
回 覧                    令和４年 2 月 12 日 

上 志 段 味 自 治 会 だ よ り 
 

１ 自治会と共助 

 突然ですが、今回は自治会活動費用についてお話させていただきます。１月２３日付

の某新聞朝刊に「町内会長日記・コロナ時代の共助」と題した連載記事がありました。

自治会が地域を支える「屋台骨」となり、自治会員皆さんから徴収した会費で、地域の

様々な活動組織の運営費となっていることなどを紹介した内容でした。 

上志段味地区内に自治会員とそうでない方が存在し、地域活動の費用負担は会員が担

っています。一方、非会員の方にとっても現状の生活に不便をしていないとなれば、自

治会の存在と会費は必用ですか?・・とか、究極は「加入は任意ですよね・・・」とな

ってしまいます。 

私たちの上志段味自治会は１３地区自治会からなり、分

担金を各自治会から徴収し地区全体に係る事業などに支出

しています。今年度は、公民館修繕工事、防犯カメラの設置

工事や地区情報発信の IT 化を進め、ホームページの更新と

LINE の活用など、広く多くの皆さんに情報の受け取りや利

用しやすい状況など整備しました。また、従来からの地域安

全安心に関わる青色防犯パトロール、町内のゴミ等美化活

動の保健環境、消防団、町の夕刻を明るくしている防犯灯の

設置と電気料金など、これらの運営費に支出しています。 

少し話が変わりますが、地域の人口と年齢構成について１２月の自治会だよりでお伝

えしましたが、ここ数年で新しく入居されたご家族が急増しました。しかし、その多く

が自治会に未加入ではないでしょうか。最近の報告では加入率が下がっています。 

地域皆さんにとってこの上志段味地区が、「今も、これからも住みやすい街」となる

ために共助の考えと皆さんのご理解と協力、つまり「地域やコミュニティといった周囲

の人たちが協力して助け合うことで、住みやすい街を作りたい」と考えています。 

今まさに、コロナ感染状況が不明確で今後も予定した計画の実施が不可能になること

も考えられます。しかし、上志段味自治会は「今できる事を模索し、計画的に進めてま

いります」。引き続き、皆様のご意見とご協力をお願いいたします。 

 

2 ペットの💩「汚物」処理しましょう 

 週末や平日の夕刻、公園や空き地は子供たちの遊

び場天国。しかし、その場所の隅に目を向けると「気

になるものが・・」。こんな経験皆さんはありません

か。最近自治会へ「フン問題、何とかしましょう」

との声が届き、保健環境委員とも相談し看板設置し

ました。ペットは家族の一員です「ウンチの処理」

も、ご家族とご家庭の責任でお願いします。 

 アッ❕

❕

、靴底に匂う💩が・・・。こんなこと、皆さん嫌ですよね。 



3 自治会・IT推進委員会が名古屋市地域振興課と意見交換会実施 

自治会情報の発信に大きく貢献している「IT推進委員会」が、１月 21日、名古屋市

地域振興課との意見交換会が zoomで行われました。毎月発行の電子回覧板などWEB

サイト活用や、LINE 公式アカウントでの情報配信活動が、市の地域振興課の目に留ま

り、市内 230以上ある自治会のなかで「上志段味がトップを走っている」と高く評価

していただきました。今回市は自治会 ICT 化の成功事例として取り上げ、広く紹介し

たい狙いもあるようで、今後も定期的に市担当者と意見交換を行い、これまでの経緯や

今後の課題など協議していく予定です。 

今回、名古屋市よりお認めいただいたことは、IT委員会の皆さんの献身的な働きとご

協力、更に地域の皆さんに日頃からWEBサイトや LINE を有効に利用と活用していた

だいているおかげと感謝しております。 

自治会も今年度、若いご家族の増加を見越しWEBサイトの充実と有効活用、それを

担っている IT 委員会を自治会の下部組織として位置づけ組織化しました。１月末現在

の自治会 LINE 友だち登録数は 643 人で７割が女性、その半数以上が 30～40 歳代

ですが、今後も自治会の新企画のご案内や住民皆さんにとって有効な情報、住みやすい

街づくりの取り組みなど発信してまいります。 

地域にお住いの方で、ホームページをご覧になっていない方、登録がまだお済でない

方は、「上志段味自治会」で検索し、友だち登録よろしくお願いします。 

 

≪さらに、自治会と IT 委員会より追加情報です≫ 

❶おゆずり会の実施・・・3月 5日(土) 

上志段味公民館で“未就学児用品のおゆずり会”を開催します。ご家庭で使わなくな

った育児用品を必要としている人に“おゆずり”しませんか？。3 月 3 日

(木)と 4日(金)の午前中に公民館でゆずりたい物の回収をします。 

詳しくは https://www.kamishidami.net/oyuzuriをご確認ください。 

 

