
  

「豊水横断歩道橋の取り扱いに関する協議会（第「豊水横断歩道橋の取り扱いに関する協議会（第「豊水横断歩道橋の取り扱いに関する協議会（第「豊水横断歩道橋の取り扱いに関する協議会（第 3333 回）」議事録回）」議事録回）」議事録回）」議事録    

 

 日 時：平成27年 9月 4日（金） 10時 30分～11時 45分 

 場 所：豊水会館2階和室 

  

 

歩道橋歩道橋歩道橋歩道橋撤去、存続に関する意見撤去、存続に関する意見撤去、存続に関する意見撤去、存続に関する意見募集の結果について募集の結果について募集の結果について募集の結果について    

第２回の協議会で要望を含めたご意見により横断歩道橋に撤去についての看板を立てて、

意見の徴取をしたらどうかとの提案があり、看板を設置した結果、その意見について事務局

の方からご報告をしたいと思います。 

 

資料１が今回寄せられた意見です。歩道橋の看板については、７ページの内容の看板を４

箇所設置しました。また、グレートヒルアクアフロントマンションについては、こちらのマ

ンションの住民の方の利用が一番多いだろうと、同様のチラシを全戸配布して意見を募集し

たところです。看板の設置期間は５月１８日から６月１４日までの４週間です。 

その結果、地域住民、マンション住人など５件の意見が看板設置時、電話、ホームページ

への投稿で寄せられております。 

前回の協議会の中で、意見はすべて報告して欲しいとのことでしたので、５番目の方は多

くの意見を頂きましたので、別紙ということでホームページに寄せられた全文でございます。 

５件の意見を資料１の表に基づき説明。 

 

以上が第２回目の協議会のご提案に基づきまして、看板の設置またはチラシの配布、ホー

ムページへの掲載をしましたところ、５件の意見が寄せられ今ご説明した内容でございまし

た。それを含めて後で意見交換をしたいと思いますが、その前に、第２回目の時も、現在の

信号機の制御、今回のご意見にも信号機の話が出ていました。本日は、中央署の方が来られ

ていますので、押しボタン信号機の時間ですとか信号機の連動や周辺の事故等について説明

していただきたいと思います。 

 

現状の信号制御（押しボタン信号機の連動等）について現状の信号制御（押しボタン信号機の連動等）について現状の信号制御（押しボタン信号機の連動等）について現状の信号制御（押しボタン信号機の連動等）について    

前回の協議会の中で信号機の話が出ておりましたので、私の方から信号機について説明し

ます。 

まず連動についてですが、この信号機自体は押しボタン式信号機ですが連動しています。

連動はしているのですが、その前の変則交差点、北に向かう創成川幹線道路との連携を取り

ながら、連動している押しボタン信号機になりますので、かなり複雑な制御となっています。 

皆さん方の連動というイメージであれば、だいたい一つのタイミングで変わるというのが

連動だと思っていると思いますが、この信号機の押しボタンについては、二つのタイミング

で信号を変えています。そのため、連動していないのではないかとの見え方をするかもしれ

ませんが、連動はしております。 

前回の協議会で昼夜間の時間、これが違うのではないかとの話がありましたが、創成川幹



  

線の全体の周期が影響してくるものですから、時間については当然変化しております。昼に

ついては、全体の周期は長く取っていますので横断秒数は長く取っていますが、夜について

は、周期が短くなっていますので横断秒数も短くなっています。しかしながら、最低の横断

秒数は道路の幅員によって決められていますので、この秒数自体は確保されています。 

変則的な交差点なので、安全にというのであれば一つのタイミングで動かすのがベストな

のですが、横断者が相当長い時間を待つことになる。そこで、ここは二つのタイミングで制

御されています。 

続いて交通事故の発生状況ですが、平成２４年から２６年の３か年の人身事故についてで

すが、２４年は１件、２５年１件、２６年０件、そして２７年は今の段階で１件発生してい

る状況です。 

    

撤去、存続に関する意見交換撤去、存続に関する意見交換撤去、存続に関する意見交換撤去、存続に関する意見交換    

意見交換の前に、これまで２回の協議会の中で歩道橋が撤去された場合、札幌市としてど

のような安全対策が可能なのか、ある程度、具体的に見えないと議論が進まないとの意見も

ありましたので、横断歩道橋が撤去となった場合の安全対策を考えて来ましたので説明した

いと思います。 

あくまでも、撤去しなければならないということではなく、撤去した場合、また、今まで

の意見を伺った中でどういう対策がとれるのか検討したものです。 

資料３で説明したいと思います。表の案については周知をするということです。資料を付

けていますのでそれにしたがって事務局から説明します。 

 

