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第２回自転車等駐車対策協議会事項書（議事録） 

                     日時 平成 29 年 7 月 24 日(月) 

14 時 00 分～15 時 00 分 

                    場所 白子地区市民センター 

                      2 階会議室 

 

出席委員：西村克哉，川上博樹，南条和治，森一葉，日置純子，中野光子， 

黒田敏文，川北悟司，金井清香，秋葉美香， 

事務局： 危機管理部長 冨田佳宏，交通防犯課長 北川晴英， 

     交通防犯課 交通安全・防犯ＧＬ 野呂和伸， 

交通安全・防犯Ｇ 尾崎正国 

 

●委員数１２名中，１０名の出席があり，鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正

な処理に関する条例施行規則第１９条第１項に定める委員の過半数を充たして

いることから，本会議は成立。 

 

●傍聴人無し。 

 

●委員委嘱 

 近鉄白子駅周辺地域の自転車駐車場整備計画（案）について，当協議会での

協議を予定していることから，鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関

する条例施行規則第１７条第２号委員として，関係団体を代表し，白子地区自

治会連合会の神田澄会長と，同条例施行規則第１７条第５号委員として地元自

治会を代表し，川北悟司白子新生町二丁目自治会長を新たな委員として委嘱。 

 

●自己紹介 

 各委員の紹介 

 

●会長挨拶 

自転車等駐車対策協議会会長の南条和治でございます。日頃は，放置自転車

対策について御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。さて，当協議会は

自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議する市長の附属機関として，

駐車対策等について御審議をいただいております。本日の会議では，７月１日

より利用開始となった鈴鹿市駅第１・第２自転車駐車場の利用状況についての

報告や，近鉄白子駅周辺地域の自転車駐車場整備計画（案）について，御審議
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をいただきます。委員の皆様におかれましては，それぞれのお立場から，積極

的に御意見をいただきますよう，お願い申し上げ，簡単ではございますが，私

の挨拶といたします。 

 

●報告事項 鈴鹿市駅第１・第２自転車駐車場の利用状況について 

 ＜事務局＞ 

資料１「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関

する法律」をご覧下さい。こちらは，国，地方公共団体，鉄道事業者，自転車

製造業者，施設の設置者等の自転車等に関する総合的な駐車対策について規定

がされております。２ページ目，第 5 条をご覧下さい。「地方公共団体又は道路

管理者は、通勤、通学、買物等のための自転車等の利用の増大に伴い、自転車

等の駐車需要の著しい地域又は自転車等の駐車需要の著しくなることが予想さ

れる地域においては、一般公共の用に供される自転車等駐車場の設置に努める

ものとする。」と規定されており，当市はこの規定により，自転車駐車場の設置

を行っております。続いて，３ページ目，第６条をご覧下さい。「市町村長は、

駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要がある

と認める場合において条例で定めるところにより放置自転車等を撤去したとき

は、条例で定めるところにより、その撤去した自転車等を保管しなければなら

ない。」と規定されており，当市はこの規定により，放置自転車対策を実施する

ため，次の資料２の条例を制定しております。資料２「鈴鹿市自転車等の放置

防止及び適正な処理に関する条例，同施行規則」をご覧下さい。こちらは，自

転車等の駐車対策や放置自転車対策，当協議会に関する内容が規定されており

ます。２ページ目，第 17 条をご覧下さい。「市長は，自転車等の駐車対策に関

する重要事項を調査審議する市長の附属機関として，自転車等駐車対策協議会

（以下「協議会」という。）を置く。第 2 項 協議会は，自転車等の駐車対策に

関する重要事項について，必要に応じ，市長に対し，意見を述べることができ

る。」と規定されており，このことから，当市が管理する自転車駐車場の整備を

推進することを目的として策定されました，資料３の「鈴鹿市自転車駐車場整

備方針」については，昨年度の会議で委員の皆様に御協議をいただいておりま

す。資料３「鈴鹿市自転車駐車場整備方針」をご覧ください。４ページ目，（６）

自転車駐車場の有料化の進め方をご覧ください。原則として，伊勢鉄道の駅を

除く，市内全ての自転車駐車場を有料化する方針でございますが，優先対象を

絞って，順次有料化への移行を図ります。全ての駅を，乗降人員を基準に，第

１種から第４種までに分類し，まずは，駅乗降人員が２千５００人を超過する

駅である鈴鹿市駅を始めといたしまして，白子駅，平田町駅の自転車駐車場の

整備を進めます。なお，具体的な自転車駐車場の整備計画は，地域住民や自転
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車駐車場の利用者の意見を参考に，「駅ごとの地域自転車駐車場整備計画」を策

