
平成 27 年度 第２回八戸市健康福祉審議会 介護・高齢福祉部会 会議録 

日時 平成 27年９月 30日（水）午後１時 30 分 

場所 八戸市庁別館２階会議室Ｃ 

○出席者（16名） 

坂本部会長、工藤副部会長、小柳委員、山本委員、舘花委員、松川委員、山田委員、 

佐々木委員、浮木委員、室岡委員、眞下委員、獅子内委員、李澤委員、高渕委員、慶長委員、 

中村委員 

○欠席委員（１名） 

 新坂委員 

○事務局（15名） 

石田福祉部長兼福祉事務所長、工藤市民健康部長 

加賀福祉部次長兼福祉・子育て給付金室長、前田市民健康部次長兼介護保険課長 

[高齢福祉課] 小橋高齢福祉課長、中居地域包括支援センター所長、竹井主幹 

[健康増進課] 石藤参事 

[介護保険課] 田茂副参事、岩崎副参事、佐藤主幹、前田主査、小檜山主査、 

松井主事兼介護支援専門員、下平主事兼介護支援専門員 

事務局（岩崎副参事）：それでは、定刻となりましたので、ただいまから、平成 27 年度第２回介

護・高齢福祉部会を開会いたします。本日の出席委員は 16名で、半数以上の出席者であります

ので、会議が成立しておりますことをご報告いたします。 

はじめに、藤川委員、金澤委員の後任として八戸市健康福祉審議会委員に委嘱されました方

を御紹介いたします。 

八戸学院大学 専任講師 小柳 達也 様 

小柳委員：小柳と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局（岩崎副参事）：青森県看護協会 三八支部 佐々木 優子 様 

佐々木委員：佐々木と申します。よろしくお願いします。 

事務局（岩崎副参事）：なお、分科会の所属につきましては、小柳委員は地域包括支援センター運

営協議会、佐々木委員は地域密着型サービス運営委員会となりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