資料３の２枚目の図面が安全対策案ということです。赤い色が安全対策となります。歩道

橋が撤去されますと、歩行者は南側の押しボタン信号機を利用することになりますが、現在

の南７条線は、北側歩道橋側に 3.5ｍの歩道がありますが、南側には歩道がない状況になっ

ております。青色で道路の幅員構成を書いてありますけれども、歩道 3.5ｍ、車道 6.5ｍと

なっております。 

そのため、北側の歩道を歩いてきた人が南側に渡るためには、豊水通の交差点まで行って

歩道の巻き込みの部分を渡ることになります。図面の点線の青矢印のように渡ることになり

ます。青点線の逆方向に渡ろうとする人は、南７条線の南側に歩道がないために、突然歩道

がない状況となり、歩行者からも車からも見通しが悪くお互い気づきにくい状況となってい

ます。 

そこで、対策案としましては、南７条線の道路構成を変更して南側に 1.5ｍの歩道を設置

し、北側の歩道の巻き込みを小さくし、歩行者の溜まりのスペースを作ることで、北から南

に渡る人のななめ横断する距離が短くなります。 

南から来た人は、たまり空間ができますので南７条線を来る車の見通しが良くなり、いき

なり車道に飛び出すことなく、人と車がお互い確認できる状況になります。 

ただし、1.5ｍの歩道をつけますと現在車道が6.5ｍなのですが、5.0ｍと狭くなることと、

南側の土地利用として駐車場がありますので歩道の構造についてさらに検討が必要になり

ますし、交差点の形状につきましても警察署との協議が必要になりますので、これが決定で

はなく、あくまで対策案の段階でございます。 



  

その他、押しボタン信号機の視認性の問題がありまして、歩道橋がなくなることによりま

して視界が広がって今よりも押しボタン信号機が見やすくなると思いますけれども、さらに

ドライバーに対しての注意を促すということで、創成川通から豊水通に入ってくる手前、直

線部分と側道部分に注意喚起の看板を設置することも検討しております。看板のイメージと

しましては図面の右上に記載してありますが、「この先に信号機あり歩行者注意」といった

内容を想定しております。 

今のところ、道路管理者として出来そうな対策はこのようになっております。 

 

これが考えられる安全対策ですが、その他、南７条線については、西から東に来たときは

右折が出来ないわけですが、今現在右折禁止の看板が見えづらいということもありまして、

樹木の選定ですとか位置の変更も合わせて考えているところであります。 

以上、約１ヶ月に渡って周知をし、その後頂いたご意見を発表させていただきました。 

警察からも押しボタン信号機について今の状況、また、札幌市として、もし撤去する場合

として、今やれるだろうというところの安全対策案について説明させていただきました。 

これらのことに基づきまして、皆さんからのご意見を賜っていきたいと思います。 

 

押しボタンの信号機から普通の信号機に変えるということは出ていないですが、そこのと

ころはどうですか。押しボタンの所を何回もわたっているが、見づらいし時間が長い。相当

お金がかかるとは思いますが、万が一撤去した時に普通の信号機に取り替えることは不可能

なのですか。  

    

不可能ということはない。変更はできると思いますが、現状でも相当複雑な交差点の制御

の中で、南７条線からのマンションからの入り込みを今度は制御しなければならなくなるの

で、そうなれば、全体の信号機を考えた場合、今の信号機よりも相当複雑な信号になって、

かつ、通行時間が短くなる。止められる時間が長くなって行ける時間が短い信号機という制

御の仕方しかなくなってくるかと思います。 

また、意見のありました、歩車分離式でやれば歩行者の安全性は絶対数確保できるが、そ

れをしてしまうと、その瞬間は車が止まってしまう。そういうことになれば、創成川幹線が

渋滞すると、それによって抜け道を探す車がでるなどの波及を考えると、なかなか定周期の

信号機となると検討は難しいのかと思います。 

 

