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大ニュース！漫画復活：詳細は6ページ以降で
皆様､お待ちかねの漫画が復活です｡漫画企画の小溝智子
さんが2012年6月16日に結婚されました。パチバチ！
(全国からのお祝いの拍手)
結婚式には、クロスロード披露宴編が実施されました｡
問題は６ページにご紹介しています｡また、クロスロード
資料サイトにもパワーポイントをあげてありますので､ど
うぞご活用ください｡クロスロードを披露宴で使われたの
は、引き出物にもされた静岡県の板坂さん以来2件目です
ね｡我こそは､3件目！というご報告もお待ちしておりま
す｡
それから､披露宴で披露された家訓(新郎新婦の同僚・上司作成）も販売できるクオ
リティ！全32条の一部もご紹介しますね｡

歩一歩たいそうズーズー弁翻訳版完成！
歩一歩たいそうズーズー弁翻訳版が
完成しました｡仙台のわしん倶楽部で
は､東日本大震災前から地道に活動をす
すめておられましたが、震災で製作が
中断していました｡このたびめでたく完
成し､CDも頒布されています｡右の写真
をご覧ください｡
また、わしん倶楽部では、2012年4
月10日～14日まで東北電力仙台支店
グリーンプラザで、
「楽しい 防災・減
災教室」も開催されました｡その様子も
4ページに写真でご紹介します｡

おめでとう！
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神戸市新規採用職員研修

クロスロード実施秘話

東日本大震災直後の3月21日－。
「4月の新規採用職員研修のクロスロードの設問、ホン
マにこれでいいんやろうか？」
「そもそも、今こんな研修なんてできるん？」
クロスロード研修で進行役を担う私、各設問で関連コ
メントを語るK－TEC*の代表者、そして、職員研修全般
を担当する職員人材開発センター長の3名は、センターが
位置する神戸商工貿易センタービル22階に集まり、頭を
悩ませていた（3/11には、このビルも相当揺れたそう
だ）。
*K－TECとは、「神戸防災技術者の会」のこと。阪
神・淡路 大震災の経験を発信する活動をしている神
戸市職員・元職員を中心とした団体。
「新人研修でクロスロード」という試みは、当研究会
のメンバーの一人が職員提案制度に応募したものが採用
され、実施の運びとなったものだ。これまで神戸市研修
でのクロスロードは、ケースワーカーや地域担当職員
が、各業務に関連して問題を作成し行っていたが、オリ
ジナルの“防災”問題で実施すること、とくに震災体験
の伝承という趣旨で新人向けに実施することは、当研究
会の設立当初からの悲願だった。
満を持して、「2011年4月の新人研修でクロスロー
ドをやりましょう」との話をいただいたのが同年1月。翌
月には、上記の三者で膝をつき合せて、私達の先輩や同
僚の思いが詰まっている『神戸編』から「これだ！」と
いう5問を選び、本番に向けて着々と準備を進めていた。
が、その矢先の東日本大震災—。
起こって気づいた。
これまで全国各地でクロスロードを何度もやってきた
のは、皆に神戸の大震災からの学びを伝え、一人でも助
かる人が増えれば、一人でも震災業務のお役に立てれ
ば、との思いからだ。
でも心のどこかで、「あんな大震災が、自分が生きて
いるうちに再び起こるわけがない」と思っていたのだ。
テレビでは目を覆いたくなる悲惨な映像がずっと流れ
ている。こんな現実に直面すると、新人研修用に選んだ
設問が、あまりにも陳腐化して見えた。あんなに待ちに
待っていたけれど、こんな時期に、クロスロード「ゲー
ム」をすること自体無理なのではないかと思った。悩ん
だ。
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だが、当日の研修スタッフと議論をしていくうちに、
こう思うようになった。
「全国が東日本に思いを寄せている今こそ、正面から
取り組むべきではないのか」「神戸と今回では規模も状
況も異なるが、我々自身が体験したエッセンスを新人に
伝えることは、これから全庁あげて被災地支援をする上
でも、役に立つのではないのか」
私は思い切って、1年前にクロスロード研修をさせて
いただいた宮城県の職員の方にメールを送ってみた。
「新人研修でこんな問題をするのだが、どう思うか」
と。
そして、こんな返信をいただいた。