定し，同計画に基づき，具体的な施設整備を進めます。本日は，近鉄白子駅周

辺地域の自転車駐車場整備計画（案）を委員の皆様に審議いただく予定となっ

ております。資料４をご覧下さい。近鉄鈴鹿市駅周辺地域の自転車駐車場整備

計画に基づき整備を行い，前回の会議で委員の皆様にご見学いただいた，鈴鹿

市駅第１・第２自転車駐車場の利用状況についてご説明させていただきます。

今月７月１日から供用を開始した，鈴鹿市駅第１・第２自転車駐車場の７月１

５日までの利用台数や，同じく７月１日から放置禁止区域として指定された近

鉄鈴鹿市駅周辺から撤去された放置自転車の台数等を報告いたします。所在地

でございますが，第１自転車駐車場は，六郷川沿いに設置し，第２自転車駐車

場は鈴鹿市駅裏に設置しております。第１自転車駐車場の管理方式は管理室を

設けた有人管理となっております。第２自転車駐車場には，管理室はございま

せんが，７時から９時までは管理人が誘導にあたり，それ以外は第１駐車場か

らの巡回管理となります。具体的な整備内容として，駐車場の全面に屋根を設

置，自転車ラック及び電磁ラックの設置，自動精算機，定期更新機の設置，思

いやりゾーンの設定，防犯カメラ，防犯ベルの設置，自動空気入れの設置等と

なっております。定期利用の利用状況でございますが，第１自転車駐車場の定

期利用率が全体で９０．６パーセント，第２自転車駐車場の定期利用率が全体

で９６．９パーセント，第１・第２合わせて９３．３パーセントと高い利用率

となっております。次に一時利用の利用状況でございますが，第１自転車駐車

場の一時利用率が全体で２６．２パーセント，第２自転車駐車場の一時利用率

が全体で５４．２パーセント，合わせて４９．４パーセントとなっております。

一時利用については，今後，有料自転車駐車場の周知が進むにつれ，利用率が

向上するものと考えております。また，鈴鹿市駅第 2 自転車駐車場の定期利用

キャンセル待ちの方は，全員が第１自転車駐車場を利用している方となってお

り，一時利用の空きもあることから，現状，有料自転車駐車場を利用したくて

も，利用できないという状況は起こっていないということが，示されておりま

す。なお，資料３ 鈴鹿市自転車駐車場整備方針の２ページ目「（５）公益財団

法人 自転車駐車場整備センターの活用」に基づき，事業コストの削減と質の高

い公共サービスの提供を目指すため，自転車駐車場の建設から管理までを一括

して公益財団法人自転車駐車場整備センターと契約し，２５年間の管理を行っ

てまいります。４ぺージ，５ページをご覧下さい。近鉄鈴鹿市駅周辺自転車等

放置禁止区域を表したものと，放置禁止区域を表す標示シートと標示板の写真

となっております。２月に当協議会での審議を経て，３月３１日に自転車等放

置禁止区域の告示を行い，鈴鹿市駅有料自転車駐車場の開設に併せて７月１日

から効力の発生となっております。７月１日から７月１５日までの半月間の間
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に，自転車等放置禁止区域から撤去された自転車は，わずか２台となっており，

当初懸念されておりました，無料自転車駐車場の完全閉鎖による，道路上への

放置自転車等の大量発生は，現状起こっておりません。これは，無料自転車駐

車場の完全閉鎖と有料自転車駐車場の開設，及び放置禁止区域の指定の周知を

重ねた結果と，利用者のモラル意識の高さのあらわれであると考えております。 

 

●鈴鹿市駅第１・第２自転車駐車場の利用状況について，委員からの意見は特

に無し 

 

