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平成 30年度 第１回 岡崎市介護保険運営協議会議事録

日 時 ： 平成 30年 8月 1日（水）

時 間 ： 午後１時 30分～午後３時 10分

場 所 ： 岡崎市福祉会館３階 視聴覚室

出席委員 ： 小野会長、森委員、若山委員、太田委員、高村委員、石川委員、鈴木委員

南委員、阿部委員、清水(亜)委員、清水(俊)委員、稲垣委員、松井委員、

宮島委員

事 務 局 ： 内田福祉部長、中川長寿課長、野澤介護保険課長、中根長寿課副課長、

近藤介護保険課副課長、藤野施策係長、木下予防係長、近藤地域支援係長、

岡本地域包括ケア推進係長、柘植介護保険料係長、神尾介護給付係長、

山口審査係長、荒木主査

傍 聴 人 ： １名

１ 開 会

２ 辞令交付

３ 福祉部長あいさつ

４ 委員紹介

５ 議事

⑴ 会長・副会長の選出 

⑵ 介護保険運営協議会委員の職務及び役割・・・・・資料１ 

⑶ 岡崎市地域包括ケア計画について・・・・・・・・資料２ 

⑷ 平成 29年度介護保険事業の運営状況について・・・資料３ 

 ⑸ その他 

事務局 ： それでは、これより議事に入らせていただきます。なお、協議会の開催に

つきましては、委員の過半数が出席しなければならないと規定されていま

すが、本日の出席人数は 14名でありますので、会議が成立していることを

報告いたします。

また、この会議は、岡崎市附属機関等の会議の公開に関する要領によりま

して、傍聴、会議資料と議事録につきましては、公開といたしますので、よ

ろしくお願いします。
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― 議事⑴ ― 

議事⑴「会長・副会長の選出」について、岡崎市介護保険規則第６条の２の規定に

基づき、委員の互選により、岡崎市介護保険運営協議会の会長及び副会長を選出。

出席委員の互選により、小野委員を会長、南委員を副会長に選出した。

― 議事⑵ ⑶ ― 

議事⑵「介護保険運営協議会の職務及び役割」及び議事⑶「岡崎市地域包括ケア計

画について」藤野施策係長より説明

【主な意見・質疑応答】

松井委員： 私はこの計画書作りに直接参加しておりませんので、過去の会議で質問が

あって答えが出ていたら大変恐縮ですが、２点ほど評価についてお伺いしま

す。１点目は、今回の資料でございますと、資料の２の１の⑶の３番目「在

宅医療・介護連携の強化」という項目がありまして、本編を読んでみますと、

評価の項目が、いわゆる定量評価ではなく、定性評価であるので、実際に評

価をしていく時に、目的がかなえられたかどうかということが往々にしてず

れてしまいます。今回策定していただくときに、３年間くらい評価して検証

していかなければならないと思いますが、評価項目が詳細な工夫をされるよ

うな形を望みたいと思います。

もう１点ですが、岡崎市地域ケア包括計画の本編 134 ページに「評価指標

及び目標」があります。大体目標というのは、過去の実績に対して特別な事

情が無い限りは、横ばいか少し上向きを期待する訳です。ところが⑧だけ極

端に減少しているのですね。ケアプラン点検の実施状況でありまして、平成

28年の 395 件実施されていますが、これはすごく少ない数で、ケアプランの

２％くらいです。これを 180 件、190 件、200件にしている理由が分かりませ

んので、もし理由が分かれば教えていただきたいです。先程も申し上げまし

たように、これ全部 395 件やったとしても２％ですから３年間６％のケアプ

ラン点検をして、実際どの程度の効果が上がるのか、これはある程度工夫さ

れないと問題が残るかと思います。私は２号から１号になって極端に介護保

険料が上がっています。介護保険料を払っている我々からすると、持続可能

な介護保険制度と言われるからには、この程度のケアプランで本当に良いの

かどうか、問題が残りますので、これはお答えできる範囲でお答えいただけ

れば良いです。以上２点です。
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小野会長： 在宅医療・介護連携のところは定性評価でなく定量的な評価が望まれるの