それでは、議事に入ります。議長は部会長に務めていただきます。坂本部会長お願いいたし

ます。 

議長（坂本部会長）：それでは、会議に先立ちまして、御挨拶を申し上げます。 

委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとう

ございます。この度、委員になられました小柳委員、佐々木委員のお二人におかれましては、



どうぞよろしく御協力をお願い申し上げます。 

さて、第６期の計画が 27年度から進んでおりますが、そういう中で本日は５つの案件につい

て御審議いただきたいと思います。特に、２件目の第６期計画のサービス基盤整備に係る募集

要綱案につきましては、第６期計画基盤整備の第一次募集ということで、訪問系と通所系サー

ビスの設置候補者の選定に関するものであり、これまでも、部会の２つの委員会のうち、地域

密着型サービス運営委員会の方で３回ほど審議を行いましてまとめた案でございます。それを

委員会だけではなく、部会の方で決めていきたいということで議題としているものであります。

本日の審議をもって最終案を決めて参りたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 

それでは、それぞれの議事につきまして、事務局から説明を受け、質疑応答をして審議を進

めて参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

それでは、次第に従いまして、議事を進めて参ります。 最初に、(1)の「平成 26 年度八戸

市介護保険事業の概要について」、事務局から説明をお願いします。前田主査。 

事務局（前田主査）：介護保険課の前田と申します。よろしくお願いいたします。座って説明させ

ていただきます。 

はじめに、表紙が「(1)平成 26 年度八戸市介護保険事業の概要について」となっております

資料の１ページをお開き下さい。ポイントをページに沿って御説明していきたいと思います。 

１ページは高齢者人口についてですが、八戸市の 65 歳以上の高齢者は、27 年３月末現在で

62,914 人となっており、総人口に対する高齢化率は 26.6％と全市民の約４人に１人の割合とな

っております。表１は高齢者人口の推移を表しており、高齢化が進んでいることが分かります。

下にあります折れ線グラフは、高齢化率の推移を青森県並びに全国と比較しているものです。

八戸市の高齢化率は全国平均を下回っていましたが、徐々に差が縮まり、26 年度中に逆転しま

した。今後、全国平均を上回ることが見込まれます。 

それでは２ページをお開き下さい。２ページは要介護認定状況についてです。八戸市の認定

者は、27 年３月末現在で 10,870 人となっており、そのうち 65 歳以上の認定者数は 10,501 人、

認定率は 16.7％となっております。表 2-1 は各月末日の認定者数の推移を表し、表 2-2 では平

成 12年度末からの認定者数の推移を表しています。 

３ページを御覧下さい。３ページは介護サービスの受給状況についてです。認定者のうち実

際にサービスを利用されている方は 90.8％となっており、全国平均及び県平均よりも高い割合

となっております。表３では介護サービスの受給者数の状況を、その下の棒グラフでは介護サ

ービス受給者の要介護度別割合を表しております。 

４ページをお開き下さい。４ページは居宅サービスの利用状況についてです。表 4-1 では居

宅サービスの種類別利用人数を表しており、26 年度の利用状況は、利用率が高い順に、通所介

護、訪問介護、福祉用具貸与、通所リハビリテーションとなっております。なお、下にありま

すグラフから訪問介護、福祉用具貸与の利用率が年々増加していることが分かります。 

５ページを御覧下さい。５ページでは、受給者１人当たりの介護度別居宅サービス平均費用

額を表とグラフで表しております。介護度が上がるにつれ、訪問系サービス、短期入所の構成



割合が増加し、逆に通所系サービスの構成割合が減少していることが分かります。 

６ページをお開き下さい。６ページは、居宅サービスにおいて受給者が１割負担で利用でき

るサービスの限度額に対して、実際にどのくらいのサービスを利用されたかというものを介護

度別に比率にした、対支給限度額比率を表とグラフで表しております。表 4-3 にありますとお

り、26 年度の八戸市の比率は平均すると 54.6％と 25 年度に比べわずかながら増加しており、

要介護度別にみますと、要介護５の割合が最も高くなっております。 

７ページを御覧下さい。７ページは地域密着型サービスの利用状況についてです。地域密着

型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームが利用者数、費用額

で大部分を占めております。表 5-1 は地域密着型サービスの介護度別利用者数を表し、表 5-2

と下のグラフはグループホームの介護度別利用者数と費用額の推移を表しております。 

８ページをお開き下さい。８ページは施設サービスの利用状況についてです。表 6-1 では施

設別入所者数と費用額、並びに１人当たりの費用額を表しております。表 6-2 では施設別入所

者数の推移を表し、入所者の要介護度の状況を下２段にわたりグラフで表しております。１人

当たりの費用額は 24 年度から増加しております。また、要介護４及び５の重度利用者の割合は、

施設サービス全体で 72.2％、介護老人福祉施設では 83.7％となっており、施設サービス全体の

平均要介護度は 4.0となっております。 

９ページを御覧下さい。９ページは保険給付費の支出状況についてです。平成 26 年度の給付

費総額は約 181 億 2,400 万円で、前年度と比較しますと約 7 億 6,700 万円の増、増減率では

4.4％増となっており、下のグラフのとおり受給者数とともに右肩上がりの状況となっておりま