確かに、あそこは複雑ですからあのような形で信号がついているのかと思います。今度新

築のマンションが出来てこちらに来る人が以前より増えると思う。小さな子供や買い物に来

る人も増えると思うので安全面で何か良い方法がないものかと思います。 

 

私の方では変則な複雑な交差点ということでお話ししましたが、複雑な交差点をどうやっ

て渡すかということで歩道橋が出来たと思います。今後その方法を変えることで複雑な交差

点を解消するという議論を並行して進めることをしてかなければいけないかなと思います。 

その中で、案としてなんですが、歩道橋の撤去と同時に並行的に進めていきたいのは、創

成川通からの右折、豊水通の入るこの中央分離帯をつなげ遮断してしまうことが出来ないか。



  

また、南７条大橋の方から豊水通に入ってくる事についても遮断できないか、そうすれば、

かなり南に進んでくる車の絶対数が抑制されてきますので、こちらも並行して札幌市と協議

したいと考えています。 

 

創成川通と南７条大橋のどちらもささりこんできているのをすべて渡そうとしている。一

部右折禁止があるけれども、そういう形で作っているので複雑になってしまっている。行け

なくしてしまうことは一案だとは思いますが、はたして動線としてはどうなのか。 

 

たぶん、すぐ撤去はないと思いますが、冬が来たら雪が積もっていて、歩道橋がロードヒ

ーティングされていても、手前に膝以上の雪が積もっていて上がれないのであれば歩道橋の

意味がない。 

 

どこの歩道橋も同じですが、歩道除雪が間に合わない場合がある。一気に雪が降った以外

はきちんと除雪するよう中央土木にお願いしてやっていけると思います。通常の通行は今冬

においても確保できるよう努力してまいります。いま、おっしゃったようにすぐ歩道橋を落

とすことにはならない。もし、今日撤去と決まったとしても今年に落とすことにはなりませ

んので、来年もしくは予算的に再来年になろうかと考えています。 

 

町内会にも頼んで、歩道橋の手前の雪を開けてくれないかと依頼をすれば協力してくれる

人はたくさんいると思う。黙っていればしませんから。市の方から大雪の時は協力願いたい

といえばやるぐらいの協力は惜しまない。ほとんど雪かきをしていない状況であれば問題で

あり撤去以前の問題です。 

 

毎年あの場所は除雪の雪を置いておく場所となっている。マンションに入っていく時も車

がこすってしまうような感じ、本当に道も狭くなっている状況なのでちょっとのことでは除

雪は出来ないのではないか。マンションなどが出来て地下歩道を今以上に利用することにな

る。そこを通って信号機の所を使うことになる。押しボタンを押してもすぐ変わらない、車

が通っていないので渡ってしまう。 

北海道マラソンの時押しボタンを押したらすぐに変わった。何か警察の方で道が混雑して

いるときは信号を長くしたり短くしたりすることはできますか。 

 

北海道マラソンの時はたまたまだと思います。 

先ほども話したとおり、創成川幹線でいえば夜はだいたい通常100秒ぐらいの周期で、昼

は 130秒ぐらいの周期で回っている。それぞれの信号の青が短くなったりすることはある。 

 

この信号を渡るときに違和感がある。夜は車が走っていなかったり、また、車に乗って思

ったのが左折しかできない。車が左に曲がってからＵターンして創成川通に行く状況です。

歩道橋を撤去した後どうなるのかなと思います。 

生徒数は資生館小学校に７名行っています。幼稚園児はバスが歩道橋のすぐ横に来て、そ

こから乗って、また、そこで降ろす形になっているので危なくないと思います。 



  

マンションでは、歩道橋はそんなに利用していないと云うことなのですが、無くなっても

大丈夫という結論です。 

 

除雪状況は判りましたので、そういった状態だということを除雪業者、除雪センターに階

段の所に雪を溜めるなと言えば済む話なので、土木センターから指示を出してやるようにす

る。一気に降った時は、町内会とも密に連絡を取りながら対応していきたいと思います。 

 