ではないか、もう１つは評価指標のケアプラン点検の件数が少な過ぎるので

もう少ししっかり点検されたような実績が見られるべきではないかという

ことですが、実際のところはいかがでしょうか。

事務局 ： 在宅医療・介護連携等の評価について、確かに、できている、できていな

い、という評価だけでは足らないというのは承知をしています。そういった

ところで、どのようなことが実際にできているのかを評価の段階で内容を詰

めていきたいと思っています。また、できているのか、できていないのか、

という２つの評価ではなく、ある程度できているのか、評価項目を検討して

いきたいと考えています。

事務局 ： 先程のケアプランの点検の実施状況の御質問についてですが、平成 28年

度は 395 件で、30年からの３年間が 180 件から 200 件と少なくなっている件

ですが、平成 28年度については、点検をしている部署があるのですが、そこ

にケアマネ資格を持った職員が在籍しておりまして、その職員が中心に点検

をしておりましたが、平成 29 年度から退職等によって、ケアマネ資格を持

つ職員が介護保険課に在籍できなくなるということで平成 28 年度中に重点

的にケアプランの点検をされたということで、平成 28 年度が多くなったと

いうことが原因です。29年度以降は考えかたとしては、３年に１回全事業者

を点検できるように、今は１事業者で大体、ケアプランでいくと５件程度で

すが、それを３年に１回事業所を回るという形で数を出しております。その

数字について確かに県からのケアプランの点検の割合が５％くらいにする

ようにという指導は受けております。ただ５％という指導を受けております

が、実際に３年に１回というと大体２％から３％くらいの割合になっており

ます。おっしゃるとおり数字的にいくとまだまだ少ない点検の数だというこ

とは認識しております。件数的にはできるかどうか分かりませんが、在籍職

員が外部でのケアプランの研修を受けるなどして質的向上などの努力をし

ており、現在のところは３年に１回という計画を立てさせていいだきました。

先程申し上げたとおり、件数は低いのは低いですが、県下の他の市町村に

ついても５％を果たしている市町村がそんなにはなく、だからとって岡崎市

が５％やらなくていい訳ではないですが、３年に１回という目標を立てて少

しでも良くしていこうということで計画を立てさせていただきました。

小野会長： 目標値としては県からも５％といわれているということで、平成

28年度の 395件がキープできるよう、それもケアマネの専門性に匹敵するく

らいの職員の研修を充実していただいて同じくらいの件数をできる様な形
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をとっていただければ良いと思いますが、松井委員いかがでしょうか。