す。また、サービスごとの対前年度増減率をみますと、訪問介護が 12.8％、訪問リハビリテー

ションが 58.5％とそれぞれ増加しており、居宅サービスの占める割合が高くなっております。 

10 ページをお開き下さい。10ページは、上段と下段にそれぞれ福祉用具購入費、住宅改修費

の支給状況と１人当たりの平均支給額をグラフに表しております。中段の円グラフは福祉用具

と住宅改修の種目・種類別利用状況の割合を表しております。 

次に 11 ページを御覧下さい。11 ページは介護保険料の収納状況についてです。表８のとお

り平成 26 年度の第１号被保険者の収納率は 98.2％となっており、普通徴収の収納率は前年度

と比較すると 0.6 ポイント上昇し 84.1％となっております。一番下のグラフは、これまでの各

段階別普通徴収の収納率の推移を表しており、生活保護受給者が含まれる第１段階を除き、所

得段階が下がるごとに収納率も低い状況にあります。 

12 ページをお開き下さい。地域支援事業の実施状況についてですが、こちらでは１箇所訂正

がございます。表の一番下、任意事業の上から３つ目にあります認知症高齢者見守り推進事業

の件数の単位ですが、人数ではなく回数です。（人）を（回）に訂正していただくようお願いい

たます。それでは、地域支援事業の実施状況についてですが、通所型介護予防事業は、運動機

能向上事業、認知症予防事業、体力アップ支援事業への参加者が増加しております。訪問型介

護予防事業として、基本チェックリストの未返送者に対し訪問によるチェックリストを実施し、

介護予防の必要性を説明するとともに事業への参加を呼び掛けております。地域支援事業全体



の費用額は 25年度より約 1,670 万円の増、増減率では 8.5％増となっております。 

13 ページを御覧下さい。13 ページは介護保険特別会計の収支についてです。表 10-1 を御覧

下さい。26年度決算額は、歳入が 191 億 5,884 万円、歳出は 188 億 4,095 万 1 千円となってお

り、歳入歳出差引額は 3 億 1,788 万 9 千円となっております。また、ここから国や県に返還す

べき負担金等 1億 4,850 万 7 千円を差し引いた、1億 6,938 万 2 千円が 26年度の実質的収支と

なります。 

次に 14 ページをお開き下さい。14ページ及び 15ページは、八戸市と青森市、弘前市、青森

県、全国とを比較した参考資料になっております。14 ページ(1)被保険者数では、65歳以上 75

歳未満の構成比が八戸市はいずれと比較しましても高く、向こう 10 年間で 75 歳以上の後期高

齢者が増加することが見込まれます。また、(2)介護度別認定者数では、要支援１から要介護１

までの軽度の割合が低く、要介護２以上の中重度の構成比が高いことが分かります。中段に示

しております認定率ですが、八戸市はいずれと比較しましても低くなっております。なお、認

定率の傾向として、75 歳未満の前期高齢者が５％前後に対し、75 歳以上の後期高齢者は 30％

を超えております。八戸市は、今後、後期高齢者の割合が高くなると見込まれることから、要

介護認定者も増加することが予想されます。 

それでは 15 ページを御覧下さい。15 ページは平成 27 年３月分のサービスごとの給付費総額

と高齢者１人当たりの給付費を比較したものとなっております。表の右側の欄外にありますと

おり、八戸市の高齢者１人当たりの給付費は、訪問系サービスで全国平均の約 1.7 倍、通所系

サービスで全国平均の約 1.2 倍、グループホームで全国平均の約 1.2 倍、介護老人福祉施設は

全国平均の約 0.6 倍と、居宅サービスが多く施設サービスは少なくなっております。１番下の

(5)の表は保険料の比較を示したものですが、全国と青森県の改定率が第５期に上昇している中

で、八戸市は据え置くことができておりました。 

以上が、平成 26 年度の介護保険事業の概要として市のホームページに掲載する予定の資料で

あります。 

続きまして、第５期事業計画期間における計画と実績との比較資料を御覧下さい。 

１ページは、各年度９月末現在の介護度別認定者数と第１号被保険者数の比較です。上段が

計画、中段が実績、下段が計画と実績との比較となっております。26年度の認定者数及び認定

率は、計画値 10,800 人、17.5％に対し、実績値 10,802 人、17.5％とほぼ計画通りの状況とな

っております。 

２ページをお開き下さい。２ページは介護保険事業総費用の計画と実績との比較です。表の

右側２列は計画期間３年間を通した比較で、△の表示は実績値が計画値を下回っていることを

表しています。第５期は保険給付費で約 1 億 1,624 万円、地域支援事業費を合わせた総費用で

約 1億 6,898 万円計画値より少なくなっており、計画内での事業運営がなされました。 

３ページをお開き下さい。３ページは保険料収納額の計画と実績との比較です。上段が計画、

中段が実績となっており、第５期の実績は、保険料必要額が 108 億 1,240 万 4 千円から財政安

定化基金取崩額と介護保険特別会計財政調整基金取崩額を除いた金額の 95 億 9,368 万 7 千円



に対し、保険料収納額が 100 億 3,108 万円と、収納額が必要額を約 4 億 3,739 万 3 千円上回っ

た状況です。下段は介護保険特別会計財政調整基金残高を表しており、平成 23年度第４期末の

残高から、24 年度、25 年度、26 年度と基金を取崩し、26 年度末残高は 4 億 733 万 6,024 円と

なっております。 

以上で、議事の「(1)平成 26 年度八戸市介護保険事業の概要について」の説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：はい、説明御苦労さまでした。26 年度、第５期の最後の部分について説明い

