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様式第２号（第５条関係） 
平成２９年度第４回久喜市介護保険運営協議会会議録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 
司会  皆さま、こんにちは。 

 本日は、公私共にお忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にありがとうござ

います。 
ただ今から、平成２９年度第４回久喜市介護保険運営協議会を始めさせて

いただきたいと存じます。 
 私は本日、司会を務めさせていただきます福祉部介護福祉課長の赤岩でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 
はじめに、現在の出席委員でございますが、委員定数２０人中、出席委員

１５人でございますので、本運営協議会は、久喜市介護保険条例第１５条第

２項の規定によりまして、本会議が成立いたしますことを報告申し上げま

す。 
続きまして、会議に入ります前に、会議の公開と会議録の作成についてご

了解をいただきたいと存じます。まず会議の公開でございますが、久喜市で

は審議会の会議は原則公開とし、会議の傍聴を認めておりますことから、本

会議も公開といたしているところでございます。また、会議の内容につきま

しては、事務局におきまして会議録としてまとめる関係上、内容を録音させ

ていただいておりますので、ご了解をいただきたいと存じます。 
なお、本日の傍聴者につきましては、現在のところおりませんことをご報

告申し上げます。 
それでは、開会に当たりまして、木伏会長からご挨拶を頂戴したいと存じ

ます。木伏会長よろしくお願いいたします。 
木伏会長  皆さま、こんにちは。会長の木伏でございます。いつもお世話になります。

お寒い中をお出ましいただきましてありがとうございます。本日お見えにな

られていない方が体調を崩されていないか心配ですけれども、皆さまにはイ

ンフルエンザなどにかからないようにしていただきたいと思います。 
今日も審議等ございますけれども、皆さまのご協力を仰ぎたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
司会 ありがとうございました。 

それでは、本日の配付資料について、事務局の方から確認させていただき

ます。 
事務局  《 資料確認 》 

司会  それでは、お配りいたしました次第に基づきまして会議を進めさせていた

だきたいと存じます。 

 次第の３、本日の議事でございます。 

 本日は「久喜市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の素案審議につ

いて」ほか５件の議題となっております。 

 なお、ここからは久喜市介護保険条例の規定によりまして、木伏会長に議

長となっていただきまして、議事の進行をお願いしたいと存じます。それで

は木伏会長、よろしくお願いいたします。 

議長  それでは、ご指名でございますので議長を務めさせていただきます。円滑

に議事が進行いたしますよう皆さまのご協力をお願いいたします。 
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  まず、本日の会議について、議事録署名人を指名したいと思います。大澤

委員、新井委員にお願いできますでしょうか。 

 

《 承 認 》 

 

