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す︒

きている詐欺ですので注意が必要で

を預かりにこれから自宅まで行く﹂

更手続きが必要なため︑古いカード

と説明し︑自宅までやってきて︑キ

もちろん︑キャッシュカードです

皆さんが思い浮かぶ振り込め詐欺

から銀行やコンビニのＡＴＭでお金

ャッシュカードを騙し取るといった

どをかたり︑いろいろな理由でお金

を引き出す際は︑暗証番号が必要で

は︑まず︑電話がかかってきて︑
﹁母

を振り込んでほしいとウソをついて︑

す︒よって︑暗証番号が分からなけ

流れです︒

お金を振り込ませる手口を想像され

さん？オレだよ︑オレ﹂と︑息子な

ると思いますが︑現在は︑犯人が直

ればお金を取られることはありませ

きに︑﹁申し訳ないが︑本人確認の

接自宅までやってくる手口が主流に

り︑昨年はその前年の倍近い額をだ

つまり︑現在の詐欺は︑振り込ま

ため︑暗証番号を聞き取る必要があ

んが︑犯人が自宅までやってきたと

皆さんのご家庭に︑振り込め詐欺

まし取られてしまったことになりま

せず︑なおかつ大胆にも自宅までや

なっています︒

の前兆電話︵アポ電︶が︑かかって

年にも︑この﹁ま

ので︑﹁振り込め詐欺﹂の被害は︑年々

まず︑市役所や

この手口は︑

るのでしょうか︒

したが︑どのような話術で騙してく

ず︑自宅までやってくると説明しま

騙されたことにやっと気付く︑とい

ため︑銀行に問い合わせたところ︑

で経っても新しいカードが届かない

そして︑その後︑被害者はいつま

まうのです︒

ば︑お金を騙し取ることが出来てし

巧みに暗証番号を聞き出せてしまえ

るので教えて欲しい﹂などと︑言葉

す︒当課は︑平成

もし︑ある方がいらっしゃったら︑ なざし﹂にて記事を寄稿しています

◆﹁言葉巧み﹂に﹁不安を煽る﹂
さて︑この﹁キャッシュカード手

年の被

害件数と被害総額がそれぞれ５件と

交型﹂ですが︑先ほど︑振り込ませ

が︑当時の記事では︑平成

約１０５０万円であったとお伝えし

﹁怪しい！絶対に騙されないぞ﹂も
しくは︑﹁ウソでしょう
ています︒

ついて取り上げます︒本市では︑ど

着実に増え続けてしまっているので

銀行の職員︑お

◆今日からできる特殊詐欺防止の
ための対策
●留守番電話設定

うわけです︒

件︑約１億９４４万円です

を装って電話を

年は

◆現在の振り込め詐欺は﹁振り込
ませない﹂？

なり︑犯人が直接自宅にやってくる

キャッシュカード手交型が主流に

よび警察官など

◆市内の振り込め詐欺の現況
﹁振り込め詐欺﹂の被害状況ですが︑

これは︑秦野警察署が一番オスス

年は市内で

かけてきます︒

昨年の平成

話の中で﹁あなたのキャッシュカー

ケースが多くなってきたと言っても︑

件発生︑ その名も﹁キャッシュカード手交型﹂

ドが古いので︑医療費の還付手続き

犯人からのアプローチは﹁電話︵ア

年は

が出来ない﹂︑﹁あなたのキャッシュ

ポ電︶﹂であることは︑今も変わり

その前年である平成

あまり︑この呼び名にピンとこな

カードが偽造・不正利用されている﹂

数こそ︑ほとんど変わらなかったも

というものです︒
いという方も多いのではないでしょ

と不安を煽り︑﹁新しいカードの変

約５６２３万円でしたので︑被害件
のの︑被害総額はなんと約５３２１

うか︒しかし︑近年︑着実に増えて

39

メしている対策です︒

ここで︑現在︑主流になっている

さて︑今回は︑
﹁振り込め詐欺﹂に

お分かりいただけるように︑平成

れくらいの被害が発生しているので

す︒

うか︒

しょうか︒

？でも︑
…

本当かもしれない …
﹂と︑いろいろ
な気持ちを抱いたのではないでしょ

24

ってくるのです︒

きたことはありますか？

秦野市役所くらし安心部地域安全課

秦野市の振り込め詐欺の現況

ల ĺķ 

25

件発生し︑

40

そして︑その会

30

振り込め詐欺について説明します︒

40

万円も増加してしまいました︒つま

29

被害総額は１億９４４万円でした︒

30