ただきました。委員の皆様から御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問、御意見等ないようですので、ただいま報告をいただいた案件は了承

したいと思います。 

それでは、次の議事に進みます。(2)の「第６期計画のサービス基盤整備に係る募集要綱（案）

について」、事務局から説明をお願いします。下平主事。 

事務局（下平主事兼介護支援専門員）：介護保険課の下平と申します。座って、御説明させていた

だきます。 

最初に、「(2)第６期計画のサービス基盤整備に係る募集要綱（案）について」と書かれた資

料についてですが、こちらは地域密着型サービス運営委員会にて委員の皆様に御審議いただい

た最終案となっております。なお、要綱案については、９月 25 日までに御意見、御質問をいた

だくことにしておりましたが、御意見、御質問のいずれもなかったことを御報告いたします。 

それでは、１ページをお開き下さい。本日は主に要綱案のポイントについて御説明していき

たいと思います。 

はじめに募集の趣旨についてですが、八戸市高齢者福祉計画に基づき、地域密着型サービス

の適正な整備を図るとともに、設置候補者を公平かつ円滑に選定するため、整備運営する事業

者を募集します。 

次に、募集するサービスごとの募集数、募集圏域及び応募資格についてです。 

まず、募集するサービスと募集数についてですが、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の

新設２か所、「認知症対応型通所介護」の新設１か所、「看護小規模多機能型居宅介護」の新設

又は小規模多機能型居宅介護からの移行を２か所予定しています。募集圏域についてはいずれ

のサービスとも市内全圏域とし、応募資格についても法人格を有する者又は指定申請時に法人

格を有することが確実である者とします。 

次に３の応募条件についてです。資料の(1)のとおり事業者の新規参入に配慮し、応募は１法

人１サービスとさせていただきます。次に(2)のサービス開始の時期ですが、天災等特別な事情

がある場合を除き、平成 28 年度末までに工事を着工し、平成 29 年度末までには事業所を開設、

運営開始できることとします。次に(3)ですが、今回の応募に要する費用、例えば不動産を取得

する場合の費用、調査設計費及び申込書類に係る諸費用等はすべて応募者の負担とします。次

に(4)は、事前に設置予定地の地域住民等へ十分な説明を行なうこととします。次に(5)ですが、

施設整備及び事業の運営に当たっては、「介護保険法」、「老人福祉法」、「建築基準法」、「消防法」、



「八戸市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例」、その他関係法令及び条例等を遵守することとします。次

に(6)ですが、都市計画法に基づく開発許可を要する土地、農地法に基づく農地転用を要する土

地及び公有水路等の占用を要する土地については許可が得られる用地であること、市街化調整

区域や農地に建設を予定する場合は、関係機関と協議が整っていることとします。これらの応

募条件を満たさない場合は、応募書類を受理できない場合があることとします。 

それでは、２ページをお開き下さい。選定方法について御説明させていただきます。選定方

法につきましては、資料２、資料３として配布しておりました「平成 27年度八戸市地域密着型

サービス設置候補者審査票（案）」及び「平成 27 年度八戸市地域密着型サービス設置候補者評

価基準（案）」に基づきまして、一次審査及び二次審査の合計評価点数の上位の者から、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護２者、認知症対応型通所介護１者、看護小規多機能型居宅介護２

者の選定を行います。 

一次審査は、資料２の審査票の一次審査項目について、応募者自らが採点した結果を事務局

が審査することとなります。配点についてですが、これまでの募集選定では、共通する審査項

目であってもサービスによって点数を調整し、一次審査 50 点、二次審査 50 点、合計 100 点満

点で採点して参りました。しかしながら、今回はサービスの共通審査項目において同じ配点の

方が審査しやすいと考えたことから、100点満点にこだわらず、共通する審査項目においては同

じ配点で採点する方法といたします。二次審査へ進むことができる二次審査対象者は、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護と看護小規多機能型居宅介護が上位４者、認知症対応型通所介護