❷上志段味ゆるさぽ・・募集中 

 自治会は新年度行事をコロナ過ですが現在検討中です。２年間にわたってほとんどの

-行事が中止となり、これまで蓄積された人や情報が乏しくなっています。 

そこでイベント時のお手伝いなど、自治会の活動をサポートしていただける方を募集

します。お時間のあるとき、興味のあるイベントだけ、という形で結構です。上志段味

自治会を「ゆるくサポート」しながら応援していただけるという方がいらっ

しゃいましたら、ぜひご登録をお願いします。 

詳しくは https://www.kamishidami.net/supportをご確認下さい。  

新しくこの上志段味にお引越しされた方も、大歓迎です。 

 
❸スマホ教室の開催・・・３月１１日 無料 

 総務省が令和 3年度発表の情報通信白書では、「日本の世帯におけるスマートホンの

保有率が８割を超えた。また、スマートホンによるインターネット利用率も 68.3％と

なり、パソコンなど他の端末に比べても最も利用率が高い」、と報告しています。 

皆さんのご家庭でも１台はあると思います。自治会では、３月１１日に６５歳以上向

けの「スマホ教室」を無料で開催します。今月の回覧物をご覧ください。 



もち

もの

注意

事項

上志段味⾃治会が提供する地域情報を⾼齢者
のかたが、活⽤しやすくなるようにサポート
します。

スマホ教室スマホ教室
無料！上志段味⾃治会員対象

無料

対象
令和４年１⽉１⽇時点で６５歳以上で、ひきつづき

来年度以降も⾃治会員でいる予定の世帯のかた

場所

時間

普段使っているスマートフォン

まだスマホをもっていない⽅には、当⽇無料貸出

当⽇、アカウントやパスワードが必要です。会場

でよその⽅のいるときに決めるのは危険ですの

で、事前に⽤意しておいてください。

上志段味公⺠館 ３⽉11⽇（⾦）

午前の部 ９：００〜 

先着順　１０名　事前予約制　受付　052-737-1713（さかきばら宛）
平日　午前９時から午後４時までにお電話ください

上志段味⾃治会・IT推進委員会(上志段味ゆるさぽ)主催

※今後定期的に開催予定です。できるところからぜひ参加してみてください。
※感染症対策等で中⽌・延期の際は個別にご連絡いたします。受付時に⽇中の連絡先をおし
えてください。



詳しくは裏面へ！両日とも 10：00～12：00

3月 3日（木）＆4日（金）
＊回収日時＊

おゆずりしたいもの、持ってきてください！

詳細はおゆずり会サイトで！

ゆずってもらったものを持ち帰るためのエコバッグ
※お持ちの方はサンクスチケット

サンクスチケット

お渡しします！

＊もちもの＊

未就学児（0才〜6才）の育児用品や子ども服、おもちゃなど

＊対象となるもの＊

上志段味公民館 ホール会場

おゆずり
の
日時

※お車でお越しの場合は、しだみゅーの駐車場をご利用ください。
大型品をお持ち帰りの際は、公民館前の広場に一時駐車してください。

※9：00〜10：00 は、妊婦さんとそのご家族、およびサンクスチケットをお持ちの方のみ対象！

9：00～13：00

まだまだキレイで使えるのに、子どもが遊ばなくなったおもちゃ。
いただきもので大切にしていたけど、サイズアウトして着なくなった子ども服。

そんな子育て用品を必要とする方へお譲りするイベントです。

おゆずり会
ありがとう

3月5日

自分がもらう立場になった時、もらってうれしいもの
次に使う人が喜んでくれそうなもの

Take free!

どうぞ 参加無料・お持ち帰り無料

当日9:00〜
優先入場できる

https://www.kamishidami.net/oyuzuri



両日とも 10：00～12：00

3月 3日（木）＆4日（金）

主催 :上志段味自治会・こども用品おゆずり会実行委員会 (上志段味ゆるさぽ )

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等の
渡航、または該当在住者との濃厚接触がある場合。

・同居家族や身近な人に新型コロナウイルス感染が疑われている方がいる場合

・37.5℃以上の発熱や、風邪症状があるなど、体調が優れない場合

下記の場合は、参加をお控えください。

マスクを着用し、密集を避けての参加をお願いします。 ※イベント中止・延期などの場合は W EBサイトおよび LINEにてお知らせします。

おゆずり品はスタッフによる除菌を行います。

運営スタッフは検温・体調チェックを行い、マスクを着用します。

受付テーブルに手指消毒用アルコールと体温計を用意します。

＊感染対策について＊

まずはサイトでゆるさぽについてチェック！お気軽にご参加ください！
上志段味を盛り上げるお手伝いをしてみませんか？

ゆるさぽメ
ンバー!

