
天王台南地区地域会議 

平成３０年度第２回あいさつ運動推進委員会議 議事録   （HP 用） 

 

１ 開催日時 平成３１年２月２３日（土）１３時３０分～１6 時１0 分 

２ 場  所 近隣センターこもれび 多目的ホール 

３ 参 加 者  

（1）自治会：我孫子市天王台自治会、藤和天王台ハイタウン自治会２名、笹山町会、 

東高野山自治会、岡発戸自治会、東我孫子区自治会、高野山自治会、早稲田地区自治会、

滝前自治会。9 自治会 10 名 

(2) 天王台地域防犯連絡所・我孫子市防犯指導員 1 名 

  (3) 第３地区民生委員・児童委員協議会  1 名 

(4) 我孫子市役所 市民活動支援課 1 名 

(5) 天王台南地区地域会議推進委員 ：委員長、副委員長、事務局長、こども分科会座長、防災・

防犯分科会座長代理、地域活性化分科会座長、事務局員 6 名。計 12 名 

    会議出席総計 25 名 

 ※配布資料 

    ・会議次第 

・あいさつ運動推進委員名簿 

    ・天王台南地区地域会議 平成３０年度第２回あいさつ運動推進委員会議 資料 

４ 議  事 

(1) 司会者挨拶（副委員長）概要 

本日は、皆様土曜のお忙しいなか、お越しいただきましてありがとうございます。この

天王台のあいさつ運動推進委員会議は、昨年１１月に行われまして、今回 2 回目というこ

とです。今日も我孫子市市民活動支援課から課長にもご参加して頂き、地域会議の一環と

してのあいさつ運動推進委員会議を、お手元の資料に従いまして進めさせていただきます。

先ずは推進委員長でありますこもれびまちづくり協議会の会長よりご挨拶いたします。 

(2) 推進委員長（ こもれびまちづくり協議会会長）挨拶概要 

本日はお忙しい中、ご出席頂きありがとうございます。今日は、あいさつ運動推進会議

2 回目の会議ということで前回 7 月に行った天王台南地区地域会議において、あいさつ運

動の推進についてご賛同を頂きスタートいたしまして、今回 2 回目の推進委員会議となり

ました。現在は、推進委員が中心となりまして天王台駅頭と東我孫子駅頭であいさつ運動

のキャンペーンということで始めました。１２月、1 月、2 月と行いまして、3 月にもう

一回１０．１１、12 日と 3 日間予定しているところでございます。これまではキャンペ

ーン期間中だと思っておりまして、これから毎月 10 日をあいさつ運動の日と考えて、皆



様のご協力を得て南地区全域に展開活動を拡げていきたいと思っていますので、是非これ

からもよろしくお願いいたします。 

(3) 我孫子市市民活動支援課挨拶（課長）概要 

 私もあいさつ運動ということで、微力ながら、今回の早朝の天王台駅と東我孫子駅頭で

のあいさつ運動に昨年から参加させて頂きました。運動開始当初は、なかなか返事が返っ

てこなかったのですが、回を重ねるごとに歩行者さんからあいさつを返して頂くようにな

りまして、朝から気持ち良く仕事ができる気持ちになりました。我孫子市内の他の自治会

レベルですけれども、あいさつ運動を行っている地区もございまして、その活動が浸透す

るまで 5 年掛かったという話を聞いたことがあります。こちらは、南地区全域で頑張って

いるということで、もっと早く浸透するのではないかと感じます。ありがとうございまし

た。あいさつは地域コミュニティの基本だと思いますので、私ども支援課といたしまして

も、全力でサポートしていきますので、今後ともよろしくお願いします。 

  （司会 副委員長）それでは資料に基づき説明しますが、地域会議推進委員が行ったあいさつ運動

の推進と自治会が行ったあいさつ運動の推進別に経過報告と 31 年度の課題 ・方針をま

とめてありますので宜しくお願いします。 

議題 1.及び 2.の資料に沿って説明（事務局長）  