が上位３者とさせていただきます。なお、評価点数の上位の者に同点者が複数存在する場合は、

二次審査対象者が増えることも想定されます。 

続いて二次審査についてですが、二次審査は審査項目に基づいた代表者等からのプレゼンテ

ーション及び審査委員からの質疑応答により評価を行うものです。審査は、地域密着型サービ

ス運営委員会の委員により評価いただき、二次審査を経て最終的に選定された応募者が設置候

補者となるわけですが、一次審査と二次審査の合計評価点数が過半数である最低基準点を超え

ない場合は、選定外にすることとします。また、仮に何らかの事情で設置候補者が選定後に辞

退した場合の繰上げ選定や、審査の結果、基準点を満たす応募者がいなかった場合、今年度は

再募集しないこととします。なお、一次審査と二次審査の評価点の合計が同点だった場合は、

二次審査の評価点数の上位の者を選定することとします。 

３ページをお開き下さい。ここで、資料の訂正をお願いいたします。12 月に開催する地域密

着型サービス運営委員会ですが、12 月 22 日開催としておりましたが諸事情により 12 月 16 日

開催へと変更になります。今後のスケジュールについてですが、来月８日に募集説明会を開催

し、応募者予定者に対し、募集要綱、応募書類等について説明いたします。翌９日より 11月 13

日までの期間において募集申込みを受け付けいたします。事務局による一次審査を行い、12月

16 日の地域密着型サービス運営委員会において一次審査を決定いたします。来年１月に二次審

査を行い、28年２月には最終的な設置候補者を選定したいと考えております。 



次に、資料１から３について御説明いたします。 

まず資料１についてですが、本日御説明しました要綱案を条文化したものとなります。 

次に資料２の審査票についてです。資料２の１ページをお開き下さい。こちらは定期巡回・

随時対応型訪問介護看護の配点基準となっており、ハイフンがある項目は審査しない項目とな

ります。次に、２ページ目以降の票の見方を御説明いたします。オレンジ色の部分は二次審査

項目であり、採点項目に斜めの罫線を引いている項目は審査しない項目となります。審査する

項目と審査しない項目はサービスごとに異なりますが、共通する審査項目は同じ配点となって

おります。 

最後に、資料３の評価基準についてです。資料３の１ページをお開き下さい。この評価基準

は、資料２の審査票の審査項目についてその解釈や評価点の算出方法をサービスごとに定めた

もので、採点・審査を行うにあたって指標の１つとなるものです。上の表にあります審査基準

の共通事項は、全サービスにおける採点方法、評価点の算出方法等審査上の決まりごとが示さ

れているものです。その下の表からは、審査票の一次と二次の審査項目ごとに解釈や評価点算

出方法が示されており、オレンジ色の部分が二次審査における評価基準となります。採点方法

ですが、一次審査は整数とし、二次審査は配点基準の範囲内で少数第１位まで採点することが

できます。例えば、配点が３点まである項目は、1.5 点や 2.5 点等の採点ができることとなりま

す。また、二次審査は委員の皆様に採点していただき、最高点と最低点を除いた点数で平均点

を算出することとなります。この評価基準は、10月８日開催予定の募集説明会で応募者に配布

しますので、応募者はこの評価基準を基に評価点を自己採点することになります。 

説明は以上となります。 

議長（坂本部会長）：ただいま、事務局から説明がありました。これは先ほど申し上げましたよう

に、地域密着型サービス運営委員会で３回ほど審議した結果、このような案でどうかというこ

とで、本日部会の案件として出されました。申請しようとする事業者が、これに基づいて自己

採点できるというのが非常に特色であり、オープンにしているというところであります。委員

の皆様から御質問・御意見はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、ただいまの募集要綱について、事務局案のとお