宮城県保健福祉部Wさんから
（2011年4月12日付）
３月１１日の夜から、
殆ど前例のないことの連続でした。
震災直後の情報がない状態から、
情報が錯綜する状態になり、
真偽の情報が飛び交うなかで、
管理者でもある私は、日々瞬間瞬間に判断を求めら
れました。
じっくり考えている時間が全くないのです。
上司に相談する時間もありません。
次々と出てくる問題に、なんらかの判断をして
どちらかに行動しなければなりません。
問題は待ってはくれません、ほんとうに。
これは辛かった。
個々の要求や課題が次々と舞い込んできました。
目の前の人、施設を救うか、公平性を守るか。
例えば
ガソリン不足は一時深刻で、
私は、高齢者介護の担当なのですが、
介護事業者から、
ガソリン給油で困っているので、優先給油できる証明
書を発行してくれないかと
訴えられたことが少なからずありました。
個々に事情を伺うと切実です。
当時は優先順位的にはダメだったのですが、
悩んだ末に、独断でかなりの数を発行しました。
感謝されましたが、役所内のルール破りです。
（今では小さな問題に見えますが、当時は大問題でし
た。）
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クロスロード実施秘話(続き)
そういうときに、念頭にあったのは、
クロスロードの体験です。

そして今年も新人研修で実施。彼らの研修受講後の感
想を、いくつか紹介したい。

とにかく、何かの決断をして行動を起こさなくてはならない
こと、
目の前の人を救うか、公平性を考えるか、など、
今、思うと、そういう局面があるのだということを体験して
いたことは、
なんらかの心構えと割り切りの良さを私に与えてくれたよ
うな気がします。

■震災体験の学習は貴重
こうした問題が次々と出てくる中で、当時の職員が即座
の判断をしていたのはすごい
苦渋の決断を疑似体験できて良かった
■正解がないということ
難しい選択を迫られたとき、いずれの選択にも、いい点
と問題点とがある中で考えなければならないことが
分かった
正解のない問題について考えることが、こんなにストレ
スになるとは思わなかった。次の地震に備えて気持
を整理しておかなければ
こんなにも意見が分かれるものか。各自が意見を言い合
う中で実際にこんなふうに意見のぶつかり合いに
なった場合に、一つの結論に導くことは難しいと感
じた
■想定・備えの重要性
どのテーマも実際に起こりうるものなので、そのときの
状況をしっかり把握し、様々な場合を想定して、臨
機応変に対応することの重要性を感じた
「自分はこう考えたので、こちらを選択した」という判
断軸を常に意識し、しっかり持っておくことがとて
も重要だと学んだ
南海・東南海大地震が起こったときに、自分だったらど
のような行動をとるか、よく考えさせられた
■使命感の醸成
自分が、どこの市でもなく、神戸市の職員であることを
自覚した
「震災は起こる」「そのときは、職員として対応しなけ
ればならない」という使命感・責任感を養うことが
できた。徹底した防災対策に力を入れようと、気を
引き締める機会になった
■研修の汎用性・必要性
学生生活では正解を出せれば良かったが、今後は正解は
なく、自分の判断力、行動力を信じて周囲と協調し
ながら物事を進めることが大事だと学べた。物事の
判断の際にこの研修を生かしたい。クロスロードを
震災だけでなく、他のことでやってみてもいい
震災をあまり覚えていない職員が多くなってきていると
思うので、経験を伝える本研修は必要不可欠だと思
う

クロスロードの内容は陳腐では全然ありません。
神戸の体験を伝えていこうという気持ちは、
いま、よくわかります。
宮城県教育庁 Sさんから
（2011年4月12日付）
震災後、クロスロードの質問を反芻していました。
仕事では、自信がないことや自分の情けなさが嫌にな
ることの繰り返しです。
そんな時に、クロスロードを体験したときの気持ち、自分
が選択した回答を思い出し、
それでは今はどうすべきかと考えています。
また、自分が役所職員、地域住民、消費者、被災者
の色々な立場にあることを実感しました。
完全に正しいことも間違ったこともない状況の中で、そ
れぞれの立場の違い、考えの違いをどうやって共有して
いけるか。
クロスロードで体験できることは大きいと思います。
オリジナルの問題は、陳腐化していないと思います！
クロスロードも、復興計画も、神戸の方々が伝えようとし
たことが、今東北で生きています、本当に。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
涙が出てきた。
本当に、本当に大変な思いをされているのだ、という
ことが伝わってきたのと同時に、クロスロードを通して
伝えられることって大きなことなのだ、と改めて気づか
された。
「よし、新人のみんなにもこの手紙をこのまま伝えよ
う」と決心し、当初の予定どおり、2011年4月11・13
日の新人研修で、クロスロードを行った。