歩道橋を主に使う子供たちの安全について、これまで地域の皆様、行政の皆様にご配慮い

ただいていることにつきましては、あらためてお礼を申し上げます。 

一義的には子供の安全を守るのは親の務めであり、校区が広い、交通量も非常に多いこと

から日頃から交通安全については子供たちに言っているし、学校でもいろいろ指導しておら

れるところです。 

歩道橋を無くしてしまうとすれば、子供たちの安全ということだけを考えれば、マイナス

なのかと確かに思いますが、トータルとして考えれば、無くした場合のハード的な整備のご

提案を頂いているところもあり、歩道を新しく作るなどご配慮を頂き、また、警察の方もお

っしゃっていましたが、さらに踏み込んだ対策を今後検討していただけるということで、私

たち親の立場としましては学校ともよく連携を取っていますので、撤去されることに関して

は学校側とも話をして異論がないと判断しております。 

 

信号のお話については、中央署のご説明では定周期の普通の信号機にしてしまうと、逆に

相当な待ち時間が出てしまう。もちろん、押してすぐ青になる信号ではないが、コントロー

ルして交通の状況を見ながらやっているので、定周期より早くなっている。 

定周期になると、ここも止まって、ここも止まって全部赤になって相当な時間を待たなけ

ればならない状況になる。そこの通行状況をコントロールして短くなるようにしている。 

 

通常一つのタイミングのところを二つ変わるタイミングを与えることによって、なるべく

待ち時間を少なくしているという整理をしている。 

 

交差点が複雑なものですから、待ち時間が増える時もあるし、たまたま、押してタイミン

グよく変わる場合がある。歩車分離を考えた時に、普通の一般信号になると、車が右左折車

は通るが、押しボタンの場合は、他の車は完全にストップして歩行者の押しボタンのところ

だけ青になるということになっている状況になる。 

南７条大橋を渡ってきた車が信号を無視してくる場合があるので、そこを何とかするため

に、先ほどご提案させていただいたように看板を立てて、信号があることを周知する対策を

取っていきたい。 

また、右折車については、南７条線はそもそも右折禁止なので看板が見づらい状況なので

樹木の選定や位置の変更などで確認しやすくなると考えます。 

また、すぐ手前の左折のみの標識についても警察とも話をして検討させていただきたいと

考えています。 

 



  

この資料１の⑤の方のご意見に私の意見が網羅されている。私としては、安全対策が出来

るまでは先送りすべきだと思っています。 

その理由は、ここにも沢山書いてありますけれども歩道橋を撤去する考え方の検討委員会

は、出来てから４０年以上たって老朽化に伴って維持することが大変だとか、歩道橋を使わ

なくても渡れる環境が整ったとか、言い方はきついかもしれませんが費用対効果によって上

がってきた考え方ではないかと考えています。 

確かに豊水小学校が無くなってから子供の数も減少したので、この歩道橋を使う家族もい

なくなった。前回いただいた資料を読んでみると平成２３年からこの問題が起きてきたとき

からこの調査が始まったのですが、Ｈ２６、Ｈ２７年の調査した結果を見ると歩道橋を使う

人間が増えてきている。それは都心回帰でマンションが建ったり人々が住むようになって歩

道橋を利用する人間が増えたということを見落としてはいけないと思います。 

ということは、今早急に撤去に対する考え方をまとめるのではなくて、今しばらくこの歩

道橋がどういう使われ方をしていくかということを見守る姿勢もなければならないと思う。

考え方としては、豊水小学校があって、校区がもっと広かったとき、沢山の子供たちが通っ

て大きな事故もなく何十年も来たということは、歩道橋があったことによって事故が防げた

と考えることもできると思う。 

マンションが建ったり、人の動線が変わってきていることに目を向けて、もう少しこの歩

道橋を撤去する考え方を止めるというのではないけれど、もう少し見守る時間を持つべきで

はないかと思っています。 

 

確かに、今度新しいマンションが出来て、どういう動線になるかは不確定ですから、また、

何度も話があったように、スーパーが周りにないため、コンビニを利用するために、押しボ

タン信号機のところを利用するのではないかとの意見もありまして、そういったご意見をふ

まえて判断していかなければならないかと思っているところでございます。 

 