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のようなはがきについての相談が全

年３月より︑こ

犯人は何より︑自分の声が﹁留守
国的に急増したとのことですが︑こ

よりますと︑平成

番電話に録音されてしまう﹂ことを
れは︑詐欺の一つである﹁架空請求﹂

はありません︒

一番嫌います︒

和元年度事業計画︵案︶を︑渋沢民

年度収支予算︵案︶を︑広畑民児協

児協石川会長︑第４号議案︑令和元

日︵水︶秦野市保健福祉セ

北村会長が説明され︑ともに拍手で

令和元年度民児協総会開催

分より市民児

５月
ンターで︑午後１時

承認されました︒

場合は︑そのまま出るのではなく︑

らない相手から電話がかかってきた

能が付いた電話をお持ちの方は︑知

が届いた翌日﹂といったような不安

や︑﹁訴訟取り下げ期日は︑はがき

所があなたの資産を差し押さえる﹂

﹁連絡がない場合は︑裁判
そして︑

員起立して︑民生委員児童委員信条

北民児協北村会長の音頭により全

名で成立しました︒

り︑本総会は会員

購入
こちらも︑秦野警察署オススメの

ことから︑記載された電話番号にく

織名や住所は存在しないことが多い

なお︑記載され─いる郵送元の組

市社会福祉協議会会長よりいただき︑

来賓の祝辞を︑高橋秦野市長︑藤村

市民児協熊澤会長の挨拶に続き︑

選出されました︒

年度事

第１号議案︑
平成

業報告を︑西

民児協相田会

日本笑ヨガ協会のキニンモント早苗

氏を講師に迎え︑﹁笑ってこころも

からだもリフレッシュ﹂と題して講

演をいただきました︒

協水流会長が

を︑末広民児

年度決算報告

議案︑平成

を楽しみながら体験しました︒

呼吸法を組み合わせた﹁笑いヨガ﹂

その後先生の指導により︑体操や

康に効果があることを学びました︒

われますが︑笑いが免疫力を高め健

﹁笑いは百薬の長﹂と︑昔から言

説明し︑２議

長が︑第２号

休憩の後︑研修会が始まりました︒

協総会が開催されました︒

留守番電話で相手を確認することを
を煽る文章になっていますが惑わさ

と児童憲章を唱和しました︒

です︒

オススメします︒
れず︑無視してください︒

対策の一つです︒この電話機のポイ

来賓の紹介を行い議事に移りました︒

会及び高齢者福祉施設といった方々

議長には本町民児協の鈴木委員が

れぐれもかけ直すことはしないでく

電話防止のために録音されます﹂と
いったように︑相手に録音する旨を
◆架空請求はがき
今まで︑キャッシュカード手交型

に向けて防犯講話︵出前講座︶を実

伝える機能が付いています︒

のことについて︑説明してきました

施しています︒市内でどのような犯

全課と協力し︑市内の自治会︑長寿

が︑最近︑非常に多く出回っている

﹁架空請求詐欺﹂についてお話します︒ 罪がどれくらい発生しているかなど︑
わかりやすくご説明します︒
また︑今回取り上げました特殊詐

﹁総合消費料金に関する訴訟最終
告知のお知らせ﹂と印字された官製

欺の被害状況はもちろん︑キャッシ
被害者役に分かれて寸劇で披露し説

はがきが自宅に送られてきた方はい
最近︑大変多くの方より︑﹁この

明もしております︒ 詳しくは地域

ュカード手交型詐欺について︑犯人・

ようなはがきが送られてきた﹂とい

らっしゃいませんか？

う情報をいただいています︒

案とも拍手で

笑うことにより︑緊張が取れ︑笑

明るくすると実感しました︒

が分かりました︒笑いが全ての人を

も良くなり︑自然と会話が進むこと

顔で接することができれば人間関係

３号議案︑令

続いて︑第

た︒

承認されまし

30

◆秦野市地域安全課よりお知らせ
です！
地域安全課は︑秦野警察署生活安

ントは︑登録していない電話番号か

235

ださい︒

260

らの着信時に︑﹁この通話は︑迷惑

名中︑出席者

●迷惑電話防止機能付き電話機の

そこで︑ナンバーディスプレイ機

30

市民児協丸山副会長の司会で始ま

15

29

安全課︵直通８４ ９
―６２５︶まで
お問い合わせください︒
独立行政法人国民生活センターに

30
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いわき市平地区の