松井委員： 今回、３年の猶予期間を置きましたけれども、法改正により、必ず管理者

は主任ケアマネ、これを多分厚労省の課長の発言を読んでみても今回の連携

加算との絡みがあってケアマネの質を上げて行かないと、ということで特に

ケアプラン点検は力を入れていただかないと介護保険の質の担保ができな

いので、従来のやり方から変えていただかないとまずいかなと思いますので

３年間でまた色々な意見を申し上げたいと思います。

鈴木委員: 計画の基本目標について２番に健康寿命の延伸に向けた介護予防の推進

とありますけれども、これは国の施策でもあるのですが、福祉委員会があり

ますが、それで健康寿命を増すために健康体操をされているのですね、どう

しても運営をするためにどうしてもお金が掛かるということで、社協さんも

一生懸命補助金を出すのですが、近所の人で足らないと言うのですよね。お

金の問題だけではないと思いますが、具体的にただ推進と書いていますけれ

ども、そこは具体的に何か考えておられるのでしょうか。

小野委員： ごまんぞく体操やサロンをやっている時の補助金的なものがあるといいの

ですけれどもね。

事務局 : ごまんぞく体操やいきいきクラブといった活動のことだと思いますが、自

主性のところには協力させていただいておりますが、全ての住民主体の活

動にお金を出していくことは難しい状況にもございます。現在、補助金に対

しての見直しというところで、お金ではなく皆さんの地域の力というとこ

ろをずっと見て行きたいなと思いながら、補助金についての在り方ですと

か、補助金がなかったらどういう活動ができるのかを現在アンケート調査

をしていますので、今後の検討にさせていただきたいと思っております。

鈴木委員 : 分かりました。ボランティア精神にのっとればお金はいらないという社

協のほうでも話が聞かれております。ただ、そう言われましても汗をかき

ますし、例えばお茶も出したりするとお金が掛かりますよね、それを何と

か町費から補助を出してもらったらどうかという話はありますが、中には

やっぱり出せないということもありますからね。地域に任せるということ

ではなく、やはりある程度見逃してほしいなという声がありましたので、

意見としてお話ししました。

― 議事⑷ ― 

事務局 ： 議事⑷「平成 29年度介護保険事業の運営状況について」神尾介護給付係

長より説明
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【主な意見・質疑応答】

鈴木委員： 具体的に数字を出していただいておりますが、実際介護に関わった場合、

施設に入った場合、どのくらいのお金が必要になるのか、もっと基礎的なも

のが知りたいです。これは数字的にトータル的に書いてありますが、例えば

例を出して年金がこれくらいある方はこのくらいの施設に入れますよ、等、

民生委員をしているとよく聞かれる訳です。年金との関わりもありますので、

年金が少ない方は本当に困っています。特に、国民年金のみの方は結構いま

す。そうすると皆さん、せいぜい月７万くらいですかね。２月に１回ですか

ら 14 万。そうすると例えば、一人独居の老人が病気して在宅ケアできない

と、施設に入りたいという話があった場合、とても無理ではないか、と。具

体的にもっと例を出して説明していただければ、私たち（民生委員）が訪問

する場合に非常に有り難いと思います。いかがなものでしょうか。

事務局 ： 実際のご利用に当たっての金額がどのくらいか、という御質問かと思いま

す。介護保険課で「あなたと歩む介護保険」というパンフレットを作成させ

ていただいております。その中で具体的な金額の目安を掲載しております。

これを参考に御説明させていただきますと、特別養護老人ホームの入所に掛

かる日額になりますが、多床室で例えば要介護５で一番重たい方ですと日額

で 8,500 円程度です。あくまで基本報酬で、施設によって細かい加算という

ものを取ったり取らなかったりということがあります。ユニット型の個室の

プライバシーに配慮したお部屋になりますと、日額 9,400 円くらいというこ

とになりますので、これを 30 日で掛けていただくと実際の費用の目安が分

かると思いますが、これで自己負担割合というものが１割の方、２割の方、

それから今年の８月から３割負担の方もお見えになります。２割負担、３割

負担のかたは、認定者の内の 10％程ですので、大体９割くらいのかたは１割

負担の方になりますけれども、そういった負担割合に応じてお支払いいただ

きます。よく言われていますのが、多床室であれば年金の範囲内で入れると、

ただ個室になると中々年金の範囲内では難しいと言われています。またこれ

に＋αで食費や居住費ですとか、日常生活費とかそういったものが必要にな

りますから、単純にいくらということが申し上げられなくて申し訳ありませ

んが、ただ介護サービスの利用にあたりましては、高額介護サービス費とい

うものの支給がありまして、一旦は自己負担割合に応じた負担額をお支払い

いただく費用が必要になり、３、４か月後にお返しする制度がございますの

で、高額介護サービス費で一番多く支払われる方でも 44,400 円という上限

がございますので、それ以上の御負担はございません。そういったところで

負担が重くならないように制度が設計されています。

鈴木委員： 老人は生活困窮者が結構おりますので、その辺りを作っていかなければと
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思っていると思いますが、その辺を十分考慮してお願いしたいです。

