。高山病はだる
さや頭痛といった症状に始まり、国内でも最悪の場合には
死に至ります。概ね2000mを越えて頭痛など高山病の症
状を感じたら、無理をせず速やかに下山すること。熱中症
の予防は、十分な水分を取ることに尽きます。のどが渇い
てからでは遅い。登山前に十分水分を取るとともに、休憩
ごとに最低でもコップ１杯程度の水分補給を心がけましょ
う。
動物の襲撃は、登山に限らず野外活動全般にある危険で
す。重大な結果をもたらす動物として、毒蛇（マムシ・ヤ
マカガシ）、熊、いのしし、ハチがいます。毎年死亡数が
最も多いのがハチで、なんと30人程度が亡くなっていま
す。スズメバチやアシナガバチ等大型のハチに刺されたこ
とがある人は、抗体ができていないかを病院で調べてもら

うと安心でしょう。熊や毒蛇は怖れられているわりには
重大な事故件数は多くありません。素肌を出した脚や手
を不用意に草むらの中などにつっこまないかぎり、蛇の
被害を受けることはまずありません。本州の熊（ツキノ
ワグマ）の場合、向こうが人間を避けるので、音を出し
ながら（熊鈴など）歩くことで遭遇を避けられます。万
が一至近距離で出会ってしまったら、決して背中を見せ
ることなく、目をそらさずにじっとするか、ゆっくり後
ずさりします。通常、向こうから逃げていきます。
野山での身近な事故に捻挫があります。ファーストエ
イド用具として、テーピングテープ（E)の携帯を勧めま
す。軽い捻挫なら、それにより自力で動くこともできま
す。ひどい捻挫の場合にも、テープを巻くことで内出血
を押さえ、症状の悪化を防げます。その他にもテープは
絆創膏代わりや骨折の固定用、場合によっては止血から
用具の修繕（ファスナーが壊れたものを仮止めする）な
ど、野外での緊急時に幅広く使えます。
山での遭難時の連絡は、現在ほとんどが携帯電話に
よって行なわれています。尾根上からはアルプスでも通
話が可能な場所も多いが、谷に入ると圏外になりやすい
のです。緊急連絡用に持っておきたいが、万能視は禁物
です。電池の消耗を防ぐため、電源は切っておく方がよ
いでしょう。基本的には野山での単独行は避けるべきで
すが、一人や少人数ででかける時には、留守宅や友人に
必ず行程の記録を残します。万が一の時にも早急な救助
が可能になります。
なお、野外で遭遇する危険とその対処については、
http://www.jon.gr.jp/qq/が参考になります。子ども
向けのサイトですが、アウトドアの専門家が執筆し、大
人の活動にも十分役に立つでしょう。
(静岡大学

村越真先生）

写真1 野外での活動に携行したい
もの。
A:地図は未知のフィールドでは必携
品です。
B:コンパス
C:サバイバルシート。悪天候時の保
温、ビ バ ー ク（野 宿）時 の シ ェ ル
ターとして活用できます。
D:ヘッ ドラ ンプ。最 近で はLEDに
より長時間明るさを保つ軽量のもの
ができています。
E:テーピングテープ。本来の用途だ
けでなくいろいろ使える優れもの。
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写真2 親子で野外活動の危険
についてのKYTシートなどを
やってみるのも、子どもたちが
危険についての意識を高める上
で役に立つでしょう。 なお、
キャンプ・野外活動についての
ＫＹＴイラストは日本キャンプ
協会でも作成している。
UＲＬ：http://
www.camping.or.jp/
このサイトにはキャンプの安全
診断クイズなどもある。

クロスロード進級者発表です！
以下の方を初級に認定いたしました。(敬称略)
初級認定は、６月１４日東京虎ノ門ので開催されたボランティアの安全衛生フォーラムで開催された「クロスロードファ
シリテータ講座」に参加された方々です。
藤田 治
谷内 太一
高田 昭彦
都竹 尚美
加納 佑一
大下 佳子
天寺 純香
遠藤 正則
田島 真也
木村 美栄子
高瀬 正一
洙田 靖夫
遠藤 真
小山 由弥子
小山 楓多
大澤 サユリ
村野 淳子
多川 孝義
原岡 智子
後藤 孝博
大畠 浩介
寿乃田 正人
篠田 正孝
北村 大樹
土屋 葉月
柏木巳喜子
第18号

特定非営利活動法人千葉レスキューサポートバイク
埼玉レスキューサポートバイクネットワーク
あかつき災害ボランティアネットワーク
学研
防災ユースフォーラム
日本ファーストエイドソサェティ
災害救援ボランティア推進委員会
災害ＮＰＯディーコレクティブ
神奈川県救護赤十字奉仕団
神奈川救護赤十字奉仕団横浜分隊
日本赤十字社救護奉仕団
川崎重工業株式会社播磨工場産業医
消防大学校 消防研究センター支援研究員
グループホーム勤務
中学生
埼玉レスキューサポートバイクネットワーク
大分県社会福祉協議会
元川口町災害(復興)ボランティアセンターバイク隊
浜松医科大学健康社会医学
特定非営利活動法人災害建造物復旧・復興支援会議
神奈川レスキューサポート・バイクネットワーク
特定非営利活動法人東京いのちのポータルサイト
特定非営利活動法人災害建造物復旧・復興支援会議
鯖江・丹生消防組合
大学生
ひらつか防災まちづくりの会