集まれ !!

ホームクリーニング済みのきれいな状態でのお持ち込みをお願いします。おゆずりするのに相応しくないと主催者側で判断した場合は、当日会場に
並べないことがありますのでご了承ください。
ゆずり先のなかったものは、主催者側で処分させて頂きます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

「自分がもらう立場になった時、もらってうれしいもの」
「次に使う人が喜んでくれそうなもの」をお持ち込みください。

おゆずり会は、不用品処分の場ではありません。
詳しくは『おゆずり会サイト』をよくご確認の上、ご検討をよろしくお願いします。

＊おねがい＊

絵本・電子玩具・大型玩具・C D・D V D
ぬいぐるみ・布団類 ミルク・離乳食などの食品

肌着、よだれかけ、おむつ、おしゃぶり、哺乳瓶などの
衛生用品（未使用品も N G）

壊れているもの・汚れのひどいもの・ほつれているもの

NG

大型品の回収をご希望の場合は、事前に
L INE公式アカウントよりご連絡ください。

ベビーカー、ベビーベッドなど大型品、
抱っこ紐、子ども服飾品、おもちゃなど

OK

＊回収できないもの＊＊回収できるもの＊

※スタッフに直接お渡しください

上志段味公民館 玄関口
＊回収場所＊

※平日午前のみの回収です。お友達のものをまとめて持って来てくださっても結構です。

＊回収日時＊

おゆずりしたいもの、お持ちこみください！

https://www.kamishidami.net/support

上志段味自治会
LINE公式アカウント















令和４年１月中、愛知県内では、オートバイ運転中の方が

亡くなる交通死亡事故が４件連続発生しています。

ガードレール 車両単独事故

出合頭事故

右折直進事故

オートバイ交通死亡事故多発！！
速度の出し過ぎに注意！！

一時停止場所で停止することなく

交差点に進入し衝突

確実な一時停止と交差点では十分な

安全確認を

信号の変わり目で無理に交差点に

進入し対向右折車両と衝突

安全な速度で無理のない運転を

カーブでスピードを出し過ぎて

運転操作を誤り転倒

運転技術を過信せず安全運転を

● スピードの出し過ぎに注意！

視野が狭くなり、認知・判断能力が低下し危険です。

● 通勤時の事故多発！

出退勤時は、ゆとりを持った安全運転に努めて下さい。

● 運転技術を過信しない！

慣れは事故を招きます。慣れが生まれる40、50歳代は要注意です。
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愛知県警察本部交通部交通総務課 交通死亡事故抑止総合戦略室

夕暮れ時の前照灯早め点灯をお願いします！！

（３月の点灯時刻の目安は、午後5時00分です）

３月は、横断中と単独事故が多発
≪ 過去５年３月 事故類型別・死者数 ≫
（人

３月は、夕方の５－７（ゴーナナ）魔の時間に引き続き注意！

≪ 過去５年上半期 旬間別・１時間あたりの死者数 ≫（人）
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【 横断中と単独事故の特徴 】

〇 横断中は、交差点（交差点付近

を含む。）内での発生が９割以上

〇 単独事故は、規制速度超過による

ものが半数以上

〇 単独事故の四輪車死者の半数は、

シートベルト非着用

約3倍

２人
（20％）

8人
（80％）

左折時は
発生なし

2人
（１00％）

路外
1人

※ 過去５年（H29～R3）に発生した交通死亡事故等を分析した結果です。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月１日 

愛 知 県 警 察 本 部 

生 活 安 全 総 務 課 地域安全対策ニュース 

「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて 

 

 

https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/higaiboushi/images/bouhansengen.pdf 

 ・防犯対策に特効薬 

はありません。 

・対策の積み重ねが 

安心につながります。 



犯罪の未然防止に向けて…

～名古屋市犯罪抑止対策～
生活安全総務課

愛知県警察本部

令和４年２月９日

●高齢者に被害が集中
被害者の年齢を見ると、６０歳から８０歳代

の割合が全体の約９割を占めた。

●女性の割合が高い
被害者の性別を見ると、
女性の割合が全体の約７割を占めた。

●特定車種に被害が集中
（ランドクルーザ（プラドを含む）、レクサスLX、
プリウス、レクサスRX等）に被害が集中。

確実な施錠！補助錠の活用！

８７４件 被害総額 約１３億７，０４９万円

※ 約１５３万円(愛知県内）

●窓・玄関からの侵入が約８５％
ガラスを割って侵入されたり、無締り箇所からの
侵入が多い。

●被害総額が高額化
住宅対象侵入盗
１件当たり被害総額（名古屋市）

約２７７万円

※性犯罪は、強制性交等罪及び強制わいせつ罪の合計です。 ※実質被害総額は、被害総額にキャッシュカード手交型被害における事後被害の窃取額を加算した金額。千円以下は切り捨て。

