
まつばらだより 第７９号 

編集後記 

 平成30年度最後のまつばらだよりをお届けします。今年度もご愛読ありがとうございました。 

 振り込め詐欺はますます手口が巧妙となり、松原地区でも被害件数が増えているそうです。一人で慌てて判断せ

ず、まずは身近な人に相談することが大切ですね。そういった意味でも大事な地域のつながりや情報の共有に役立

つお知らせを来年度も発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。（編集委員一同） 

募金の報告  

歳末たすけあい・地域支えあい募金では多くの皆様にご協力いただき、ありがとうございました。  

募金件数１,４５４件  金額１,３６５,２１１円  

松原あんしんすこやかセンターの運営法人が替わります。 

 松原あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）を運営する法人が、平成３１年

４月１日より現在の医療法人社団 大坪会から社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団に替わ

ります。事務所の所在地、電話番号の変更はない予定です。 

平成３１年３月１５日発行 まつばらだより編集委員会（事務局 松原まちづくりセンター）電話０３（３３２１）４１８６ 

防犯情報～あの手この手の振り込め詐欺にご用心！～ 
 東京都内で平成３０年の振り込め詐欺被害は３,９１３件（松原地区２１件）で、平成２０年の３,７１８

件を上回り、過去最悪でした。また、被害総額も８４億５,２６２万円で過去２番目に多い金額でした。 

 類型別では、息子らを装う「オレオレ詐欺」が２,１０７件（前年２,１１２件）で全体の

５４％を占め、次いで有料サイト利用料などの「架空請求詐欺」が９３１件（前年６６１

件）、医療費などの「還付金詐欺」が８１８件（前年６５３件）となっています。 

 手口別では、キャッシュカードやクレジットカードを

騙し取る手口が１､４０２件で、平成１８年の統計開始以

来初めて現金手渡しの１､１２５件を上回りました。 

 また、平成３０年は法務省などを装い「訴訟最終告知

のお知らせ」と記載した左記のようなハガキを送りつけ

訴訟取り下げ名目などで現金を詐取する手口が１１９件

（前年２件）と急増しています。 
 

◆電話で「還付金・払戻金」の案内は詐欺！ 
 

◆身に覚えのない「お金の請求」がメールやハガキ

で届いたら詐欺！相手には絶対に連絡しない！ 
 

◆元号改元に伴うキャッシュカードの変更手続きは

ありません！ 
 

◆キャッシュカードやクレジット

カードの「暗証番号」を聞かれ

たら詐欺！ 
 

◆「自宅にお金ある？」と聞かれたら、 

ご用心！お金の話は絶対にしない！ 
 

◆電話は在宅中も留守番電話に設定して

おき、怪しい電話には絶対に出ない！ 
 

怪しい電話がかかってきたり、メールやハガキ等が届いたら、警察へ速やかに通報しましょう！ 

北沢警察署防犯係 電話０３（３３２４）０１１０ 

【ハガキ例】 

消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ 

訴訟管理番号（あ）１２３ 
 

この度、貴方の利用されておりました契約会社、もしくは運営

会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出され

ましたことを改めてご通知致しますとともに、訴訟取り下げ最

終期日を経て裁判を開始させて頂きます。 

また、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面的に受

理されまして裁判所の許可を受けて執行官立会いのもと、現預

金や有価証券及び、動産や不動産物の差し押さえを強制的に執

行させて頂きます。 

尚、訴訟取り下げなどのご相談につきましては当局にて承って

おりますので、下記までお問い合わせ下さい。 

この度は民事訴訟に関するご通達となりまして、個人情報の保

護や守秘義務など御座いますので、ご本人様からご連絡いただ

きます様お願い致します。 

 

訴訟取り下げ最終期日  平成３０年●●月●●日 

 