阿部委員： 同じくらいの規模の中核市に比べて高齢化率とか介護等の認定率について

岡崎市はどのくらいの位置にあるのでしょうか。

事務局 ： 高齢化率ですが、すみませんが他市との比較をした資料がございませんの

で、私の記憶の中では愛知県内におきます岡崎市の高齢化率ですけれども、

愛知県全体で恐らく 24、5％の高齢化率だと思われますので、県の中では岡

崎市ではまだ 22％台ということで比較的高齢化率は低い方ではないかと思

われます。特に、まだ若い方が転入されて来られることが多いため、岡崎市

内でも地域によって差は当然ありますけれども、山間部を抱える市町村、都

道府県等と比べますと比較的まだ人口の流入があり、増えておりますので、

比較的低く推移しているかと思います。国を見ますと、国全体で確か 27％く

らいだったと思いますので、国の中でも愛知県がまた低く、愛知県の中でも

岡崎市は県の高齢化率よりも低いという状況でございます。同規模というこ

とで、中核市レベルで比較した場合も、山間部を多く抱えるような中核市は

比較的高齢化率が高いのではないかと思います。また、関東や大阪のような

大都市圏に近いところに位置する中核市は、比較的低いのではないかと思わ

れます。

松井委員: 資料の３ページに月別認定判定状況とありますが、月別でなくても年度で

結構ですので介護度別の費用額を出していただけると、介護度が重い方は数

が少ないのですが、結構費用が出ているので、こういうのがもし分かるとい

いかなと思いますので、次回の時にお願いいたします。

清水（俊）委員： 一点確認ですが、今のお話の中で毎年高齢化率が上昇してくるとい

うことですが、それに伴いまして認定者の人数も増えてくるという話がござ

いましたけれども、例えば高齢化率と認定者数の比率を見たときに同じよう

に上がっているのか、予防を行っているから若干効果があって認定の申請が

減っているとかその辺りのことが分かれば教えていただきたいです。

事務局 ： 高齢化率は上がっておりますが、平成 29 年４月から総合事業も始まりま

して、認定率の方は前期高齢者と後期高齢者と多少の違いはございますが、

横ばいか少し下がっております。ただ、これからも高齢化率が上がっていき

ますので、総合事業の方も年代を追っていきますと、どのように変化してく

るのかというところですが、第７期の事業計画を策定するにあたりましては

前期高齢者は横ばいの伸び率、後期高齢者につきましては要介護の部分で下

がってくる見込みで出しております。

小野委員： 今の話に関係すると思いますが、６ページに年度別認定申請件数のグラフ
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があり、その下の年度別要介護度別認定者数と比べると高さの違いが出てい

ますよね、28年度と 29年度。その理由はどうしてでしょうか。28年度の認

定申請件数は少なかったけれども、それは申請件数であり、それは元々潜在

的にある認定者数の影響があり実際に下の認定者数全体で言うと、この形に

なるということでしょうか。下のグラフからすると頭打ちになっているよう

に見て取れます。

事務局 : 今の御質問ですが、29年度申請件数は伸びているけれども 29年度認定者

数は 28 年度と横ばいなのはなぜかということでよろしいでしょうか。１ペ

ージの１の⑵の「要介護・要支援認定者」がありますが、29 年３月、９月、

それから30年３月末という表がありますけれども30年３月末の認定者が29

年９月末よりも減っています。認定者の新規申請が増えておりまして、認定

者数は増えてくるはずなのですが、３ページの２「認定申請の状況」の⑴「月

別申請受付状況」のところですが、12月と１月と３月の申請件数が今年は寒

かったということで、申請が多かったのではないかなと思いますが、特に１

月、１ヶ月で 1,500 件程申請がありまして、新規申請につきましても 400 件

を超しておりまして、例年になく多い件数でした。これだけの審査を行う訳

ですが、どうしても認定の期限内に受けられなかったかた、３月末までに間

に合わなかったかたがお見えになりまして、この方につきましては介護度が

出ていないということでカウントがされておらず、一時的に認定者数が減少

してしまっている状態になっておりまして、30年度に入りまして、認定の方

が落ち着きましたので５月末で認定者数につきましては 14,196 人というこ

とで増えてきておりますので、申請件数も多いですが認定の方も新規申請の

とおりでございまして、認定申請数が増えてきている状況となっております。

小野委員 ： はい、分かりました。大体分かりました。他はよろしいでしょうか。

若山委員 ： 今のグラフですが、申請した年月日で認定が分けられていけば翌年のとこ

ろに認定されるということですか。そして翌年の認定者数に数が入ってくる

のでしょうか。何がおかしいかと言うと 28年に申請数に対して 28年度の認

定数の数が多いのですよ、申請よりも認定の方が多いのはあり得ません。も

し翌年に繰り越しています、ということであれば、これは統計処理がおかし

いです。

清水(亜)委員： 申請して認定をする時期が違えば、申請とそれは違ってくるのではな

いでしょうか。

若山委員 : それはそれでいいですが、だとすると、申請はこんなに出ていましたが、

認定は翌年に繰り越しました、というのは本当は統計としておかしくないで

すか。統計的には例えば後で見て申請の年度に繰り越すか、もしくは申請を

認定の年度に繰り下げるかしないと、正しくデータとして出していないと答
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弁でも資料が正しくないと絶対噛み合わないですよ。