 ありがとうございます。 

 それでは議事に入らせていただきます。 

 まず、議事の（１）「久喜市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の

素案審議について」を、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 《 資料１に基づき説明 》 

議長  ありがとうございました。 
 事務局の説明に関し、委員の皆さまからご意見はございますか。 

染谷委員 ７１ページの利用者の推計の部分で確認ですが、第３回の会議でいただい

た表と比べるといくつか違うのですね。まず、居宅介護サービスで、特定施

設入居者生活介護という項目があったのですが、今回はその項目、数字が入

っていないのですけど、まずこれはどういうことなのでしょうか。それと、

他にも前の資料と比べると、施設サービスという項目があったのですが、今

回はこれがない。あるいは地域密着型介護サービスでもいくつか項目があっ

たのが、その項目がなくなっている。居宅系介護サービスでも、介護予防特

定施設入居者生活介護という項目があったのがなくなっているのですが、こ

の点をまず教えてください。 
事務局 ご指摘ありがとうございます。こちらについては少し分かりにくい部分が

あって大変申し訳ございません。実はこの７１ページの前の７０ページとい

うことになるのですが、こちらに（２）施設・居住系サービス利用者数の推

計という形で、アの方に施設サービス、また、最初にご指摘いただきました

特定施設入居者生活介護につきましては、イの（ア）のところに居宅介護サ

ービスとして特定施設入居者生活介護、（ウ）の居宅介護予防サービスのと

ころに介護予防特定施設入居者生活介護という形で掲載させていただいて

おります。 
第６期計画までは利用者数の推計を行うのが、厚生労働省の方から配られ

たワークシートというものを使い推計をしていたところですが、今回、第７

期計画からワークシートというものではなくて、やはり厚生労働省が作成し

ているもので「見える化システム」という、インターネット上で加工する推

計ツールというものがあります。そちらを使って利用者の人数であるとか介

護保険の費用を推計するようにという形に、作成するツールが変わったとい

うことがございます。そのツール上では記載の括りというものが、施設・居

住系サービスでまずひとつ大きな括りがありまして、その後７１ページに載

せているような、施設・居住系以外のサービス利用者数というように、括り

の内容が分かれたところがございます。前期計画との見比べやすさからする

と、同じ並びの方が分かりやすかったのではないかという考え方もあったの

ですが、今後「見える化システム」をずっと使っていく形になるとすると、

切り替わったこの時に並び順も変えた方がよいのかなとの考えもございま

して、現段階ではこのような形にさせていただいているところでございま

す。 
染谷委員 前にいただいた資料では、色々な用具関係の部分ですけれども、貸与とか 
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 販売とかあったのが、今回は貸与と購入費ということで、販売という言葉は

なじまないかもしれないけれども、買ってそれを与えるというような意味で

変更されたという理解でよろしいのですか。 
事務局 おっしゃるとおりでございます。表記上は先ほど申し上げた「見える化シ

ステム」の表記に合わせたという部分もございますが、染谷委員のおっしゃ

るとおりでございます。 
染谷委員  もう一点だけ確認したいのですが、今、説明があった中で８１ページのと

ころで、『本市では、「はつらつ運動教室」（→Ｐ７４）』と書いてあるので改

めて見たら７４ページで見つからなくて、７５ページに出ていたのですが、

これは単なるミスでいいのですね。７４ページにないですよね。よろしくお

願いします。 
事務局  おっしゃるとおりです。申し訳ございません。こちらはページの記載ミス

でございます。ご指摘ありがとうございます。 
染谷委員 審議が終わったところの部分も確認させていただきますが、４ページの方

ですけども、先ほど出てきた表との関係で、表の人数が少しずれたりしてい

る部分が今現在ではあるのですけど、最終的にはこの表と今の表で整備の目

標とか人数等は大体合ってくるということで、４ページ、５ページのところ

ですけれども、よろしいですね。 
それと、４ページで気になったのは、本文の最後ですけれども、平成３７

年には逆転すると書いてあるのですが、この表を見ると、平成３２年度から

近い方なので、平成３７年までにはとか、平成３０年代中頃にはとか、平成

３７年にはだと平成３７年が切り替わりだとこの本文では読めてしまうと

思うのですが、その点の記述をお願いできたらと思うのですが。 
それから３０ページですが、前回の会議で数字の訂正で平成２７年度の利

用実績の金額を訂正してくださいと言って訂正した記憶があるのですが、元

の数字が入っていますが、これは訂正後の数字が正しいということでよろし

いですか、よろしくお願いします。 
事務局 ご指摘ありがとうございます。まず４ページの表と後半に出てくる表との

整合性につきましては、染谷委員のご指摘のとおりでございます。ただ一点

だけ、４ページに載っているのがいわゆる高齢者人口で１月１日現在の数値

でございまして、６４ページに第１号被保険者数の推計というものが載って

います。こちらもほぼ同じく６５歳以上の人口にはなるのですが、介護保険

制度では住所地特例者や適用除外者ということで、ぴったり６５歳以上の人

数と合わないというところがございます。また、６４ページの推計では、い

わゆる年度の中間値ということで、９月末日時点での数字を使うという考え

方をしていますので、６４ページと４ページの部分については人数的に数値

が異なる部分が最終的な形であっても若干ずれるということはご承知おき

いただければと存じます。 
それから、３０ページはご指摘のとおり前回訂正させていただいたのです

が、これは訂正前の数字になっております。前回訂正させていただいた数字

が正しいものでございますので、こちらは早急に前回訂正させていただいた

数字に訂正させていただきたいと思います。大変申し訳ございませんでし

た。 
染谷委員 最後にもう一つだけ。３２ページですけれども、３２ページのところでは

前の資料ですと一人当たりの給付費が計画の想定よりも低かったというこ 
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 とで、介護サービス利用者の要介護度が全体として軽くなっているという記