り決定とさせていただきたいと思います。 

それでは、次に、(3)の「地域密着型サービス事業所の指定更新について」、説明をお願いし

ます。下平主事。 

事務局（下平主事兼介護支援専門員）：介護保険課の下平でございます。「(3)地域密着型サービス

事業所の指定更新」について、御説明いたします。 

介護保険法上、事業所の指定は６年ごとの更新制となっております。これに伴いまして、平

成 27 年 11 月 13 日に指定有効期間満了を迎える認知症対応型共同生活介護事業所が１事業所

ございます。事業所から提出された書類を審査した結果、問題となる事項がございませんでし

たので、今後、指定更新を行う予定です。 



説明は以上となります。 

議長（坂本部会長）：ただいまの説明について、御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、(3)について承認することといたします。 

次に、(4)の「指定市町村事務受託法人の指定について」、事務局から説明をお願いします。

松井主事。 

事務局（松井主事兼介護支援専門員）：介護保険課の松井でございます。よろしくお願いいたしま

す。座って、説明させていただきます。 

それでは、資料の「(4)指定市町村事務受託法人の指定について」をお開き下さい。まず、資

料の訂正がございますのでお知らせいたします。資料中段にございます社会福祉法人寿栄会の

事務受託事務所の所在地について、先日お送りした資料では、２つ目の「八戸市石堂２－29－

17」とございますが、正しくは「八戸市石堂２－29－７」となります。訂正をお願いいたしま

す。 

さて、一覧に記載しております３法人の指定市町村事務受託法人の指定につきましては、去

る５月 21日開催の当部会にて御承認をいただき、意見書を付して県へ書類提出していたところ

でしたが、８月 27日付けで正式に指定市町村事務受託法人の指定を受けたことを御報告いたし

ます。 

今後のスケジュールとしましては、11 月に新規申請分の認定調査委託契約を締結し、介護保

険課職員による認定調査研修や市内の事業者への周知を経て、平成 28年１月から、指定市町村

事務受託法人事業所の新規申請に係る認定調査を実施する予定です。 

以上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいまの説明について、御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、(4)について承認することといたします。 

次に、(5)の「介護予防支援業務委託事業者の承認について」、事務局から説明をお願いしま

す。竹井主幹。 

事務局（竹井主幹）：高齢福祉課の竹井と申します。よろしくお願いします。座って御説明させて

いただきます。 

それでは、資料の「(5)介護予防支援業務委託事業者の承認について」を御覧下さい。 

本日は、(1)に掲載しております新規の委託事業所として、株式会社グート、事業所名ケアプ

ランセンターオードリー田面木の承認をお願いします。 

事業所の詳細といたしまして、(2)職員に関する事項ですが、当該事業所に所属する介護支援

専門員は１名、常勤、兼務、経験年数 13年となっております。受持利用者数９人、給付管理者

数９人、事業所全体の受託可能件数は８件でございます。(3)給付管理者数についてですが、要

支援１が１人、要支援２が２人、要介護１が２人、要介護２が４人の計９人となります。 

最後に、(4)委託事業所数でございますが、当該事業所を含め合計 87 事業所、今後の委託可



能見込件数は 293 件となっております。 

以上で説明を終わります。 

議長（坂本部会長）：ただいまの説明につきまして、御質問、御意見等はございませんか。 

委員：なし 

議長（坂本部会長）：御質問等ないようですので、(5)について承認することといたします。 

以上で、本日の議事は終了いたしました。最後に事務局から連絡事項がありますのでお願い

いたします。 

事務局（前田市民健康部次長兼介護保険課長）：坂本部会長、委員の皆様、御審議ありがとうござ

いました。 

次回の会議につきまして、２点御連絡がございます。 

１点目は介護・高齢福祉部会でございますが、日時は、来年、平成 28 年２月 15 日月曜日午

後１時 30分から、場所は市庁別館２階会議室を予定しております。 

２点目は地域密着型サービス運営委員会でございますが、次回開催日を 12 月 22 日と御案内

しておりましたが、12 月 16 日水曜日午後１時 30分から、場所はこちらの会場になりますが別

館会議室Ｃに変更となります。 

委員の皆様には御多忙とは存じますが、いずれも、後日文書で御案内を差し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

連絡事項は、以上です。 

事務局（岩崎副参事）：それでは、これをもちまして、平成 27 年度第２回介護・高齢福祉部会を

閉会いたします。 


