
新しい年が始まり、いよいよ

受験シーズンに入りました。受

験生には、厳しい冬を乗り越え、

うれしい春が来るようにがんばっ

てもらいたいですね。

今回は、中学校での進路指導

について考えてみました。

■進路はどうやって決めるの？
公立中学校では職場体験や適

性検査をして将来の自分のイメー

ジを少しずつ膨らませ、その将

来を見据え、進学したい高校を

選ぶという進路指導方針です。

中学2年生になると進学したい

高校選びを始めます。希望校は、

あくまでも本人の行きたい高校

です。今の自分の成績で希望す

る高校にいけるかどうか、教師

から具体的な指導はありません。

判断材料は、中学校での定期考

査・自己診断テストの点数と絶

対評価、学校内での順位です。

塾に通っている場合、塾内模

試や県模試などを受け、偏差値

や希望校の合格率のデーターか

ら自分の今現在の位置がわかる

ため、判断材料になります。塾

に行かないと、通っている中学

校内での成績でしか希望校を選

ぶことができない現状です。

■教師の対応は？
3年生の冬には三者面談（教師、

生徒、保護者）があります。｢希

望する高校をねらっても大丈夫

か｣との質問に、教師は「十分ね

らえると思います」との返事。

参考にしたい昨年の高校別進学

状況などの情報提供はありませ

ん。教師の「十分ねらえると思

います」このことばだけで親子

は進路決定の判断を迫られます。

教師は生徒の思いに答え、その

生徒の将来を真剣に考え、進学

したいところへ行くための指導

をすること。これが進路指導で

はないでしょうか。最終的に私

立高校も受験させ、本人が希望

していなくてもどこかの高校に

入ってくれればいいという考え

のように思われます。

結果は本人の努力次第ですが、

教師側の熱意が伝わらない進路

指導では生徒が｢がんばろう｣と

いう気持ちになれません。

教師や学校は、進路決定に必

要なデーターを生徒や保護者に

示すべきで、それを元に自分の

責任で進路を決めるということ

が大切なのではないでしょうか。

■進路指導の改善を？
昨年の3年生の進学校別人数が

知りたいという保護者に対して、

岡山市教育委員会の担当者は学

校の序列化につながるという理

由で積極的には公表していませ

ん。岡山県教育委員会は進学状

況調査を行っており、各学校ご

とのデータはあります。したがっ

て、情報公開請求すれば開示さ

れる情報です。

自分の子どもの進路決定に際

し、過去の実績を資料として欲

しいと思う保護者が学校に要求

すれば、情報提供されるだろう

と市教委の担当者は言います。

「子どもの行きたい学校が進

学希望校だ」と市教委の担当者

も言いますが、誰でもどこでも

行けるわけではありません。受

験するかしないかは、最終的に

は本人と家族で決めることにな

ります。決めるための情報提供

と助言は、学校の進路指導とし

てひとりひとりの子どもに対し

て的確に行うべきだと思います。
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恒例のフリーマーケットを開催しました。
日用品におでん、地元野菜などのお店に多
くのお客さんにお越しいただきました。
子どもフリーマーケットも大盛況で、ゲー