載を検討いただくということで、もう一つ項目があったと思うのですが、こ

れは取りやめたということでいいのかということと、全体として本文の年度

表記の方が大文字だったり小文字だったり記載されているので、それも統一

していただけたらと思うのですが、とりあえず前に検討するといったものが

削除なのかどうかだけお願いします。 
事務局  ご指摘ありがとうございます。３２ページの件につきましては、介護度が

軽かったので給付費が少なかったというような記載を前回していたところ

なのですが、やはりそう言い切れるような客観的な根拠がなかなか難しいだ

ろうということで、色々と検討はしたのですが最終的に削除させていただい

たところでございます。それと表記のずれですね、半角であったり全角であ

ったりというところにつきましては、きちんと統一した形で直したいと思い

ます。 
議長 他にご意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

無いようですので、議事（１）「久喜市高齢者福祉計画・第７期介護保険

事業計画の素案審議について」は終了とさせていただきます。 
それでは、続きまして、議事の（２）「久喜市内の地域包括支援センター

の今後の運営について」を事務局から説明をお願いします。 
事務局 《 資料２に基づき説明 》 
議長 ここまでで事務局の説明に関し、委員の皆さまでご質問、ご意見はござい

ますか。 
染谷委員  制度の改正については、メリットは書いてあるのですが、デメリットとい

うのも検討の中には出てきたと思うのですが、その点のこともご説明もお願

いできないでしょうか。 
事務局 委託をすることのデメリットといたしまして、まず市職員の技術の向上と

か地域との連携といったものが少し遠ざかるということがございます。た

だ、その課題につきましては、久喜中央地域包括支援センターが直営という

こともございますので、社会福祉協議会と連携を図りながら支援していくと

いうことで考えております。 
染谷委員  今、職員の技能とか色々な関係、ふれあいが少なくなるとかいうことだけ

でしたけれども、経費的なものとか、それだけでなく多岐に渡って検討され

たかと思うのですが、良いことだけしか書いてないですけれども、利用する

人にとって全く問題はないのか、あるいは住民の負担として問題はないのか

といった点で、もし検討されていれば教えてください。 
事務局 利用者にとって一番大切なのは、円滑に次の地域包括支援センターの職員

に事業が引き継げるようにということが、一番大切だと考えております。そ

の中で、やはり今、地域包括支援センターにいる職員が利用者様に説明をし

て、次の担当に引き継いでいただく、円滑に事業が展開できるように、支援

できるようにしていくということが必要だと思っておりますので、きちんと

その準備をして参りたいと思います。 
染谷委員 経費的にはどうなのですかということもお聞きしたいのですが。 
事務局 大まかな形で人件費と事務費とを各包括で経費の方を計算してございま

して、それぞれ人件費等を割り返して考えてみたところ、直営包括と委託包

括とでそれほど差がないということになっておりますので、委託をしたから

といって、もちろん委託料は上がるのですけれども、職員の人件費等を考え 
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事務局 ると、直営包括でも委託包括でも変わらないというところです。 
染谷委員 デメリットではないですね、メリットもない。そうすると予算的にはメリ