いずれも本当に真摯な感想だ。特に注目したのが「自
分が、どこの市でもなく、神戸市の職員であることを自
覚した」とのコメント。新人たちが、使命感あふれる職
員として立派に成長してくれることを願ってやまない。
(神戸クロスロード研究会代表
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「楽しい

防災・減災教室」の様子です

駅～会場への道、仙台市内のCRISROAD(クリスロード商
店街では、小学校125校、中学校64校の復興への応援旗が
飾られていました。

↑みんなで歩一歩たいそう：見学の方､わしん倶
楽部、五輪町内会のみなさんで元気よく！

↑東北福祉大学作成の【減災すごろくが子ども
たちに大人気。床に広げる大きさです・

↑歌は五輪シスターズ！岩手県立大学の学生さんも参加しました

←クロスロードも実施しました｡
みなさん東日本大震災の時の話が尽きませんでした｡

漫画復活
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こんなところに心理学（35)：相手にあわせたメッセージ
心理学で最近注目されている理論に、制御焦点理論と
いうのがあります｡これは自分の行動をどのように制御
(コントロール)するかということに関する理論なのです
が､それによると､その制御の仕方には2つがあると言わ
れています｡
1つは､「予防焦点」と呼ばれているもので､損失を回
避し､損失があるにしてもできるだけそれを少なくする
ように自分の行動をコントロールすることを指します｡
あなたは「宝くじに当たる確率なんて交通事故に遭う確
率より低いんだから､買わないよー」と思ってますか?で
あればあなたは予防焦点です｡
もう1つは、「促進焦点」と呼ばれており､利得を得る
ように行動し、たとえ利得が少ない場合でも、できるだ
けそれを増やすことができるように自分の行動をコント
ロールすることを指します｡漫画のゆうどう君のよう
に、「当たったときのこと」に注目して､宝くじが売り
出されるごとに買うあなたは（笑）、促進焦点です｡
この理論のおもしろいところは､2つあります｡この2
つは性格の違いのように思われますが､実は､感情などを
操作することによって､一時的に予防焦点や促進焦点の
状態を作り出すことができるところです。つまり､1人の
人がある場合には予防焦点になり、また別の場合には促
進焦点になることがあるのです。
もう1つの､そしておそらく最も興味深い発見は､その
人の制御焦点の状態と、その時に与えられるメッセージ
が一致するときに、そのメッセージの効果が上がるとい
うところです｡具体的には､促進焦点の人(宝くじ買う
派）の人には、宝くじに当たると､こんないいことがあ

宝くじ
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りますよ、というようにポジティブな結果を強調する
メッセージが向いています｡逆に言えば､促進焦点の人に､
「当選確率は1000万分の１」と言っても､効果がない
(じゃあ､買うのやめよう､と思い直すことはない)のです｡
逆に、予防焦点(宝くじ買わない派）の人には､慎重に
判断するようなメッセージが向いています｡「当たればあ
なたも大富豪！」というポジティブなメッセージをいく
ら与えても､効果がないということなのです。
このことからわかることは､いつでもポジティブなメッ
セージが有効なのではなく､場合によっては､慎重な判断
を求めるような､あるいは、ネガティブな側面に注目させ
るようなメッセージの方が有効なことがあるということ
なのです｡消費者行動の分野では、すでにこのことが確認
されており､慎重に商品を買おうとしている(高額商品を
買う場合などはそうですね)予防焦点の消費者に対して
は､商品の欠点をきちんと述べる方が良いことが明らかさ
れています。
災害の分野ではどうでしょうか?被災者の方は、災害後
には､将来の見通しに対する不安があるでしょうから､一
時的であれ予防焦点の状況に陥っていることが多いと思
われます｡そのような方に対してポジティブなメッセージ
で励ますことも確かに大事でしょう。しかし、制御焦点
理論からは別の予測ができるのです。予防焦点の状況に
なっているその時にこそ､災害への備えや､慎重な対処に
ついてきちんと説明するようなメッセージの方が良いか
もしれないのです｡そして､前向きに考えようと促進的焦
点になられたタイミングを逃さず、将来を見通すような
前向きな情報を提供することを考えてみて下さい｡
高知県防災キャラクター©やなせたかし
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クロスロード披露宴版
クロスロードファンにはおなじみの高知県の小溝智子さんの披露宴で使われたクロスロードをご紹介します｡当日
は6問用意いたしましたが(問題作成には､神戸クロスロード研究会が全面協力)、当日は時間の都合で4問の紹介で
したが､ここではそれらをどーんとご紹介しましょう(6問目は、神戸編1015「出勤ジレンマ」の予定でした)。当
日使用のパワーポイント(全6問入り）は資料共有サイトに上げてあります(お知らせしたパスワードが必要です)。
http://maechan.net/crossroad/common/
皆様の披露宴にも是非お使いください！紹介した4問は､披露宴準備から時系列になっています。

「クロスロード」（披露宴編1）
選曲に悩み。
。
。
 あなたは…結婚準備中の女性…です。
 結婚相手（男性）が「披露宴で流す音楽は、
ほとんど君に任せるが、自分の好きな曲を
一曲入れてほしい。」といった。その一曲と
は、日本が誇る演歌歌手石川さゆりの名曲
「天城越え」。「是非、初めの入場曲にした
い」と主張している。
 採用する?