皆さんのご意見を聞いて、要するに歩道橋を渡っていないときの意見を言っている。信号

が危ないから歩道橋を渡りましょうということはない。結局下を渡るので、歩道橋を渡る議

論は関係ない。あえて言えば子供さんぐらいの話である。 

札幌市内は、100ｍぐらいごとに信号機がある。街の中の信号と違って非常に複雑なこと

は確かである。歩道橋があってもなくても渡らない現実がある。新しいマンションが出来て

も地下鉄の出入り口は南６条通りなのでこちらには来ない。コンビニを利用する人は歩道橋

を渡るとは逆に遠くなるので利用しない。 

お子さんも何人かは渡っているが、押しボタンを利用して渡っており全部が歩道橋を渡っ

ているわけではない。 

冬は、歩道橋が目の前だから雪をよけているがロードヒーティングの電気代がもったいな

いと思っている。歩道橋はあってもなくても大して影響はない。渡る人も少ないし将来も増

える要素はないと思う。結局、信号の問題を何とか安全対策をやるしかないのではないか。 

乱暴な意見ですが、手押しをやめて創成川通を北から南に抜ける信号が赤の時、押しボタ

ン信号機を赤にできないか。そうすればその間に南７条線から右に抜けることができるので

連動させたらどうか。 



  

もちろんできます。しかし、このタイミングでやると一つのタイミングになって横断の待

ち時間が長くなってしまう。住民の皆さんの方で多少時間が長くなっても・・ 

 

街の中の時間は何秒ぐらいですか。 

 

だいたい街中の所でも120秒ぐらいです。 

 

結構待っている訳でしょう。長い気がするでしょう。手押しがあるから車のドライバーの

身になってみると、青信号で来たら50ｍ先が赤になりたまったものではない。 

普通の街の中の時は待っているわけだから、そうやればかなり安全度は変わる。それに市

の方で安全対策をやってもらえればいいと思う。 

 

手押しはイメージなんですよ。普通の信号だったら同じ長くても気にならないが、手押し

の場合は押したらすぐ変わらないと、長いイメージが強い。普通の信号だったらあまり気に

ならない。普通の信号に替えた方がいいと思います。 

 

当然、連動は一つのタイミングでと云うことであれば連動の制御は可能です。先ほどお話

があったように押しても右左見ても車が来ない瞬間は必ず出てきます。 

究極の安全となれば、創成川幹線からの流入を遮断してしまう。その点についてはどうな

のでしょうか。南７条大橋から左折して豊水通に入る流れを遮断してしまえば、基本的にあ

そこの交通量は、南から北に行く車が主となります。 

遮断してしまうことについて住民の方はどう考えますか。 

 

創成トンネルを出たら右折できない状況になると、南側や西側の方に行けなくなる。 

 

当然右折を止めていますから、創成川通の方が塞がるということになれば、その手前の方

で右折をどうするのかという検討は必要になります。 

 

止めないで、北から来た車が赤の時にこっちも赤にすればいいのではないか。手押しを止

めて完璧に連動させるのです。 

 

そのタイミングもあるけど、二つのタイミングも存在している。今でいうと、押しボタン

の変わるタイミングというのは、二つ存在してしまっている。基本的に連動をとっています

から、ある程度の定周期的な動きは現在でもあるが、二つのタイミングで押すときと押さな

い時によって当然変わってきますので、４パターンの動きの押し方があの交差点で出てきま

すので非常に複雑な信号となっている。 

 

手押しを止めたら具合が悪いですか。 

 

理屈上は可能である。時間帯だけ区切ってやってしまうのも可能。ただ、絶対数今よりも



  

渡れるタイミングが少なくなってくる。 

信号によっては、昼間の時間帯、夜の時間帯だけ押してくださいなどあります。 

 

ここを利用しているマンションの方であったり弘安倉庫の方であったり、頻繁に利用され

ている方の要望と警察の話の問題ではないかと思います。 

歩道橋の撤去と別な、100％切り離すことはできないが、地元の要望があって普通に定周

期の信号であれば仕方がないから待つという人間の心理の問題もあるので、要望を聞いてい

ただけるのであれば、警察と話をしていただくということになります。 

 

歩道橋の話とは別に押しボタンの安全ということなので、地域の住民からこういう意見が

あったということで私の方も検討に入りたいと思います。 

 

あの歩道橋を残すのだったら他の歩道橋は壊せないですよ。世の中の流れで歩道橋を止め

ようという流れでしょ。それなのに、あれがいいんだというと今後も歩道橋を作らなければ

ならないと思います。 

歩道橋は電気代も大変だし、今年も補修していますよね。根本的に支柱なんか大きなダン

プがぶつかったら座屈してしまうのではないかと思っている。ものすごい年数ですから。 

そばにいる直下にいる人間としては歩道橋を取ってほしい。 

 