ットにもならない、デメリットにもならないということで理解してよろしい

ですか。同じ職員をこれからも配置して、それなりに勉強してもらったりし

て直営でやっても、経費的には委託でやっても変わらないよと。そうすると

委託するメリットはないと。逆に言えばそういうことにもなるわけですけど

ね。要するに職員でやっていくと経費が高くて、委託の方が安いのであれば

メリットだけど、直営でやっても委託でやっても経費的には変わりませんと

いうのはメリットにもならないということになりますよね。 
事務局 経費的なところでは同じですが、やはり専門職の確保というところがなか

なか難しいところになってきておりまして、先ほどもご説明させていただい

た主任介護支援専門員の確保というところが直営では難しいというところ

がございます。やはり確保をしていくという中では、社会福祉協議会の方に

お願いするというのが良いだろうということで検討を進めてきたところで

す。 
事務局 すみません、補足させていただきます。ただ今、ご説明申し上げましたよ

うに、経費的なものにつきましては、ほとんどが職員の人件費でございます

ので、市職員がやる場合の人件費、社会福祉協議会の職員がやる場合の人件

費ということで、そんなに人件費的には差が出るものではございません。従

いまして委託料として目に見えて出て行く数字がありますけれども、実際に

は職員がやっていた場合にも人件費として職員の給与として出て行くもの

でございますので、その点の差はございません。 
何が違うかと申しますと、先ほどから申し上げているように専門職として

の、特に主任介護支援専門員の確保というものが、５年に１回研修をしない

と資格そのものが更新できないという制度の改正もございまして、市職員が

直営でやっていくという場合につきまして、難しい状況になってきておりま

す。その点が社会福祉協議会に委託しておけば、この辺の確保も非常に容易

であるということ。それから、なおかつ社会福祉協議会におきましては、こ

れまでにも市で久喜東地区と菖蒲地区を委託してきたという実績がござい

まして、さらに栗橋と鷲宮を増やした場合につきましても社会福祉協議会に

委託することによって、どの地区でも同じように公平なサービスが行える

と。それから社会福祉協議会のこれまでの活動実績として、地域に根ざした

活動をこれまでも非常にやってきているというところを、私どもとしまして

も評価させていただきまして、より地域に密着した活動、サービス体制を作

っていただけるということで、事業の内容としては、むしろこれまで直営と

してやってきたものよりも内容的にはさらに充実が図れるのではないかと

考えているところで、比較したときにはメリットの方が大きいだろうという

理由から委託に切り替えるものですので、ご理解を賜りたいと存じます。 
善林委員 介護福祉課長がお話になったことに関連するのですが、中央地域包括支援

センターだけ市の直営にするという根拠はなぜでしょうか。 
法改正で主任介護支援専門員が５年間で更新研修が必須だという大きな

理由で社会福祉協議会に委託するという考えになった訳ですよね。ならば中

央地域包括支援センターだけ、なぜ直営でやるのかということですね。１地

域くらいであったら市としても支障がない形で主任介護支援専門員の確保

できるということなのか、その点はどうなのでしょうか。 
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事務局 まず、先ほど言ったように、主任介護支援専門員の確保が難しいというと