ムや大型紙芝居に子どもたちは大満足の様
子でした。ご参加下さいました皆さん、あ
りがとうございました。 次回は6月の予定です(^_^)/

寒中お見舞い
申し上げます

本年もよろしく

お願いいたします

2008年11月9日（日）岡山市高屋公園



忘れてはならない
今から14年前の1月17日午前5時、

46分、あなたは何をしていました

か？そう阪神淡路大震災が起きた

時間です。

「おしゃべりネット」に前長田

小学校区防災福祉コミュニティ本

部長をお招きし、お話しを伺いま

した。そのお話しの中で、「忘れ

てしまいたい日、だが忘れられな

い。しかし忘れてはならない日な

んだ。」という言葉が今も心に響

きます。

誰のところにも災害が起こる可

能性はあります。実際に災害が起

こった場合、一体どうすれば最小

限に被害（気持ちや心の問題も含

めて）をくい止め、自分たちの生

活を守ることができるのか考えて

みました。

本部長のお話し
神戸市長田区、ここは阪神淡路

大震災の被害が最も大きかった地

区の一つです。地震直後は、命か

らがら逃げだし、ご近所の方と長

田小学校へ避難。そのときの小学

校は、あらゆるところから火の粉

が飛んできて絶叫、泣き声が響き

パニック状態。自分の家族の安否

を確認するのがやっとで、ひとり

暮らしの高齢者の情報は民生委員

が把握していて、地域の人にはわ

からない。その民生委員が家の下

敷きになりどうすることもできな

かった。兵庫県や神戸市も救援活

動をしようにも、道路は寸断され

どうすることもできない。何の救

援もないままに数時間が経過し、

午後には自然と体育館全体が落ち

着いてきた。短時間で落ち着きを

取り戻すことができたのはなぜか。

それはこの地区で震災の起こる10

年前に立ち上げ、取り組んできた

「防災福祉コミュニティー」があっ

たからだとのお話しでした。

ご近所の絆作り
この防災福祉コミュニティーと

は、一言で言えば「ご近所同士の

絆」のこと。23人の町内会長は、

①各町内会長は10世帯のご近所グ

ループを作る。グループの人が集

まり、ご近所の助け合いを始める。

②2年後に防災福祉コミュニティ

を立ち上げる。③安全対策運動の

展開～防犯・防災をみんなでやる

ことをきめ実行してきました。

絆を深めるための防災訓練は、町

内会の行事として行い、朝から一

日中避難先の学校で過ごします。

そこで食、住をともにすると自然

と絆は深くなります。皆で協力し

合い仮説トイレの組み立ての練習

もしました。その訓練の効果が発

揮され、各教室に1グループずつ

の「家族」が5ヶ月間、共同生活

を送り、約1000人の人たちが無事

故で過ごすことができたそうです。

安全・安心ネットワーク
岡山市は、安全・安心ネットワー

クに力を入れ、全小学校区にでき

あがりました。そこで地域の福祉

や防災まで担ってもらおうとして

います。

神戸市では、地域の方の参加を

得るために2年間ご近所の助け合

いをした後に、防災福祉コミュニ

ティを立ち上げています。神戸市

は下から作り上げる手法、岡山市

は上から作っていく手法。したがっ

て、安全・安心ネットワークの活

動は、まだまだ市民には見えず、

浸透しているとはいえません。

大地震が起きると3日間は外か

らの援助は来ないと言われており、

その間をどう乗り切るのか、その

後の避難生活をどうしたらスムー

ズに送れるのか、平常時の今こそ、

みんなで考え「ご近所の絆づくり」

をこつこつと始めていくべきだと

思います。

非常持ち出し品 （例）

貴重品・救急用品・避難用具・食

料品・生活用品・衣料品など

※血液型の証明（家族分）災害時

に怪我をして意識を失っていたり、

小さい子どもの場合に、血液型が

すぐにわからなくて適切な処置が

できないことがあるため。

何よりも自分の命、家族の命を持

ち出しましょう。非常持ち出し品

を持ち出そうと掛け替えのない命

をさらなる危険にさらすことはや

めましょう。安全第一！
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左:9月3日倉敷市療育相談センター訪問 中:9月6日保育現場を語る会 右：9月25日JＰ労組結成記念野球大会(マスカットスタジアム)