当然耐用年数がありますので、存続することになれば遠い将来には建て替えを考えていか

なければならないと思います。 

マンションなどもできるし、状況が違ってくる可能性があるだろうと、人の動線も変わる

だろうと、動線が変わったとしても歩道橋ではなく信号を渡る人が増えるだろうと、でも実

際出来てみないとこれは判りません。 

そもそも、今日撤去を決めたとしても、今年度は少なくとも予算化していませんので無理

です。また、保留して来年度の状況を見て再開する方法もありますし、そうではなくて、い

ったんは撤去と決めさせていただいて、そして撤去は再来年にするとか、撤去と決めたとし

ても予算化していませんので、今年度はいずれにしても落とすことはしません。 

 

10月にマンションが出来るので冬の間に流れが判ると思います。 

 

冬も来春も判るということで、その状況を見てもしも支障があるのであれば、お話してい

ただくのと、決めてしまえば動くのだから保留にする方法もありますがいかがですか。 

 

協議会も３回目であり、一つの方向性を決めてもらって、これは取るのだと、それで安全

対策については、これからいろいろなことを検討していく前提の中で方向を決めなければ、

マンションが出来た、他が出来たとなると常にその時に変わってくる。取るなら取る方向と

いうことで、ここでしか協議会はないわけで、沢山集まってやるというのであれば話は違う

が、これだけの人間で何回も話をしてもこの先どうなるかは同じことである。 

方向性を決めて、安全対策をどうしようかというのは次の協議会だというのならわかるが、



  

いつもここで人が通るとか通らないとかの話をしても無駄な時間ではないかと思います。 

そもそも、これが起きたことは、市の方も費用対効果、維持管理費の経費の問題、除雪問

題などいろいろ出てくる。歩く方の安全の確保はもちろんですが、歩道橋が無くなってもお

子さんに対する指導など秩序を身に着けてもらわなければならない。 

方向性だけは決めて、信号はどうしようかという方向にしないといつもこういう話になっ

て終わってしまう気がする。 

 

前回、２回目のときに、まずは撤去するという方向で考えていくことで、一旦よろしいで

すねという話はさせていただきました。多数決で決められる話ではないので、たとえ少数だ

としても非常に大事な意見だったりする場合もある。 

一応、まず撤去というのが２回目の時に決めさせていただいたことはよろしいですね。 

今日の結論としては、そういった意見は色々あるけれども皆さんの方向性としては、撤去

させていただくということでよろしいですか。 

そのかわり、付帯意見として今年マンションが出来て入居されるなど、今年の冬の状況、

来春の状況を見て、もしその時に状況が変わるようでしたら、ご意見等を頂いて町内会の方

で話をまとめ、その安全対策として信号とかも含めてどう考えるかということで、別な視点

でもう一度話をするために集まるか集まらないか、その場を設けるかを含めて検討させてい

ただくことでよろしいですか。 

 

撤去の時期は、来年でも再来年でも仕方ないとしても、まず方向性だけは決めていただい

て、周辺の安全対策をどうするかの議論にしたいと思う。 

 

協議会の方針について協議会の方針について協議会の方針について協議会の方針について    

基本的には皆さんの中での結論としては、まず、歩道橋は撤去でよろしいでしょうか。 

 

（（（（異議なし異議なし異議なし異議なし））））    

 

撤去の方針とした上で、付帯事項として、今冬来春の状況を見ながら安全対策等ここに書

いてあることはやろうと思っていますが、それ以上に必要なものが生じたりとか、それから、

あまりにも流れが大きく変わってくるとか、そういう状況がありましたら、これにつきまし

ては別途安全対策ということでお集まりいただいたりとかご意見を頂きたい。 

ここは、取りまとめを町内会とも相談させていただきたい。信号については、皆さんのご

要望がありますので中央署で検討していただき、もしもそれが可能でそちらの方がいいとい

うことであれば、地元と中央署と話し合いを進めていくことでよろしいでしょうか。 

撤去時期につきましては、予算等の問題もございますが、これにつきましては、まだ、早

急に落とすということではなく、来年度もしくは再来年度でもかまいませんのでよろしくお

願いします。 

以上、沢山のご意見を頂き大変ありがとうございました。これで３回目の協議会を終わら

せていただき、これをもちまして協議会を終了とさせていただきます。 

第１回から３回と長きにわたりありがとうございました。 