ころで委託という話をさせていただいたのですが、中央地域包括支援センタ

ーにつきましては、現在、各地域包括支援センターの情報を集めたり、統括

というまではいかないのですけれども、調整を図っているところでございま

す。ここが委託というふうになると、他との調整をするのが難しいというと

ころでございます。今後、運営していく中で、中央地域包括支援センターが、

委託がいいのかそれとも直営がいいのかというのは、これから検討といいま

すか、今後考えていかなければいけないところではございますけれども、す

ぐに直営から委託にするということはなかなか難しいというところです。 
事務局 若干補足させていただきます。ただ今説明したとおりなのですが、中央地

域包括支援センター１箇所程度でしたら、今すぐ職員が確保できないという

状況ではございませんので、何とかやっていけるというのがまず一つ。 
中央地域包括支援センターにつきましては、久喜市全体を見た中で、５つ

の地域包括支援センターの圏域を設定しておりまして、その中の中央地域包

括支援センターだけが直営として残る。現在も直営と委託とそれぞれござい

ますけれども、やはり中央包括支援センターの役割として、地域における

様々な事案がございます。そういった中には困難な、非常に対処が難しい事

例というものもございまして、そういったものにつきましてはやはり中央地

域包括支援センターが、いくつか包括がある中での核となるセンターといっ

た位置づけで、基幹包括という言い方をするのですけれども、他の地区の困

難事例等を一緒になって検討するといった連携を図って、これまでもやって

きている部分がございます。 
従いまして、４地区を委託にするということで、とりあえず全てを委託す

るということではなくて、核となる部分としては直営で残してどのような展

開ができるかといったものも見た上で、中央地域包括支援センターがこの先

委託になっていくのかということも含めまして、様子を見て参りたいという

ところでございます。どうぞご理解をいただければと思います。 
新井委員 初歩的な質問なのですが、今回、この運営協議会に地域包括支援センター

業務の議事を諮ったのは、協議会として承認をもらうため、報告事項、その

入口を教えていただきたいです。 
それによって、本来、地域包括支援センター業務は行政がやるべきだと。

ただ、その行政の運営上、委託という契約を通じて民間にお願いしますとい

うことだと思いますが、最終的には行政責任として地域包括支援センターを

運営する。それであれば、先ほどご説明いただいたように、市自らは中央地

域包括支援センターをしっかり持って、そこで委託先の地域包括支援センタ

ーをしっかりと監視・指導、なおかつスキルアップしながら対応していくと

いうことの考えを介護福祉課長がお示しになったかと思うのです。しかし、

最初の私の質問もですね、これが報告事項であれば、この協議会として意見

ができますし、また、これが単なる報告事項ではなくて承認であるというこ

とであれば、皆さまの意見の中で中央地域包括支援センターの機能を持たす

べきだという形の強い意見があるかなと思います。その点で、この議題の主

旨を伺いたいと思ってご質問させていただきました。 
事務局 市の介護保険条例というものがございます。この条例の中に皆さまにお集

まりいただいております介護保険運営協議会につきましては、いわゆる所掌

事項といたしまして、『地域包括支援センターの運営、評価、その他地域包 
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 括支援センターの業務に関すること。』という部分がございます。そういう

こともございまして、これは地域包括支援センターの所掌事項について、何

か決めていただかなくてはならないこと、あるいは報告しなくてはならない

ことにつきましては、会議の場でお諮りするなりご報告させていただくなり

をしているところでございます。 
従いまして、本日のこの地域包括支援センターを新たに委託するというこ

とにつきましては、ご報告させていただいたということでご理解いただけれ

ばと存じます。 
新井委員 ありがとうございます。そうしますと、委員の皆さま、差し支えなければ

この協議会として、今回は、久喜市は中央地域包括支援センターを直営でや

って、なおかつ委託先の４箇所は社会福祉協議会に受託する先の事業につい

ての指導、あるいは困難事例に対するアドバイスとか、そういう役割を担う

というご説明であれば、その点をぜひお願いしたいという形で、この協議会

としてお願い事項として挙げればいいのではないかと思うのですが、議長、

いかがでしょうか。 
議長 私も同じです。 
染谷委員 どういう決を採るか、議長にかかっているのではないですか。これ承認し

ますかと取るのか、こういうことだから皆さまに承知しておいてくださいと

取るのか。 
事務局 ご承認を求めているものではございませんので、あくまでも委託に切り替

えさせていただきますということで、ご報告を申し上げた次第でございま

す。 
そのことにつきまして、何かご助言なりご意見なりございましたら、お受

けはいたしますが、委託をさせていただくということにつきましては、ご報

告をさせていただいたということでご理解いただきたいと存じます。 
議長 ただ今の説明でよろしいでしょうか。 
染谷委員 審議するとなっているから、審議案件として提案されているのなら、答え