【応募先】108-8345
港区三田2-15-45
慶應義塾大学商学部 吉川肇子研究室内
クロスロードサポーター事務局
電話：06-5427-1251
ファックス：03-5427-1578
メール：kiikkawa@aoni.waseda.jp

電子投稿はこちら↓
http://maechan.net/crossroad/
toukou.html

中級認定の方
ファシリテータ講座に出席された方から早速
実践報告をいただきました。ありがとうござ
いました。

田島
山本

真也
正典

神奈川県救護赤十字奉仕団
応用地質株式会社
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こんなところに心理学(19)：言い方次第で行動が変わる
2002年、心理学界にとっては大ニュースがありまし
た。というのも、心理学者がノーベル経済学賞をもらった
からです。
その人の名前はカーネマン(Kahneman)。彼の業績は
とても多いのですが、なぜ経済学者が異分野である心理学
者の業績に注目したのでしょうか?それは、心理学にとっ
ては当たり前な、でも、経済学者にとっては意外な、研究
成果があったのです。
その彼の業績の1つに、表現の枠組み(フレーミング、
framingといいます)によって、人々の意思決定が異な
る、というものがあります。表現の仕方には、肯定的なも
の(ポジティブフレーム)と否定的なもの(ネガティブフ
レーム）があります。詳しい説明は省きますが、たとえば
こういうことなのです(彼の実験から紹介します)。人口
600万人のある国で、新しい感染症の対策が検討されて
いるのだが、対策Aをとると「200万人の命が助かる」
、
対策Bをとると「400万人が死ぬ」と表現されたとき、
人々は対策Aの方を選びがちだと言うことなのです。もち
ろん、数理的には対策AもBも同じことを言っています(な
お、実際の実験では、この2つは、別々の人たちに見せら
れていますから、実験の対象者はこの違いを知ることはで
きません)。でも、
「命が助かる」という肯定的ないい方の
方が、「死ぬ」という否定的ないい方よりもよいと思われ
るということなのです。
経済学は、人間を合理的な意思決定者としてモデル化し
ますから、このように数理的に同じ選択肢でありながら、
表現の仕方1つで意思決定が変わるというのは、ノーベル
賞に値するほどの驚きだったということなのでしょう。
実は同じようなことが皆さんの身の回りにもあるので
す。たとえば、お買い物の時、消費者は「お金を払っ
て」
、お店は「お金をもうけ」ますよね。この場合、消費
者にとって、お買い物は「ネガティブフレーム」になって
います。なんだか「損をする」という感じですよね。する
と、わたしたちはどういうかというと、「ちょっとぐらい
まけてよ(損をするんだから）
」と、お店の人に言うかもし
れません。本当は、支払うお金に見合った商品を手に入れ

ものは言いよう

第18号

ているから、関係は対等なはずなのですが。
この立場が逆になることがあります。もし、販売数の少
ない限定商品だったらどうでしょう?この場合、消費者は
「手に入れられてラッキー」で、消費者にとってポジティ
ブフレームに逆転しています。この時、「まけてよ」とい
う消費者がいるでしょうか?むしろ、お店の方が「数少な
いんで」とかいって、定価、あるいはそれ以上の価格で売
るかもしれません。
ちょっとした言葉の使い方が、人々の意思決定を左右す
るということは、最近でもありました。皆様のところに届
いているかもしれない「年金特別便」がそれです。このお
知らせが届いた人は、年金の記録漏れのある可能性の高い
方でしたが、それでも問い合わせの率は高くありませんで
した。それで、再度同じものが送られることになったので
すが、その際「あなたの年金が増える可能性があります」
という記述が加わりました。
「増える」というポジティブ
フレームを使うことで、問い合わせ率を上げようというね
らいがあったと思われます。
さて、ノーベル賞お墨付きのこの理論を防災の啓発活動
にも是非使いたいものですね。
「まだまだ皆さんの意識は
低いですねえ。
」というよりも、「10年前に比べるとぐっ
と上がってきましたね。
」といった方がポジティブな感じ
でいいですよね。あるいは、
「耐震補強しないと、家の下
敷きになりますよ。」というよりも、
「ちょっとの工夫で、
命を守れるんですよ。
」という方が、
「私にもやれるかも」
という気持ちや行動につながりやすいのです。
防災というと、どうしても「危機意識」を持ってもらわ
ねば、となって、脅すようないい方になりがちなのです
が、できるだけ前向きな表現にするように気をつけたいも
のです。
ここまで読んでくださった読者の皆さんは、きっと「フ
レミングの法則」の漫画のダジャレが腑に落ちられたこと
でしょう。さて、次号は、ポジティブフレームの代表格、
人のほめ方について、
「いつでもほめればいいってもん
じゃないですよ」という、これまた意外な理論をご紹介し
ましょう。

©やなせたかし
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