特殊詐欺〔県内〕

「被害防止機能付き電話機」の活用、在宅時でも「留守番電話設定」に！

自動車盗

●被害車両の「盗難防止装置」設置率
は高いのに盗まれている！！（全国比）
施錠する、鍵を抜く、イモビライザーを装着した
にもかかわらず被害が発生。

複数組合わせの防犯対策を！

住宅対象侵入盗

住宅対象

侵入盗
事務所荒し 出店荒し

認知件数(件) 15,840 570 277 64 76 307

増減(件) -385 -83 -26 -4 -58 +97

増減比(％) -2.4% -12.7% -8.6% -5.9% -43.3% +46.2%

認知件数(件) 3,451 148 認知件数(件) 462 実質被害総額（円） ６億７，４８７万

増減(件) -34 +14 増減(件) +218 増減（円） +１億１，９１０万

増減比(％) -1.0% +10.4% 増減比(％) +89.3% 増減比(％) +21.4%

刑法犯総数

（名古屋市）
侵入盗 自動車盗

自転車盗 性犯罪 特殊詐欺〔暫定値〕

（名古屋市部･･･尾張旭市を含む）

（名古屋市）
〔確定値〕

令和３年中は、特殊詐欺、自動車盗などの罪種が前年比で増加しました 。

罪 種 別 の 具 体 的 な 防 犯 対 策 を 理 解 し て 、 複 数 の 対 策 を し ま し ょ う 。

























61.7％
33.3％

生活安全総務課

愛知県警察本部

令和４年 ２月1 4日
「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

心理学者による特殊詐欺被害者の特性分析結果(抜粋)

新たな手口を知らない
キャッシュカードを新しいものに交換すると言い

手渡しさせる手口

キャッシュカードを保管するようにと封筒に入れさせ
すきを見て別の封筒とすり替える手口

有料サイトの未納料金等の名目として
電子マネーの購入やコンビニ決済をさせる手口

訴訟関係費用を名目としたハガキや封書が届き
現金を送付させる手口

令和２年中の特殊詐欺被害者(397名)及び犯行を自ら看破した方(84名)の心理を比較
(南山大学土屋耕治准教授(心理学)、名城大学原田知佳准教授(心理学)が分析)

人に対する信頼性が高い
「私は人を信頼する」「ほとんどの人は信頼できる」等の質問に対して「全く思わない～非常にそう思う」の６段階で回答を求めた。
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被害者
犯行を自ら看破した方

と思っている被害に遭わない

新たな手口を知ろう

いったん切り、確認の電話をしよう

(TV、新聞に次ぐ情報源)回覧板の情報
を注意して見聞きしている

孤独感が高い

!!
!!

電話の相手は本当に息子？市役所職員？警察官？

ニュースや新聞、回覧板等を注意して見聞きして

「人と親密だ」「自分を理解してくれる人がいる」等の質問に対して「全く
ない～常にある」の４段階の回答を求めた。

特殊詐欺被害に遭われた方は自ら看破した方と比べて、下記の傾向があることが判明



・確実な施錠

生活安全総務課

愛知県警察本部

令和４年２月15日
「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

～新生活を始める皆さんへ～

１

自転車の盗難防止・安全利用について、もう一度確認を。

盗難防止

施錠なし
６３.６%

施錠あり
36.4%

令和３年中（県内）
盗難時の施錠状況

いつでも、どこでも、短時間でも、
確実な施錠を徹底する。

・ツーロックが効果的

令和３年中、県内では７,０５８件の自転車の盗難被害
が発生しました。盗難時の６割以上は無施錠でした。

２

自転車の防犯登録について
車の自転車の防犯登録は、義務づけられています。万が一、盗難被害にあった場合は、防

犯登録番号などによって盗難手配を行うことができます。
「防犯登録」についてのQ＆Aは、県警ホームページに掲載中！

保険等への加入

※１～３は、「自転車の安全で適正な利用の促
進に関する条例」で規定されています。

自転車損害賠償責任保険 への加入が義務化されています！

３

ヘルメット着用

大人も子供も乗用中はヘルメット を着用して、安全に自転車を利用しましょう。

県警HP

自転車を、安全・安心に利用しよう

ワイヤー錠などで、鍵を２つかけて
防犯力をアップ！
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