を出さなきゃいけないでしょうし、議事ということだったら今回は審議する

段階でしょうから、報告というだけというのは、「その他」か何かでやって

くれればいいのだろうけど。 
新井委員 ただ今、介護福祉課長の説明で報告事項ということなので、我々協議会が

認識した上で必要な意見を差し上げるという形で、他の委員も他にご異存な

いということであれば、染谷委員、酌み方が違ったという部分があったとい

うことでよろしいでしょうか。 
染谷委員 私は承認を求められても、好い悪いという意見を言っている訳ではないで

す。要するにこういう提案は、メリットだけじゃなくてデメリットも出して、

みんなの賛同をいただいて、中央地域包括支援センターだけ残して、残りは

委託でやりましょうというのに、私は反対という立場でもないですから。 
新井委員 まあ、おそらく皆さま気になる点を表面化されると思うので、もしこの協

議会で差し支えなければ、中央地域包括支援センターの機能は市が本来の行

政責任として、委託先の残り４箇所をしっかり指導しながら関与していくと

いうことであれば、その点をしっかりお願いしたいという形で、介護保険運

営協議会としても報告をいただいた上で、その報告の中に、この書面ではな

かったコメントが、今回議事として説明されましたので、そこをしっかりお

願いしたいということで。 
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議長   
各委員 

では、これに関しては市の説明に了承いただけたということで、よろしい

でしょうか。  
《 異議なし 》  

 ありがとうございます。それでは議事の（２）「久喜市内の地域包括支援

センターの今後の運営について」は終了とさせていただきます。 
 では、続きまして議事の（３）「久喜市地域包括支援センターの包括的支

援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正及び久喜市地域包括支

援センターの包括的支援事業の人員配置を定める規則の一部改正について」

を事務局から説明をお願いします。 
事務局  《 資料３に基づき説明 》 
議長  
各委員       
各委員 

ここまでの事務局の説明に対し、ご意見ご質問はございますでしょうか。  
《 意見なし 》  
ありがとうございます。それでは議事の（３）「久喜市地域包括支援セン

ターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正及び久

喜市地域包括支援センターの包括的支援事業の人員配置を定める規則の一

部改正について」について承認するということでよろしいでしょうか。  
《 承認 》  

 それでは承認させていただきます。 
 では、続きまして、議事の（４）「平成２９年度居宅介護支援業務委託事

業者について」を事務局から報告をお願いいたします。 
事務局  《 資料４に基づき説明 》 
議長    
各委員     
各委員 

 ただいま「平成２９年度居宅介護支援業務委託事業者について」の報告が

ありました。これは、この協議会の承認をお願いしたいということでござい

ます。何かご意見はございますでしょうか。  
《 意見なし 》  

 では、議事の（４）「平成２９年度居宅介護支援業務委託事業者について」

は、承認するということでよろしいでしょうか。  
 《 承認 》  
 ありがとうございました。 
 それでは、議事の（４）「平成２９年度居宅介護支援業務委託事業者につ

いて」は終了とさせていただきます。 
 続きまして、議事の（５）「地域密着型サービスの指定について」を事務

局から報告をお願いします。 
事務局 《 資料５に基づき説明 》 
議長 ただ今「地域密着型サービスの指定について」の報告がありました。これ 
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各委員     
各委員 

は、この協議会の承認をお願いしたいということでございます。何かご意見

はありますか。  
《 意見なし 》  
それでは、議事の（５）「地域密着型サービスの指定について」は承認す

るということでよろしいでしょうか。  
《 承認 》  
ありがとうございました。それでは承認といたします。 

それでは、続きまして、議事の（６）「その他」となりますが、事務局は何

かございますか。 
事務局  議事の（６）の「その他」でございますが、久喜市高齢者福祉計画・第７

期介護保険事業計画に関する市民意見提出制度、いわゆるパブリックコメン

トについてでございますが、１２月１６日土曜日から平成３０年１月１５日

月曜日までを意見募集期間として実施いたします。 
 なお、このパブリックコメントにより寄せられましたご意見につきまして

は、次回の本協議会において説明させていただきます。 
 また、今後のスケジュールについてでございますが、パブリックコメント

実施後、第５回の介護保険運営協議会を開催いたしまして、予定通りであれ

ば同日に議長より答申を頂戴できればと考えております。 
 「その他」については以上でございます。 

議長 事務局からの説明は以上のようでございます。これで、本日予定していた

議事が終了となりました。 
これをもちまして議長の職を解かせていただきます。委員の皆さま、ご協

力ありがとうございました。 
司会  ありがとうございました。それでは、次回の第５回の介護保険運営協議会

のご案内がございます。 
開催の日程につきましては、年が明けまして平成３０年１月１９日金曜日

１４時００分からの開催を予定しております。会場につきましては、久喜市

役所４階の大会議室になる予定でございます。 
また、改めまして開催通知を送付させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 
それでは、長時間にわたりましてご審議のほど大変ありがとうございまし

た。閉会に当たりまして新井副会長よりご挨拶をお願いいたします。 
副会長  皆さま、どうもお疲れ様でした。改めて申し上げます。皆さま方、今年こ

の介護保険計画ということで、来年以降３年分がこの中に凝縮されておりま

す。今日の議事には挙がりませんでしたが、３年間久喜市は箱物を造らない、

施設整備をしないとかです。また、財政関係も後ろの方に細かく書いてあり

ます。 
ご承知のように来年は介護保険制度が小出しに改正されると思います。こ

の制度は、普通であればこれが決まりという法律なのですが、ぜひ皆さまも

新聞等の報道も興味を持っていただき、市にアドバイス等をいただきながら

もっと理解を深めていただければ、この協議会ももっと中身の濃いものにな 
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 るかなと新参者ですが思いました。 
 本日はどうもお疲れ様でした。 

司会 ありがとうございました。 
以上をもちまして、平成２９年度第４回久喜市介護保険運営協議会を閉会

とさせていただきます。ご協力大変ありがとうございました。 
会議のてん末・概要に相違ない事を証明するためにここに署名する。 
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