民児協を訪問して
鶴巻民児協

次に︑副会長から︑動画・写真パ
ネルなどで﹁震災状況﹂や﹁復興状
況﹂の説明がありました︒
そして現在も︑民児委員が︑災害
公営住宅に居住しながら見守り活動

未就園児らとのジャガイモ

植え付け活動について

ティアの方が耕し︑畝に造られた穴

に︑学園の先生方の説明どおり親子

で順次植え付けていきました︒小さ

なバケツに入れた種イモを︑掘られ

私どもは︑ 数年前から年間行事

ることができました︒

る親子作業で６畝に

た穴に植えて︑シャベルで土を被せ

である﹁地域未就園児のふれあい体

３歳前後の子どもたちの集中力は

大根民児協

それに︑ある保育園では︑震災の

験活動﹂の一環としてジャガイモの

物珍しさもあってか︑それはそれは︑

個を植え付け

前日︑たまたま﹁避難訓練﹂を行っ

植え付け・収穫活動を行っておりま

鶴巻民児協では︑研修旅行として︑ 等を行っているとのことでした︒
区第８方郡民生委員児童委員協議会
ていたことなどで︑園児らの避難行

す︒

用しておりましたが︑諸般の事情に

これまでは︑地域協力者の畑を使

ずと頬の緩むことも多々ありました︒

イモの植え付けに夢中な姿には︑自

きながら泥まみれになって︑ジャガ

なかなかのものでした︒尻もちをつ

を行ってみたい﹂などの意見があり︑ ２年余りもかかったとのことです︒

より︑今年から︑福祉型障害児入所

日︑福島県いわき市平地

を訪問しました︒
動がスムーズで被害がなかったとの

また︑現地では︑被災後７年７か

た﹂と口ぐちに話し︑興味しんしん

身 近 にあることを 全 く知らなかっ

りました︒また︑﹁こんな施設が︑

と購入してお

んであれこれ

魅せられ︑喜

温室の花々に

置されている

畑の傍らに設

母親たちは︑

作業終了後︑

震災後７年経ってもまだまだ問題が

り︑特に新しい住民との関係を︑ど

施設︵弘済学園︶の畑を使用させて

先 ず︑第８ 方 郡 民 児 協 会 長 か ら︑

のように築いていくかが課題である

分から

月経った今も︑復興後の地区では︑

地 域 の 環 境 等 に つ い て 説 明 が あ り︑

今 回 の 研 修 で は︑時 間 の 関 係 で

とのことでした︒

で︑﹁塩屋崎岬﹂や︑﹁真っ白な鳴き

掘り下げた意見交換ができませんで

この地域は︑最も沿岸部にある地域
砂﹂で有名な地域とのことでした︒

今 後︑他

考えさせられました︒

そして︑この地区を民児委員８名︑ したが︑要支援者の安否確認等多々
主任児童委員２名が担当し︑活動を
行っているとのことでした︒

日︵月︶午前９時

そ の 会 議 終 了 後︑地 震 の 発 生 に 伴

は︑地区民児協定例会当日であり︑

を行い︑よ

意見交換会

の方々とも

︵大人７名・子ども８名︶︑学園長等

参加者は︑コミュニティ団体 名

かい青空の下で実施しました︒

午前

そして︑この収穫したジャガイモ

地区民児協

い︑２名の民児委員の方が︑高齢者

り充実した

４名︑学園ボランティア７名︑大根

は︑例年どおり︑平塚児童相談所に

の様子でした︒

方等を見守り中︑津波により亡くな

活動を推進

地域高齢者支援センター１名︑民生
120

て頂く予定です︒

持ち込み︑入所者の食材の足しにし

期待するところです︒

加が得られませんでしたが︑今後に

今回︑この活動に施設入所者の参

られているそうです︒また︑地域で

したいと思

名でした︒

名

世帯が被災し︑
270

11

15

植え付け作業は︑学園農園ボラン

33

世帯中

す︒

は約
す︒

委員６名の計

日︶

３月

あるとの情報等から︑この地域の民

月

今回の研修は︑私どもの定例会な
ことですが︑ただ︑心のケアには︑

100

っておりま

11

の方々が亡くなられたとのことで

震災当日︵２０１１年３月

30

頂き活動を進めることにしました︒

昨年

どで﹁県外の民児委員と意見交換会

10

時までの間︑天候に恵まれ暖

18

住民構成も経済状況も大きく変わ

25

児協を選定し実施しました︒

10

600