●議事 近鉄白子駅周辺地域の自転車駐車場整備計画（案）について 

 ＜事務局＞ 

 資料５「近鉄白子駅周辺地域の自転車駐車場整備計画（案）」をご覧下さい。 

先ほどご説明させていただきましたが，本計画は｢鈴鹿市自転車駐車場整備方

針｣に基づき策定されたものとなっております。１ページ目の「２ 現状と課題」

をご覧下さい。現在，白子駅周辺の自転車駐車場は,有料自転車駐車場が３箇所，

無料自転車駐車場が３箇所の合計６箇所ありますが，近年様々な問題が発生し

ております。課題として，自転車駐車場の利用の不均衡，収容可能台数以上の

利用，盗難事件の多発，原動機付自転車などの駐車場不足，有料自転車駐車場

の管理運営，駐車場の分散配置が挙げられます。これらの課題を解決するため，

２ページ目の「３ 近鉄白子駅周辺地域の自転車駐車場の整備の考え方」によ

り，自転車駐車場を再構築し有料化を図ります。具体的な整備内容として，駐

車場の全面に屋根を設置，自転車ラックの設置，自動精算機の設置，原動機付

自転車の駐車需要に対応，管理人室の設置と定期巡回，防犯カメラの設置，電

磁ロックの設置，自動空気入れの設置，精算機の設置等が挙げられます。また，

白子駅西エリアからの自転車駐車場利用者が極端に集中していることから，駅

西エリアの不足を解消するため，既存の駐車場の整備だけでなく，新たに自転

車駐車場を増設します。なお，新たな整備に合わせて，小規模な施設の統合を

検討し，経費の削減を図ります。すでに，有料自転車駐車場として指定管理に

よる管理を行っている，３つの駐車場については，駐車料金を，現在の徴収委

託方式から，指定管理者が収入として収受できる利用料金方式にするなど，利

用増加のための誘因（インセンティブ）を機能させるだけでなく，１つの指定

管理者を指定して，一括して，事業規模を確保するとともに，施設間の利用調

整を容易にします。なお，既設の有料駐車場と新設する有料駐車場の有効活用

についても総合的に利用調整を図っていきます。なお，７月５日より平成３０

年度以降の新たな指定管理者について，先ほどご説明いたしました内容を盛り

込み募集を開始しております。３ページ目「（７）公益財団法人 自転車駐車場
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整備センターの活用」をご覧下さい。事業コストの削減と質の高い公共サービ