このみの

フォト日記
秋編

2008年9月～2008年11月

阪神大震災の教訓を生かすために



2008年11月議会では、以下の項

目について質問しました。

今回は、中区の区役所の問題に

ついてご説明したいと思います。

区役所の設置
政令市にとって区役所は必置で

あり、岡山市は来年の4月1日まで

に区役所を設置しなければなりま

せん。市民のみなさんにとって政

令市移行の一番のメリットは、区

役所を中心とする身近な行政サー

ビスの充実だと思います。市長も

「市民に直結した窓口サービスは、

行政サービスの原点であり、その

充実・向上を通じて市民の満足度

を高めていくことは、重要な課題

である」と答弁しています。

市民窓口サービス
政令市移行とともに、合併地区

以外の支所は地域センターとし、

産業建設課を区役所に統合します。

また、出張所、連絡所、市民サー

ビスコーナーは、市民サービスセ

ンターとして機能の統一を図る方

針です。これが実行されると、市

民サービスの偏りはかなり解消さ

れることになり、評価できると考

えます。

次は、市民サービス拠点の配置

であり、高島・竜操学区などの空

白地域には新たなサービス拠点の

設置が必要です。

中区役所を

岡山運輸支局跡地に
サービス拠点をバランス良くす

るためには、区役所は正式な位置

に作るべきです。2012年4月に富

吉地区に移転される岡山運輸支局

の跡地は、中区役所の候補地にな

るのかと質問しました。

企画局長は「候補地も含めて検

討していない。まずは、区役所と

して市民サービスを滞りなく提供

できるように全力を傾注してまい

りたい」との答弁でした。

区役所の正式な位置が決まってい

ないのは、中区だけとなりました。

政令市は、国と直接話しができ、

岡山運輸支局の跡地活用について、

早期に対応することを今後も当局

に求めていきたいと思います。

政令市説明会が1月15日から始

まります。みなさんのご意見をしっ

かりと伝えましょう。
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水増しパンとの因果関係
船橋市の小学校で6年生の男

子児童が給食のパンを喉に詰ま

らせ死亡するという悲しい事故

が起きました。窒息死の原因と

してテレビの大食い・早食い番

組の影響や学校の責任なども指

摘されていますが、私は「パン

の品質」に原因があると思って

います。最近、食べ物を喉に詰

まらせて救急搬送される途中で

死亡する例が多く、特にパンは

詰まると重い症状になる可能性

があります。硬いパン、天然酵

母のフランスパンなどは噛めば

自然にとろけるようになって消

化されやすいが、学校給食のパ

ンも含め市販されているパンは、

妙に柔らかくねばねばしている

ものもあり、そういうパンは水

で増量したり、伸びのあるパン

生地にするため臭素酸カリウム

の使用を再開している大手メー

カーもあるといいます。テレビ

ＣＭでも、ふっくらソ○ト「超

○○」という食パンなど、保水

性の高いパンや、小麦粉改良剤

イーストフードとして添加され、

質の悪い小麦粉でもソフトで風

味のあるパンに仕上げることが

できます。製パン業界で発ガン

性があるため使用を自粛してい

た臭素酸カリウムなど添加物表

示をよく見て買いましょう。と

くに学校では食べ方の指導より

も本物のパンを出す方が重要な

はずです。

おかやま土と健康の会

影山 久方

左:10月10～11日ＤＶ防止パネル展＆バザー 2枚目:10月21日地区労女性協定期大会 3枚目:11月12日新潟市視察

2008年12月12日（木）個人質問日

下市このみ ウェブ検索

↓
左:

11
月
14
日
お
し
ゃ
べ
り
ネ
ッ
ト

おもな個人質問のテーマ

１．政令市・行革について

２．安全・安心な

まちづくりについて

３．若者支援策について

４．環境問題について
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TEL 086(270)5333
FAX 086(273)5528

下市このみ事務所 開設時間 月曜日～金曜日9:30～15:00

（時間外は留守電・FAXでの応対です）

■FAX・メールニュースを発行しています。お問い合わせは事務所まで。ニュースへのご意見・ご感想をお寄せください。

▼議員報酬の使いみち
(08.09月～08.11月）

収入
議員報酬 2,130,000
旅費 0
計 2,130,000

支出
共済掛金 297,600
所得税 143,250
住民税 174,900
国民年金 39,900
国保 154,980
親睦会費等 16,500
事務所家賃 147,315
事務所維持費 665,700
生活･活動費 489,855