    事務局長より、以下の各項目についての説明を行いました。また４月以降のあいさつ運  

動の駅頭での実施日の詳細（ルール）について提案するとともに、自治会・各種団体から

の参加協力を依頼しました。 

１．あいさつ運動の経緯 

２. あいさつ運動の展開状況 

(1) 地域会議推進委員中心の展開 

1) 駅頭におけるあいさつ運動の推進 

2) 宣材の制作と使用 

3) P R 活動 

以上の説明後、各内容に係る課題、案等について以下のとおり意見交換を行いました。 

  （司会 副委員長）まずは、昨年 12 月から 2 月まで延べ１４7 名が参加しました駅頭での 

あいさつ運動に参加された皆様から、運動の感触あるいは感想を伺いたいと思います。 

藤和天王台ハイタウン自治会委員いかがでしたでしょうか 

  （藤和天王台ハイタウン自治会 委員）私のあいさつ運動は、個人的に 10 年程前から街角 

で行っておりますが、駅頭でと何ら変わりないと思います。あいさつは顔と顔、目と

目が合ってするもので、合わないとなかなか難しいと感じます。10 年間おこなってい

ても一度も返ってこないこともかなりございます。しかしあいさつは人間社会におい

ての基本だと思います。駅頭では、地道な活動を続けて行きたいと思います。 



（司会 副委員長）ありがとうございました。それでは次に東高野山自治会委員お願いします。 

（東高野山自治会 委員）駅頭でのあいさつ運動には、両駅に当自治会から会長以下数人参加し

ましたが、この他にも自治会内の登校通路や街角に立って頂き、運動を行い推進して

いる事に喜んでいるところです。 

（司会 副委員長）ありがとうございました。高野山自治会委員お願いします。天王台駅まで遠

いところご苦労様でした。 

（高野山自治会 委員）２月にはインフルエンザのため欠席したのですが、12，1 月と駅頭参加

の感想を申し上げます。始めは返事がほとんど返ってこない状況でしたが、1 月には声

を出して返ってくるようになりました。これからも駅頭でのあいさつ運動に参加する

つもりです。 

（司会 副委員長）ありがとうございました。東我孫子駅頭での参加頂きました東我孫子区自治

会委員お願いします。 

（東我孫子区自治会 委員）私は2月に参加させて頂きました。今回あいさつする側ではなくて、

される側としたらどうなのかを考えました。あいさつを自分に対してしてくれているの

かどうかをはっきり認識してくれないと対応できないのかなと思います。 

（司会 副委員長）ありがとうございます。運動は来月もございますが、4 月以降も 10 日を運

動の日として続けて行く予定です。駅頭での参加されなかった推進委員の皆様で何かア

ドバイスでも頂ければお願いいたします。 

（藤和天王台ハイタウン自治会 委員）私は、通行人としての立場で申しますが、天王台駅に

おける運動員の配置がフェンス側に多いが、駅に来る人からは見えない。タクシー乗り

場側に並んだ方が良いと思う。今後の課題ではないか。通行の妨げにならないよう、一

方人数が多いほど効果があると思います。また、横断幕は目立たなく、のぼり旗の字が

小さく、南地区地域会議を表示する意味があるのか。あいさつ運動を表示するだけでよいの

では？ 

（滝前自治会 委員）標語ポスターの活用をし、これまでの作品以外の作品を更新し数を増やし

てみてはいかがですか？ 

（司会 副委員長）ご意見ありがとうございました。それでは休憩を挟みまして、議題２ 

あいさつ運動の展開状況（２）自治会・各種団体における運動推進状況についてご報告 

お願いいたします。 

     

   ― 休 憩 ― 

（２）自治会・各種団体におけるあいさつ運動推進状況 

1) 各委員から状況報告 



2) 自治会に於けるあいさつ運動推進 

3) 自治会のあいさつ運動推進に対する検討課題 

 