スの提供を目指すため，自転車駐車場の建設から管理までを一括して公益財団

法人自転車駐車場整備センターと契約し，２５年間の管理が行われます。４ぺ

ージ 近鉄白子駅周辺地域の無料自転車駐車場の再構築をご覧下さい。今後の

具体的な整備計画を記しております。「公益財団法人 自転車駐車場整備センタ

ー」と鈴鹿市が使用貸借契約を締結して，白子駅西第２・第３自転車駐車場の

場所及び駅西の近鉄線沿いの水路敷上部に，同センターが新たに有料制の自転

車駐車場を設置して，２５年間の管理運営を行います。（１）近鉄白子駅周辺地

域の自転車駐車場の全体必要台数ですが，平成２８年１０月に実施した「近鉄

白子駅周辺の自転車等駐車実態調査」などを基に算出した当該駅周辺地域の自

転車駐車場の全体必要台数は１，６００台となっておりますが，駅東西エリア

の需要の偏在及び近接する商業施設の自転車駐車場の現状を考慮して，１５０

台を加算し，１，７５０台に設定します。つぎに，（２）新たに整備する自転車

駐車場の整備必要台数ですが，近鉄白子駅周辺地域の自転車駐車場の全体必要

台数である１，７５０台から，既存の有料駐車場の収容可能台数である約７５

０台を減じた数値である「約１，０００台」を，新たに設置する有料制の自転

車駐車場の整備必要台数としております。既存の無料自転車駐車場を再整備し

た場合の収容台数や施設の内容についてですが，白子駅西第２自転車駐車場は

収容台数が約５４０台で，防犯カメラや電磁ラック，自動精算機を設置します。

白子駅西第３自転車駐車場は収容台数が約２９０台で，自転車駐車場の前面に

屋根を設置し，管理室を設け，防犯カメラや自動精算機を設置します。仮の名

称ですが，白子駅西第４自転車駐車場は収容台数が約１７０台で，自転車駐車

場の前面に屋根を設置し，防犯カメラや電磁ラック，自動精算機を設置します。 

駐車場の整備工事中の仮駐車場として，新生公園の一部と，子育て応援館はぐ

はぐの敷地の一部に，仮駐車場の設置を検討しておりますが，場合によっては，

子育て応援館はぐはぐのみとなる可能性がございます。なお，白子駅東第１自

転車駐車場については収容可能台数が少ないことから，新しい自転車駐車場の

供用開始にあわせて廃止を検討します。また，高等教育機関の学部増設など，

本整備計画の整備必要台数を上回る需要が生じた場合には今後の自転車駐車場

需要の増加対策として，新たな駐車場の増設について検討を進めます。ここか

らは，計画をよりイメージしやすくするため，Ａ３サイズの「近鉄白子駅周辺

地域の自転車駐車場整備計画（案）」と資料６「近鉄白子駅周辺地域の自転車駐

車場位置図・写真」を同時に御確認いただきながら進めさせていただきます。

複数の資料を見比べながら進めさせていただきますので，少し時間をかけて説

明させていただきます。まずは，Ａ３サイズの計画（案）ですが，これは，白

子駅周辺の自転車駐車場の場所と名称を記し，西と東でそれぞれエリア分けを
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行い，現状と整備後の比較を表にしたものとなっております。茶色は現在の有

料自転車駐車場を示しています。水色は現在の無料自転車駐車場で整備後は白

子駅東第１を除き有料化されるものを示しております。緑色は今回新しく設置

される有料自転車駐車場を示しております。西エリアですが，白子駅西自転車

駐車場は現状から変更はありません。資料６の３ページ下が駐車場の写真とな

っております。白子駅西第２自転車駐車場は無料で８２０台の設定から整備セ

ンター管理の有料で５４０台の設定となります。資料６の５ページが駐車場の

写真となっております。白子駅西第３自転車駐車場は無料で４００台の設定か

ら整備センター管理の有料で２９０台の設定となります。資料６の６ページが

駐車場の写真となっております。仮の名称ですが，白子駅西第４自転車駐車場

は整備センター管理の有料で１７０台の設定となります。資料６の７ページが

予定地の写真となっております。西エリア全体としては，無料と有料が混在し

た１５００台の設定から，整備後は完全有料化され，１２８０台の設定となり

ます。続いて東エリアですが，白子駅東自転車駐車場，白子駅東第２自転車駐

車場は現状から変更はありません。資料６の３ページの上と２ページの下２枚

が駐車場の写真となっております。白子駅東第１自転車駐車場は現在，無料で

７０台の設定ですが，有料化による整備後は廃止を検討しております。資料６

の２ページ一番上が駐車場の写真となっております。 

 

●委員からの意見 

 

川北委員 

 事前に資料を配布していただき，計画についてはある程度理解している。公

平な市民負担，適切な受益者負担，良好な景観形成の観点からも本計画案につ

いては賛成であるが，いくつか確認したい。 

 既存の３箇所の有料自転車駐車場の運営のあり方について，指定管理者を一

本化した場合，ある意味で民業圧迫に繋がる恐れがあるのではないか。 

料金徴収について，インセンティブが働くことが挙げられているが，単なる

自転車駐車場で，具体的にどの程度のインセンティブが想定されるのか。 

 白子駅西側の設定台数について，実態調査を基に，現状の１５００台から整

備後は１２８０台としているので，いわゆる短距離の自転車利用者は自転車を

遠慮してもらうことで成り立つと思われるが，短距離利用者が自転車の利用を

抑制すべき基準があるのか。 

 自転車駐車場整備センターについて，全国規模の団体であり，整備から管理

運営まで含んで，２５年間の長期の契約となるが，受託管理なのか，指定管理

なのか。一般論として，国の外郭団体に任せると，ノウハウがあるのは間違い
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ないが，再委託されるケースが多くみられる。そのような場合，ノウハウがど

こまで生かせるのか，２５年間の間に様々な問題が起きると思われるが，臨機

応変に対応できるのか。市として，継続的な指導を強めていって欲しい。 

 