取り下げ等のお問い合わせ相談窓口 

 ０３－■■■■－■■■■ 

受付営業時間（日、祝日は除く） 

  平日９:００～２０:００ ／ 土曜日１１:００～１７:００ 

法務省管轄支局 国民訴訟お客様管理センター 

〒●●●－●●●● 東京都千代田区霞が関●丁目●番●号 

保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」の 

民間施設棟「東京リハビリテーションセンター世田谷」が開設します！ 

※ 保健医療福祉総合プラザ（区複合棟）は

２０２０年４月に開設する予定です。 

●施設内容 

高齢者支援施設 障害者支援施設 

介護老人保健施設 在宅強化型 

（短期入所療養介護含む） 
施設入所支援

（日中活動と 

一体的に実施）  

施設入所支援 

生活介護 

通所リハビリテーション 

訪問看護 短期入所 

療養通所介護 
障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービ

ス、保育所等訪問支援、技術支援） 

認知症対応型通所介護 基幹相談支援センター（区委託事業） 

訪問介護 

相談支援事業所 

指定一般相談支援 

訪問リハビリテーション 指定特定相談支援（区委託事業） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 指定障害児相談支援（区委託事業） 

居宅介護支援 短期入所（障害児） 

回復期リハビリテーション病棟 
訪問系サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、

同行援護、重度障害者等包括支援） 

地域交流スペース※  

自立訓練（機能訓練、生活訓練） 

※地域交流スペースは、民間施設棟の事業等で使用していない時間は、区民の皆様に貸し出しいたします。 

 利用には、施設への団体登録が必要です。詳細は下記にお問い合わせください。 

 