（司会 副委員長）それでは各委員さんから以上の項目について報告お願いいたします。 

（我孫子市天王台自治会 委員代理）当自治会委員に代わり出席しました。委員からの報告書を

報告させて頂きます。先ず 10 月の自治会定例会において、あいさつ運動を 展開し

ていこうと決議し、今年になって駅頭等での積極的参加を行うことを確認しました。

次に 1 月発行の自治会だよりにあいさつ運動推進記事内容を掲載しました。最後に、

防犯パトロール活動を毎月 1 度行っていますが、その時に積極的行動を図って声掛け、

あいさつをしていくようにしました。 

（司会 副委員長）それでは、席順に沿って藤和天王台ハイタウン自治会委員お願いします。 

（藤和天王台ハイタウン自治会 委員）昨年の会議後、当自治会発行の自治会だより 11 月号

に A4 サイズの半ページを割いて、「あいさつ運動推進委員会議について」の記事を掲

載しました。また発行日は毎月１日に発行しておりますが、その紙面に天王台駅前で

のあいさつ運動の実施と今後のスケジュール、参加の要請もいたしました。しかしな

かなか参加は厳しい状況です。当自治会の副会長の小関さんが毎日五差路付近であい

さつをされております。 

（笹山町会 委員）あいさつ運動は特に目立ったことはしていません。 

（東高野山自治会 委員）自治会発行の“あやめ通り”機関紙に前回会議の資料をコンパクトに

して発行・ 配布し、あいさつ運動の大切さをアピールしました。 

（岡発戸自治会 委員）回覧板により毎回あいさつ運動の PR を行い併せて標語も掲載してい

ます。 

（東我孫子区自治会 委員）自治会発行の“東我孫子だより”にあいさつ運動の記事内容を掲 

載しました。 

（高野山自治会 委員）運動を自治会内で発信しました。 

（滝前自治会 委員）ラミネート加工の標語ポスター追加 8 枚を含め 10 枚を、自治会内の掲示

板等に掲示した結果、効果ありました。警察の防犯セミナーにおいてもあいさつ運動の

効果ありの説明がありました。ポスターも色あせ感があるため、更新が可能であれば、

作成してほしい。 

（天王台地域防犯連絡所 委員）警察署とこの委員会との間で、今後何をすべきかを考えて

ゆきたいと思います。 

 

（東高野山自治会 委員)我が自治会内では、防犯パトロール活動を 10 年間１５～２０名 3

カ所を行っていますが、今回のあいさつ運動も息の長い活動にするために時間をか



けて行っていきたいと思います。 

（第三地区民生委員・児童委員協議会 委員）民生委員の１名が参加していますが、私も 

駅頭の活動にできるだけ参加したい。あいさつ運動のやることの意義を考えながら

活動していきたいです。 

〔司会 副委員長〕来年度の検討課題に地域の中にあいさつ運動が見えるようにすることが 

大切と考え、のぼり旗・ポスターの追加などを提案していますが、皆様のご意見が

あればお聞きしたい。 

    (藤和天王台ハイタウン自治会 委員)のぼり旗は高価なので、駅頭では夏にうちわを配った

らどうか。朝電車の中で使える。うちわなら安価で作成できる。 

    ポスターは、ぱっと見た時に目に留まるものでできるだけ簡略なものが良い。 

（司会 副委員長）事務連絡を事務局から行います。 

（事務局長）次回あいさつ運動推進委員会議を６月２３日（日）に開催しますが。委員の皆

様には継続して推進委員を続けて頂きたい。役員交代に関して推進委員の交代が必

要な場合は必ず推進委員の引き継ぎ変更を事務局に届けてください。 

（司会 副委員長）ありがとうございました。そろそろ、お時間も丁度予定時間となりました 

ので、これで終わります。本日はありがとうございました。 

 

（７）次回あいさつ運動推進会議 開催予定  

① 開催日時：2019 年 6 月 23 日(日) １３：３０～１６：00 

② 会議内容  

自治会内でのあいさつ運動推進 

新年度の活動方針 

宣材の表示内容及び活用方法等 

今後の展開の意見交換     

（書記・記録）こもれび地域活性化分科会委員  担当 

 