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を防止する目的の﹁声かけ訓練﹂を

態把握担当者１名の計７名が在籍し

支援専門員１名︑保健師等１名︑実

考えることは始めての取り組みとな

くだろう認知症を地域住民と一緒に

超高齢化社会を見据えて︑増えてい

の大切さを体験出来ました︒今後の

て︑安心させる声かけや見守る姿勢

住人に扮した人に声かけをしたりし

も安い水道料金である︒

い﹂・東京︑神奈川の自治体の中で

ミネラル豊富な地下水である︒③﹁安

している︒②﹁おいしい・名水秦野﹂
・

・水道水の検査を毎日欠かさず実施

秦野市水道の３本柱は① ﹁安全﹂

秦野市の水道水

活動しています︒

りました︒

また︑市内の 水
｢道水 の
｣約 ％ が
地下水ルート︵取水場 箇所︶で︑

開催しました︒参加者は︑認知症の

ら︑認知症になっても住み慣れた地

また︑単発ではなく今後も継続し

約６％が川の水ルート︵取水場３箇

渋沢地域高齢者支援センターの紹介

して設置さ
域 で 安 心 し て 生 活 が で き る よ う な︑

ておこなっていく必要があるという

所︶とのことです︒

年１月﹁渋沢地域高齢者支

受けた７番目の包括支援センターと

援センター﹂が︑秦野市から委託を

平成

はじめに

れました
地域づくりを推進する﹁認知症地域

声が多くあり︑本年度も実施に向け

年４月か

︵所在地・

支 援 推 進 員﹂︑地 域 の 課 題 を 把 握 し

ての話し合いを行っています︒

年︑環境省が行っ

72

また︑秦野市では平成

渋沢１１２

必要としているサービスとのマッチ

すばらしい名水部門﹂で︑第１位に

＊８月１日〜８月７日・水の週間

た﹁名水百選﹂では︑﹁おいしさが

さらに︑平成

ング及び開拓と担い手養成などをお

ー駐車場に於いて﹁はだのさわやか

選ばれているそうです︒

日から支援センタ

４ ―
５︶︒
担当地域は︑

こなう﹁生活支援コーディーネータ

体操﹂を︑毎週金曜日︑朝９時から

人以上の方が

38

ター職員が随時各種ご相談もお受け

かな雰囲気で歓談されており︑セン

なざし第

和﹂となり︑最初の民児協だより﹁ま

５月１日︑元号が﹁平成﹂から﹁令

号﹂の発行です︒

しています︒その他︑近所の農家で

体操後は︑お茶を飲みながら和や

集まり︑健康づくりに励んでいます︒ ︵市・上下水道局などの資料から︶

実施しており︑毎回

年４月

渋沢・千村

ー﹂が各１名配置されています︒

曲松・平沢
・栃窪となります︒

地域高齢者支援センターとは
歳以上︶の︑総合的な

28
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になっています︒今後も︑地域にか

売もあり︑参加者の楽しみのひとつ

採れた新鮮な野菜や梅干しなどの直

あることを望んでいるようです︒

堵し︑﹁令和﹂時代も平和で平穏で

成﹂時代に戦争が無かったことに安

マスコミ情報によると︑国民は﹁平

私ども﹁まなざし﹂の紙面構成に

特別な変更は有りませんが︑広報部

参りたいと思っています︒読んでい

員一同︑気持ちを新たに取り組んで

﹁お 互 い 様 を コ ー デ ィ ネ ー ト﹂を

ただき︑忌憚のないご意見をいただ

く︑取り組んでいきたいと思います︒ ければ幸いです︒

モットーに︑より良い地域にするべ

おわりに

ければと思っています︒

かわらず︑多くの方にお立ち寄り頂

96

高齢者︵
窓口となり︑必要な支援に繋いでい
きます︒
また︑介護保険サービスのみなら
ず︑地域の保健・医療・福祉サービ
スやボランティア活動︑地域の支え
あい等の多様なサービスに結びつけ
ていくことも︑重要な仕事のひとつ

新たな取り組み
本 年 １ 月 に 曲 松 地 域 で︑多 く の

になります︒
現在︑渋沢地域高齢者支援センタ

方々の協力を得て︑行方不明や事故

26

30

名︑主任介護

30

31

27

ーには︑社会福祉士

4

平成

・萩 が 丘・

ဃକ
生活支援の多様な相談を受け付ける

65
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