小野委員: これは複雑な例もありますよ。申請しているけれど、それが認定されると

は限らないこともあります。

若山委員: 申請の数に対して認定の数が少ないのは納得できますよね。申請の数に対

して認定の数が多いのはおかしいですよね。

清水(亜)委員： 一人の方が例えば在宅で要介護３だった方が、転んで再度年の中に申

請することもありますよね、そうすると件数の方が人よりも多くないと、こ

れを見ると、人の方が多いじゃないですか、でも一人のかたが２回申請する

と件数の方が増えなくてはいけないですよね、一人に対して、要するに申請

件数というのは一人で２回申請している人がいる訳ですから、そうすると何

千人に対して、この表自体が逆転していないと、人数は一人に対して２件は

あり得ますが、一件の件数に対して人間ですから 0.5 人ということはあり得

ないですよ。

若山委員: 上のグラフは件数、下のグラフは人数だからおかしい訳ですよ。だから上

は件数、下も件数でしたら問題ありませんが。とても細かいことですが、こ

れは統計としてとても大事なことです。

小野委員: 若山委員のおっしゃるとおりです。それぞれ単体で見て理解していただけ

れば良いのではないかと思います。

事務局 ： 先程の松井委員から御質問いただいた件のことでよろしいでしょうか。区

分支給限度額に占める利用割合のことでよろしかったでしょうか。

松井委員: 先程申し上げたのは、３ページ目の２の⑵に月別認定判定状況とあります

よね、一番最後に年の総計がありますよね、これは認定の件数ですよね、要

するに利用者さんの介護度別の数に対して実際の費用が介護度別にいくら

掛かっているのかを知りたいです。介護度の要支援１、２、要介護１が数は

多いですが、費用的には結構要介護５が多いですよね、どのくらい使われて

いるかが知りたいです。

事務局 ： 要介護度別の給付費が分かればよろしいでしょうか。

松井委員： はい。

事務局 ： 分かりました。では、次回提出させていただきます。

森委員 ： 今日の資料に対する質問ではありませんが、どのくらい現在は介護認定者

がいて、どのくらいのサービスが必要になるだろうか、それに対する供給と

言いますか、施設については施設整備計画が出されていると思いますが、例

えばヘルパーさんの確保ができるのかどうかについて、あまり検討がなされ

ていないのではと思います。世の中の景気が良くなると介護職に就く人が少
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なくなるのですが、介護職のマンパワーの確保は大丈夫なのでしょうか。介