貸出時間・料金 面積 定員 

９～13時 

4, 000円 

13～17時 

4, 000円 

17～21時 

4, 000円 
267㎡ 102名 

地域交流スペース 

 「うめとぴあ」は、区複合棟と民間施設棟で構成され、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるこ

とのできる地域社会を実現するための保健医療福祉の全区的な拠点です。 

 このたび開設する民間施設棟は、民間事業

者が区との協定に基づき整備・運営する高齢

者・障害者支援施設です。「うめとぴあ」の

一翼を担う施設として、区と相互に協力して

様々なサービスを提供していきます。 

【問い合わせ先】 

●民間施設棟の入所・利用について 

 → 東京リハビリテーションセンター世田谷 電話０３（６３７９）０４２７ FAX ０３（６３７９）０４２８ 

●梅ヶ丘拠点整備事業について 

→ 世田谷区梅ヶ丘拠点整備担当課     電話０３（５４３２）２９３９ FAX ０３（５４３２）３０１７ 

工事中 

２０１９年４月
１日 

「うめとぴあ」は都立梅ヶ丘病

院の跡地に開設します。 

敷地内には,梅ヶ丘病院の前身

である青山脳病院の院長だった

歌人・斎藤茂吉の歌と病院の沿

革を記した石碑があります。  

名称：東京リハビリテーションセンター世田谷 

所在地：世田谷区松原６－３７－１ 

延床面積：約１５，４０５㎡ 

階数：地上８階建 

元号改元に伴うキャッシュ

カードの変更手続きの通

知は詐欺です！ 



～ 平 成 ３ ０ 年 度 に 実 施 し た 松 原 地 区 の 行 事 一 覧 ～ 
 5月12日  春の古着の回収（松原まちづくりセンター、都立光明学園） 

 5月12日  ふれあい小動物広場（松原公園） 

 5月13日  弁天まつり（菅原神社） 

 5月19日  松原地区第50回歩こう会（春）～学園都市成城を巡る ～ 

 5月24日～6月14日  ヨガでしなやかに身体改善（全4回 松原まちづくりセンター） 

 5月25日  春の花の植え替え（松原5・6丁目） 

 5月29日  初夏の寄せ植え講習会（松原まちづくりセンター） 

 6月9日  第37回じゃがいも掘り会（松原4丁目、桜上水2丁目） 

 6月18日､19日､25日  胃がん・大腸がん検診（羽根木公園） 

 6月30日～7月1日  松原１丁目町会ホタル観賞会（松原１丁目町会会館） 

 7月1日  普通救命講習会（松原まちづくりセンター） 

 7月10日～13日  胃がん・大腸がん検診（北沢タウンホール） 

 7月21日  第39回がやがやなつまつり（都立光明学園） 

 7月21日～30日  夏休みラジオ体操（松原１丁目町会会館、弁天児童遊園） 

 7月21日～31日  夏休みラジオ体操（松原小学校） 

 7月22日～31日  夏休みラジオ体操（羽根木公園管理事務所前） 

 7月28日  東松原スキスキサマーナイト（三菱UFJ銀行東松原支店駐車場） 

 7月31日  ごみ減量・リサイクル推進委員会 夏休み親子バス研修（東京都環境公社 埋立処分場 ） 

 8月25日～26日  盆おどり大会とサマーフェスタ（明大前駅前広場） 

 8月25日～26日  しもたかサマーフェスティバル（ひまわり広場） 

 8月29日  親子で学ぶ防災教室 消防士になろう！（世田谷消防署松原出張所） 

 9月9日  松原の文化祭 ふれあい絆フェスタ （都立光明学園） 

 9月29日～30日  菅原神社の例大祭（菅原神社） 

 10月13日  まつばらデイキャンプ2018（松原小学校） 

 10月27日  緑化フェア（弁天児童遊園） 

 10月27日～28日  しもたか音楽祭・地域コンサート（下高井戸商店街、松沢小学校） 

 11月3日  松原三・四丁目わくわくキッズフェスタ（弁天児童遊園） 

 11月7日  秋の花の植え替え（松原5・6丁目） 

 11月10日  梅丘中学校避難所運営訓練（松原5・6丁目） 

 11月17日  秋の古着の回収（松原まちづくりセンター、都立光明学園） 

 11月24日  松沢小学校避難所運営訓練（松原3・4丁目） 

 11月24日・12月1日  第29回ふれあい将棋広場（松原まちづくりセンター） 

 12月８日  松原小学校避難所運営訓練（松原1・2丁目） 

 1月15日～2月19日  第31期健康づくり教室（全6回 松原まちづくりセンター、北沢総合支所） 

 2月23日  第10回梅中・梅の香ふれあいフェスタ、第5回ボッチャ大会（梅丘中学校） 

 3月5日  ごみ減量・リサイクル推進委員会 バス研修会（株式会社ハイパーサイクルシステムズ） 

 3月9日  ～世田谷の歴史・文化に触れる見学会～ 世田谷再発見 国分寺崖線の別邸建築を巡る 

 3月12日  健康講演会｢ラフターヨガ（笑いヨガ）」（松原まちづくりセンター） 

 3月19日～20日  胃がん・大腸がん検診（明大前駅前広場） 

 10月20日  松原地区第51回歩こう会（秋）～ 二子玉川から等々力渓谷へ ～ 

 2月9日～3月3日  第42回せたがや梅まつり（羽根木公園） 

～ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 か ら ７ 月 ま で の 主 な 行 事 予 定 ～ 

松 原 地 区 の 行 事 

５月１１日（土）春の古着の回収（松原まちづくりセンター、梅丘分庁舎（旧北沢保健福祉センター）） 

★５月１８日（土）松原地区第５２回歩こう会（春）～狛江の史跡・多摩川を巡る～ 

★５月２３日（木）～６月１３日（木）ヨガでしなやかに身体改善（全4回 松原まちづくりセンター） 

★６月１４日（金）花の寄せ植え講習会（松原まちづくりセンター） 

★６月２５日（火）～２８日（金）胃がん・大腸がん検診（羽根木公園） 

★７月１日（月）～３日（水）、５日（金）胃がん・大腸がん検診（北沢タウンホール） 

★の行事は事前の申し込みが
必要です。詳細は松原まちづ
くりセンターまで（電話０３
（３３２１）４１８６） 

連載防災コラム～火災を防ぎましょう！～ 

◆ 平成３０年中の火災発生状況（※平成３０年中の数値は速報値です。）＜東京消防庁ホームページより引用＞ 

平成３０年中に東京消防庁管内で発生した火災は、３,９７０件でした。 

また、火災による死者は８７人（うち自損１２人）で、前年と比べ８人増加しています。 
 

【火災種別ごとの発生件数】 

◆ 住宅の火災発生状況と出火原因         ◆ 住宅火災による死者の発生状況と出火原因 
 

平成３０年中の住宅火災は１,４８６件で、

住宅５４３件、共同住宅９４３件でした。 

 