＜事務局＞ 

 既存の３箇所の有料自転車駐車場について，指定管理者制度により，東と西

でそれぞれ２者が管理運営を行っている。これは，自転車駐車場が開設した年

度がそれぞれ異なっていたため，このような形となった。現状，西側の利用が

多く，東側の利用者が少ないが，指定管理者が異なるため，東側への誘導がス

ムーズにできず，指定管理者を一本化することで，問題の解決を図りたい。 

 インセンティブについて，現在，利用料金は全て市の収入となり，市から指

定管理者に対しては，利用者の増減に関わらず同額で，年間の指定管理料を支

払っている。今回，インセンティブを働かせるというのは，利用者が増えれば

増えるほど，指定管理者の収入に繋がる，例えば，利用料金を１割下げること

によって，全体で利用者が増えれば増益となる，そのような裁量を指定管理者

に与えることによって，インセンティブを働かせたいと考えている。 

 整備台数について，鈴鹿市駅の場合も，実態調査では多い時で４００台を超

えた自転車が利用されていたが，３００台の整備で問題なく利用されている。

実際，短距離利用者については，１０分程度であれば，自転車利用から徒歩利

用への変更が多く見受けられる。 

また，特に白子駅西第２自転車駐車場では，収容台数を超えた自転車が停め

られており，自転車の破損や盗難，周辺からの苦情も大変多く，治安が悪い状

況と言える。有料化により，防犯カメラや電磁ラックを設置し，管理人室から

管理人を巡回させることで安心して利用できる駐車場になるよう考えている。 

さらに，学生の中には，先輩等から自転車を譲り受け，１人で複数台の自転車

を所有し，自転車駐車場に停めている方も見受けられ，収容台数超過の要因の

１つと考えている。 

一般的には，有料化により利用者の２～３割が減少すると言われているので，

本来，白子駅西自転車駐車場，白子駅西第２自転車駐車場，白子駅西第３自転

車駐車場の３箇所の約１，１００台の整備が考えられるが，白子駅に関しては，

今回（仮称）白子駅西第４自転車駐車場を新たに設置し，全体の台数として，

現在の８５パーセントにあたる１，２８０台を確保しているため，整備台数に

問題はないと考えている。なお，整備計画にも記しているが，整備台数を上回

る需要が発生した場合には，新たな自転車駐車場の増設を進めていく考えであ

る。具体的には，子育て応援館はぐはぐの敷地内に学生専用で格安の駐車場料

金を設定し，新たな駐車場の設置を場合によっては行いたいと考えている。 
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 整備センターについて，津市の江戸橋駅，愛知県の蟹江駅を実際に現地を見

学したところ，安全で綺麗で盗難もなく，支払や自転車の出し入れもスムーズ

にできており，大変好印象であった。契約に関しては，土地を無償で整備セン

ターに貸与し，初期投資として，市がある程度の額を負担することとなる。鈴

鹿市駅についても，市が２千万円を負担しているが，一度負担すれば，その後，

２５年間は負担なく，整備センターが利用料金の収入で，管理運営することと

なる。長期間の契約となるが，御指摘の通り，契約書の中で，整備センターの

不具合があれば，市がチェックを行えるような形としたいと考えている。 

 

川北委員 

 管理運営について，いざという時に臨機応変に対応できるのか不安がある。

最終的には，現場を管理する人間の問題であるが，管理人がノウハウや知識を

持ち，地元のことをよく知りながらやっていくとなれば，やはり，市がしっか

りと指導できるような体制作りが必要ではないか。 

 再度の質問となるが，具体的な短距離の基準はあるのか。自転車駐車場が早

いもの順で埋まってしまうのではないか。 

 

＜事務局＞ 

 短距離の基準について，明確な数字は持ち合わせておらず，整備台数につい

ても，昨年１０月のアンケート調査から割り出している。アンケートの中には，

自転車駐車場が有料化された場合，徒歩利用に変更すると回答もあった。その

ようなところから数値を算出し，東側と西側合わせて１，６００台という整備

台数を割り出したところであるが，加えて，駅の西側利用者が駅の東側に停め

にいかない場合があることを懸念し，さらに（仮称）白子駅西第４自転車駐車

場の整備台数を加えて合計１，７５０台を整備台数としている。 

 鈴鹿市駅と同様に，お金を払って駐車場に自転車を停めたいが，停める場所

が無いという状況は想定していない。仮に，有料化後，駅の西側が満車となり，

東側が空車という状態が続けば，東側の利用料金を下げて，東側へ利用者の誘

導を行う考えである。 

 