護保険制度というのは、介護サービスを提供する時の財源とか制度の仕組み

については、公共である国や保険者である市町村が担いますが、あとは民間

でやってもらう、私はそう理解しておりますけれども、需要と供給で介護供

給側もある程度需要に見合った形で移っていくだろうと思いますけれども、

介護報酬は法定価格ですので、時々上がったり下がったりしますけれども、

少なくとも３年の遅れはありますし、引き上げられたり引き下げられたりと

いうのが適切なタイミングであったのか、適切な幅であったのかどうか難し

いですので、そういう面で岡崎市は大丈夫だと思いますが、マンパワーの確

保の見通しというのは、ある程度意識していかなければならないのかなと思

います。

小野委員: ありがとうございます。森委員のおっしゃるとおりで、現場の様子、人手

不足のことは前回も前々回でもおっしゃっておりました。田原市の様に市立

の介護福祉士養成校を持って計画的にやっているようなところもあるかも

知れません。岡崎は、一つは私立の慈恵さんですけれども、介護福祉学科は

学生の確保に苦労されているということです。私のいる岡崎女子短期大学も

人間福祉学科がなくなってしまいました。介護福祉士という国家資格を取れ

るまでの道のりを目指して頑張って行けるような体制があるかどうか、そう

いうところが現在難しいところがありますし、岡崎市としても人材の育成に

ついて考えるべき時にきているという話ですね。全国的にもあるようですし、

また議論していきたいなと思います。ここは、介護保険の事業の運営の関係

を議論する場ですので、それはまた含めていきたいと思います。

若山委員： 第７期の計画に関与していないので、よく分かってないのかもしれません

が、散々議論されていると思いますけれども、特養を３つ増やすのですよね。

実際に特養は本当に需要と供給のバランスが合っているのでしょうか。確か

に複数人たくさん申込んでいるものですから、特養に入れないように見えま

すが、実際各施設を見てみるとそうでもなく入れるのですよ。もう一つ問題

なのが、100％使っているのかというと、実は各施設 100％使ってないのです。

逆にマンパワーがないのです。介護する側がいないので 100％動かせません。

そこに、もし３つ建てれば、今度は介護職員の取り合いにならないですか。

そういうのを踏まえて検討されているのであれば、一度その資料を見せてい

ただきたいです。

事務局 ： 昨年度、第７期の計画を立てる中で、施設整備計画をこのように計画させ

ていただきました。昨年度の調査結果ですが、重複は除いて 1,000 人弱の待

機者数というものが市の把握で分かっている待機者数です。ただやはり、予

約的な申込みが非常に多いということですので、実際に直ぐにでも入りたい
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という方は、その中でも 1 割か２割くらい、人数にしますと 100 人から 200

人程度ではないか、まだ実態調査ということで裏付けは取れておりませんが

施設の生活相談員さんに確認すると、大体どこの施設でも待機者の内の１割

か２割程度ではないかとおっしゃられてみえますので、市も議会答弁でも実

際には1,000人弱の待機者の中の１割から２割程度の方が直ぐに入られたい

と思われるとお答えさせていただいております。今年度、また待機者調査を

行っております。重複等を除いて実数を出しまして、そういった方にできま

したら市の方で独自で入所希望時期というものを伺いたいと思っておりま

す。それが実際に行えるかどうか検討中ですが、行えて結果が出ましたら、

またこちらで御報告させていただきたいと思います。

若山委員： ありがとうございます。それは是非やってください。もう一つは、各施設

にヒアリングすると分かると思いますが、特養は（要介護）３以上しか入れ

ないのですが、待機者には殆どいないような状態です。もう一つは、待機者

はいるのですが、例えば老健に結構長く入っていたり、サ高住に入っていた

りすると、直ぐには入らないという方が結構いるのです。そういうのを踏ま

えた上で、実際に本当に直ぐに入りたい待機者はどのくらいいるのか、今後

施設をいくつ作れば良いのか検討してもらうのはとても良いと思います。そ

うでないとマンパワーのことになりますけれども、共倒れする可能性が一番

怖いです。今、何人か入っている施設が倒れて利用者が路頭に迷うのはとて

も悲しいことですから、そうならないように実態を見られてこの計画を進め

ていただきたいと思います。

南委員： 私が気になるところは総合事業で、29 年度にスタートして取り組んできた

ところだと思いますが、スムーズに移行ができているのでしょうか。事業所側

としては、やはり介護の必要な方々には、資格がある者たちがしっかり関われ

るような状況、予防の方は、やはり地域ボランティア、色々なところで関わっ

ていこうというところで、先程から言っているマンパワーというところを考

えられた施策だと思って取り組んでいっているのだと思いますが、そこがど

ういうような状況なのでしょうか。資料９ページで見る分には、予防給付が下

がってどこかに移ったくらいに見えてしまうのですが。施設を始め、私が抱え

ている在宅の部分でも、益々施設から在宅へ、そして医療との連携というとこ

ろで始まっている地域包括ケアの中で、介護人材は、隣にある豊田市よりはま

だ岡崎市の状況のほうが良いと思います。安城、豊田といったトヨタ系のとこ

ろに関しては、やはり危機的な状況です。私たち事業所は、介護福祉士の資格

要件がないと事業所を続けられないというところが益々厳しくなるというと

ころで、その人材の確保は、事業所個々では大変になってきています。岡崎市

と一緒に社協さんも含めて岡崎市で資格を持っている方々への就業相談会を
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大々的にやって行けたら、年に２、３回でも声を上げてやっていけたら、と思

います。個々の力ではもう難しくなってきているというのが現状だと思いま

すので、その辺をよろしくお願いしたいと思います。

小野委員： それでは意見はまだまだあるかと思いますが、これくらいにさせていただ

くということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。最後に、議事

５⑸その他として、時間がもっとあれば、皆様一人一人にまたお話をしようと

思っておりましたがよろしいでしょうか。ありがとうございました。では、こ

の会議の議事はすべて終了したということにさせていただきます。議事進行

に御協力いただき、誠にありがとうございました。それでは進行を事務局にお

返しします。

事務局 ： ありがとうございます。本日は小野会長を始め、委員各位の御協力により

まして、予定しておりました議事を全て終了することができました。

これをもちまして、平成 30年第１回岡崎市介護保険運営協議会を終了させて

いただきます。ありがとうございました。