イエス
（採用する）

ノー
（採用しない）

来年の年賀状や如何に??

「クロスロード」（披露宴編3）
 あなたは…共働きの夫…です。
 仕事で忙しく働いてきた妻がとうとうダウン
してしまった。夫はこれまで食事を作ったこ
とがなく、家で食事を作った場合にキッチン
の中を片付けたことがない。
 さて、妻に「今日は外で食べてくるから安静
にしてね。」と言ってでかけるか？

イエス
（外で食べる）

ノー
（頑張って家で作る）

→小溝さんのお父様の答は堂々の
Yes！

「クロスロード」（披露宴編2）
 あなたは…結婚ほやほやの女性…です。
 独身時代は、毎年、快作怪作ぞろいの年
賀状で、友人・知人の話題をさらっていた。
今年も力作をと意気込んでいたら、今年結
婚した夫が、「あれはまずい、もっと
普通っぽいのにしよう」と言う。
 夫の意見に従う?

イエス
（従う）

ノー
（従わない）

←優しいご主人でした！

「クロスロード」（披露宴編5）
あなたは…おじいさん…です。
結婚して５０年。今日はめでたい
金婚式。
お互いの苦労をねぎらった後で
「愛してるよ」と言う？

イエス
（言う）

ノー
（やめとく）

漫画復活
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家訓まで！
当日は､新郎新婦の職場の同僚・上司が夫婦円満の秘訣のアイデアを出し合って、法令審査経験者で法令文に練り
上げたという、新夫婦の家訓が出席者に配布され､ご夫婦で読み上げもされました｡32条はどれもすばらしいものば
かりですが､一部を以下にご紹介します｡条文は細部に至るまでプロのでき！(当日出席者の間で「罰則規定がないの
では?」というひそひそ話があったのはナイショです。）

南海地震
対策も盛
り込まれ
ていま
す！CO2
削減策
も！
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歩一歩たいそうズーズー弁翻訳版
「歩一歩たいそうズーズー弁翻訳版は、五輪町内会、ごりんはつらくクラブ､仙台市民有志の翻訳によって完成
しました｡CDのお問い合わせ先は、〒983-0849 仙台市宮城野区五輪1-11-39 わしん倶楽部です。
クロスロード新聞23号に1番(地震)と12番(ほほえみがえし）はすでに紹介しましたので､火事､台風、津波､ご近
所さんをご紹介します｡
メロディーは､おなじみ「うさぎとかめ」です。(括弧の中に呉市社会福祉協議会のオリジナル歌詞をつけまし
た｡広島弁と比較してみてくださいね)

火事

台風

もーすも かーずが おぎだなら
ハンカズ ぬらすて くぢさあで
ちゃっこく なってー けむりよげ
あんぜんな どーこさ にげねっけね

このごろ
テレビか
みーみを
たいふう

（もしも 火事が起きたなら
ハンカチ ぬらして口に当て
低くなって 煙よけ
安全なところへ 逃げましょう)

(最近台風 よく来ます
テレビか ラジオをつけましょう
耳をしっかり 傾けて
台風情報 聞きましょう)

津波

ご近所さん

つーなみ けいほう おどけでね
きんじょの ひーとさ こえかげで
てっことり あってー なんぼでも
たーかい どーこさ にげましょう

つかごろ
いどばた
たがいに
いーざと

(津波警報 大変だ
近所の人と 誘い合い
手を取りあって できるだけ
高いところへ 逃げましょう）

（近頃 あんた
井戸端 会議も
互いに 笑顔を
いざというとき

もしも宝くじに当たったら

漫画復活

たいふう よぐきます
ラズオを つけましょう
いぎなり かだむげで
じょうほう よっくきがい

あんだー
かいぎも
えがおを
いうどぎ

なじょすてる
たいせづだあ
かわしあい
てーかすて

どうしよるん
大切よ
交わしあい
助けあい)

高知県防災キャラクター©やなせたかし
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