計 2,130,000 相談無料･秘密厳守 e-mail：nandemoline@yahoo.co.jp

TEL&FAX 086(270)5350

昨年11月24日に下市事務所初企画、後援会親睦旅行に行っ

てきました。雲行きの怪しいお天気の中、総勢45名を乗せた

バスは一路山陰に向け出発！

初めは、まだまだみなさん緊
張？しているせいか静かでした
が、バスガイドさんの歌やおしゃ
べりに段々とリラックスムード
に。

このみさんのあいさつもそ
こそこに、カラオケあり、声
帯模写、漫談の披露あり、車
内はとてもにぎやかでした。

お昼過ぎに出雲大社に到着！
雨が本格的に降りだし、

足元の悪い中参拝しました。
ガイドさんの説明を聞きな
がら一回り。

十分ご縁がありますようにと、
お賽銭15円を入れて、たくさんお
願いしてきました。少し欲張りす
ぎかな？昼食の後は、境港の魚市
場、お菓子の館寿城でお買い物。
お土産をたくさん買って大満足。
バスは岡山を目指し帰路につきま
した。
もちろんバスの中ではカラオケ
（笑）静かに眠りたい方もいらしたことでしょうが、 後ま
でにぎやかに岡山まで帰りました。事故もなく皆さんと一日
楽しい旅ができたことに感謝します。ありがとうございまし
た。さあ、第2回親睦旅行の行き先はどこにしましょうか？
そのときはまたぜひご一緒しましょうね。（Ｔ）

9月
3日 倉敷市療育相談センター訪問
11日 下市このみ個人質問

（9/1～18 9月定例市議会）
13日 竜之口学区グランドゴルフ大会

高島駅南口オープン記念式
高屋パークフェスティバル

17日 議会運営委員会
20日 第39回岡貯後楽会
24日 御津草生ふれあい喫茶
25日 ＪＰ労組結成記念野球大会
28日 幡多学区体育大会
29日 市民ネット 中央卸売市場勉強会
30日 建設委員会市内視察

10月
3日 幡多幼稚園運動会

市民ネット市政報告会(京山公民館）
4日 藤原町内会秋祭り

たんぽぽネットワーク
5日 第104回幡多学区敬老会
6～23日 一般会計決算審査特別委員会
9日 ＤＶ防止啓発パネル展＆

ＤＶ被害者支援バザー
12日 高島･旭竜･竜之口学区運動会

ＮＰＯ法人「ねこの手みつ」文化祭
13日 第66回市民体育大会

シニアバレーボール親睦大会
16日 第59回岡山市敬老会
17日～18日 日本女性会議2008とやま
24日 ｢岡山市子ども読書活動推進計画」

フォーラム
岡山県郵政退職者会｢女性の集い｣

25日 わくわくどきどき！絵本体験（東公民館）

11月
3日 幡多学区グランドゴルフ大会

ふれあいフェスタ（岡山ドーム）
6日 ごみ説明会(幡多小学校)
8日 チューリップの会 カバヤ見学

２００８旭川流域交流シンポジウム
9日 第19回ひまわりマーケット

東部地区図書館を創る会総会
10日 岡山大学・岡山市保健医療連携に

関する委員会傍聴
11～13日 特別委員会視察(大阪･新潟･静岡）
14日 おしゃべりネット
19日 質問検討会
20日 建設委員会
22日～23日 第11回全国シェルターシンポ

ジウム２００８ｉｎおかやま
23日 第20回沢田柿まつり
24日 出雲大社参拝ツアー
27日 11月議会開会（12/22まで）

2008/09～2008/11

編
集
後
記
：
新
し
い
年
が
ど
ん
な

年
に
な
る
か
わ
く
わ
く
し
ま
す
。

さ
あ
今
年
も
が
ん
ば
る
ぞ
！

み
な
さ
ん
付
い
て
き
て
ね
（
笑
）