建物火災 車両火災 船舶火災 林野火災 航空機火災 その他火災 治外法権での火災 合計 

２,６９４件 ２２５件 ３件 ２件 ０件 １,０４５件 １件 ３,９７０件 

 自損を除いた平成３０年中の火災による死者

７５人のうち、住宅火災による死者は６７人で

前年に比べ８人増加しています。 

◆ 住宅火災を防いで命を守ろう！ 

こんろ

３００件

20.2%

たばこ

２７５件

18.5%

放火

１１５件

7.7%
ストーブ

９８件

6.6%

ロウソク

３３件

2.2%

コード

２５件

1.7%

火遊び

６件

0.4%

その他

４９２件

33.1%

不明

１４２件

9.6%

平成３０年中

の住宅火災

の出火原因

１,４８６件

たばこ･･･毎年死者発生原因第１位！ 

☞ 寝たばこは絶対にしない！ 

☞ 飲酒→喫煙→うたた寝に注意！ 

☞ 吸殻を灰皿にためない！ 

☞ 吸殻は水で完全に消してから捨てる！ 

☞ 火種を落とさないよう安全な場所で喫煙する！ 

ストーブ･･･最も多い出火原因は電気ストーブ！ 

☞ 周囲に燃えやすいものを置かない！ 

☞ 就寝時や外出時はストーブを必ず消す！ 

☞ 石油ストーブ等は必ず消してから給油する！ 

☞ ストーブの上や近くで洗濯物を乾かさない！ 

☞ ストーブは布団やカーテン等の近くに置かない！ 

こんろ･･･住宅火災発生原因第１位 着衣の着火に注意！ 

☞ 調理中に離れない！ 

☞ 周囲に燃えやすい物を置かない！ 

☞ 防炎製品のエプロンやアームカバーを着用する！ 

☞ 火が鍋等からはみ出さないように火力を調整する！ 

☞ 安全機能付き（Ｓｉセンサー）のこんろを使用する！ 

コード･･･身近に潜む火災の危険！ 

☞ 使っていないプラグは抜いておく！ 

☞ プラグ、コンセントは定期的に掃除する！ 

☞ タップは決められた容量内で使用する！ 

☞ 家具などの下敷き、折れ曲がりに注意する！ 

☞ 束ねたまま使用しない！ 

使い方や捨て方を誤ると身近な物でも火災発生！ 

電子レンジ ☞ 食品等を必要以上に過熱したり、おしぼりを温めるなど誤った使い方をすると、出火の危険あり！ 

リチウムイオン電池 ☞ 携帯充電器、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン等に使用されているリチウム 

イオン電池が充電中や使用中に出火する火災が増加！誤った方法で充電すると過充電にな 

り、出火の危険あり！また、落下や分解等の外力で電池が損傷すると、出火の危険あり！ 

食品についてる石灰乾燥剤 ☞ 石灰乾燥剤と水分を含んだ生ごみを一緒にすると危険！乾燥剤に含まれている生石 

灰は水分と化合すると高熱を発するので、周囲に可燃物があると出火の危険あり！ 

使い捨てカイロ ☞ 発熱が完全に終わってから捨てる！（※使い捨てカイロは不燃ごみで出してください。） 

たばこ

２６人

38.8%

ストーブ

９人

13.4%

ロウソク４人

6.0%

こんろ ３人

4.5%

その他 ６人

9.0%

不明

１９人

28.3%
平成３０年中の

住宅火災の出火

原因別の死者数

６７人

住宅火災による死者６７人のうち、

４９人が６５歳以上の高齢者で、全

体の７３.１％を占めています。 

≪秋の古着の回収≫ 

≪親子で学ぶ防災教室≫ 

≪春の歩こう会≫ 

≪普通救命講習会≫ 