川北委員 

 広報すずかでも周知されていたが，白子駅東の利用料金が一部減額となった。

今後も整備を進める中で，そのような想定で進めていくのか。 

 

＜事務局＞ 

 その通りである。 



 

 9 / 10 

 

金井委員 

 仮設の駐車場について，白子駅西第２自転車駐車場には８２０台の自転車が

停められているが，子育て応援館はぐはぐの敷地の一部を仮設の駐車場とする

だけで，足りるのか。近隣の商業施設であるサンズに停める利用者も出てくる

のではないか。 

 

＜事務局＞ 

 実態調査から，駅利用者の多くが白子駅の北東側に集中している。応援館は

ぐはぐの敷地の一部を利用して，約８００台分の駐車スペースを確保している

ため，仮駐車場としては十分であると考えている。 

 

秋葉委員 

 先ほどの意見と同じく，白子駅周辺の自転車駐車場が全て有料化となれば，

近隣の商業施設であるサンズに停める利用者が増えると思うが，何か対策を検

討しているのか。 

 広報すずか７月５日号で，白子駅東自転車駐車場の料金の一部改定が掲載さ

れていたが，改定された理由や経緯の記載が無く，わかりづらかったので，簡

潔でわかりやすい文章になるように今後は検討してほしい。 

 

＜事務局＞ 

 鈴鹿市駅の完全有料化の際にも，同様の問題が懸念されていたが，現状，問

題は起きていない。また，有料化の前にはサンズに伺い，有料化による影響の

話を行うことを予定している。 

 今回の掲載では短い文章となってしまったが，今後，このようなお知らせを

する場合には是非参考にしたい。なお，利用者が多い周辺の学校には，料金改

定のお知らせに直接伺い，利用のお願いをしている。 

 

西村委員 

 白子駅東第１自転車駐車場について，廃止の理由と廃止後の活用方法はどの

ように考えているのか。 

 

＜事務局＞ 

 白子駅東第１自転車駐車場については，設置台数が７０台で敷地も狭く，利

用者も少ない状況で維持管理を行っている。また，交通量が多い交差点に隣接

しているため，交通安全上も良い場所とは言い難い。閉鎖時期については，（仮

称）白子駅西第４自転車駐車場を整備し，有料化による整備台数の不足等の問
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題が生じなければ完全閉鎖を行いたいと考えている。なお，廃止後の活用方法

は現時点では特に予定していないが，敷地の一部は近畿日本鉄道の所有地のた

め，返還することとなる。 

 

会長 

近鉄白子駅周辺地域の自転車駐車場整備計画（案）については，委員の皆さ

まにご審議いただき，本日頂いた御意見を踏まえながら，市の方で進めていた

だきたいと思います。 

 

●その他 

森委員 

 全国では約８００万台の自転車が利用されており，三重県では約８万１千台

の自転車が利用されていたが，昨今は６万９千台程度と利用が減少している。

仮に自転車駐車場の整備台数が減少しても，利用者が減少しているため，問題

ないと思われる。また，有料化により，自転車駐車場に防犯カメラが設置され，

防犯登録の啓発等が行われれば，自転車の盗難が減少することが期待できる。 

 

会長 

 今後，白子駅周辺の自転車駐車場整備はどのようなスケジュールで進むのか。

また，平田町駅については，どのように進むのか。 

 

＜事務局＞ 

 白子駅周辺の自転車駐車場整備については，予算措置が伴うことで，議会の

承認が得られていない状況であるので，明言はできかねるが，可能であれば，

本日の協議会を経て，議会への説明を行い，その後，仮駐車場や工事について

地元への説明を行いたいと考えている。予算措置については，議会の承認を得

られれば，来年度を予定し，工事着工については，来年度の秋以降になると思

われる。 

 平田町駅については，現在の無料自転車駐車場が市の土地ではないため，慎

重に進めていくこととなるが，鈴鹿大学が移転したことにより，利用者が減少

し，以前よりも駐車場の空きが多く見受けられる状況である。 

 

●閉会挨拶（会長） 

 本日は，お忙しい中，委員の皆様には，御出席いただきありがとうございま

した。今後とも，本協議会の運営にご協力をいただきますようお願い申し上げ

まして，閉会の挨拶とさせていただきます。 


