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平成２８年度第３回地域福祉計画推進委員会 議事概要 

日 時：平成２９年３月１０日（金）１９：００～２１：０７ 

場 所：ハイトピア伊賀 ４階 多目的室 

出席者：板井委員長、八尾副委員長、赤澤委員、奥田委員、岸田委員、清水委員、     

高橋委員、中森委員、福澤委員、藤岡委員、藤田典委員、松井委員、宮谷委員 

欠席者：長谷委員、藤田幸委員、松田委員、和田委員 

事務局：稲森健康福祉部長、田中健康福祉部次長兼医療福祉政策課長、植田主査、   

本城主査、奥沢主任、立岡 

社会福祉協議会：乾地域福祉部長、田邊地域福祉部副部長、里中地域福祉係長 

 

進 行：医療福祉政策課長 

 

議 事 

１ あいさつ 

部 長：国では、まだもう少し先であるが、地域包括ケアシステムの理念が、高齢者だ

けではなく、生活に困難を抱える人すべて対象とする方向になっている。その

支援体制は、社協やNPOが中心となり、その上で地域の中で問題を解決して

いく体制をとり、そこで解決できない場合は、市町村が総合的な支援体制をと

るということである。 

今日は、第３次伊賀市地域福祉計画の評価等をいただくが、この計画では、ま

さにそのような動きができていると思っている。ただ、作るだけではいけない

ので、今後の取り組みも含めたご意見をいただきたい。 

 

２ 協議事項 

（１）計画の進行管理及び評価について 

 ・進行管理の方法につい【資料１】 

委員長：地域福祉計画は、その目標・目的で住民参画という点を非常に大事にしている。

策定のみならず、進捗についても皆さんとともに管理していくところを重視し

ている。 

    早速協議事項に入る。まず、進行管理の方法について、事務局より説明を求め

る。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：評価基準についての説明をいただいた。第３次計画は、大きく２つの指標を用

いて評価していきたいと考えている。計画にも示しているように、１つ目は、

「生活満足度」である。こちらは毎年度、市でとっている満足度で、結果とし

て満足度は３ポイントほどあがっているということであった。非常に抽象的で



2 

 

はあるが、下がってはいけないし、下がることを避けたいということが地域福

祉全体の目標にもなる。上がった場合も、どのような施策がどのように進めら

れたかという解釈が必要であり、個別の施策についての説明も踏まえて、皆さ

んにも評価、進行管理いただきたい。 

もう１つの指標として、「地域予防対応力」というものを示している。これは

資料３に記載のある自治協単位での指標も用いている。右下に「地域住民の活

動状況」があるが、こちらを地域の中で福祉力を図る１つの指標として、第３

次計画の中で設定させていただいた。今年度の結果がまだ出ていないため、細

かい数字については、次回の委員会で示す。 

まずは、これらの指標を用いて、進行管理の参考にさせていただきたいという

ことである。 

この方法について、承知いただき、このような進行管理の方法で進めたい。 

 

 ・平成２８年度の進行管理及び評価について【資料２】 

委員長：個別の施策についての進行管理について、説明を求める。 

事務局：計画冊子２７ページの地域包括ケアシステム構築に向けた３つの機能強化に記

載のある「保健・医療・福祉分野の連携（専門機関の力を高める施策）」、「自

助・互助・共助のしくみづくり（地域の力を高める施策）」、「福祉総合相談体

制の強化（地域と専門機関を結ぶパイプ機能）」の３つに分けて説明させてい

ただく。 

事務局：資料に基づき説明。（資料２の１～７ページ） 

委員長：質問などあれば、ここで承る。 

    なければ、私から１つ質問である。「お薬手帳は１冊運動」ということで、関

係する専門職の皆さんにも協力いただきながらということであるが、お薬手帳

は１冊になったなと感じるような指標はあるか。 

事務局：それを示すのは難しい。市民の方に感じていただく部分かと思う。ただ、最近

は広報紙に記事を掲載をした後、市民の方からお問い合わせをいただいている。

「お薬手帳は１冊にしないといけない。」という意見や、「お薬手帳を１冊にし

たいが、どこへ行けばよいか。」というお問い合わせに対し、「かかっている医

療機関でご相談いただければ。」というお答えもしている。広報紙に掲載して

から電話があったため、じわじわ広がりつつあるかなと感じている。 

委員長：目的そのものは大切なことであり、お薬手帳が１冊になったかどうかという指

標はなかなか設定しにくいということであれば、この運動を通じて、多職種連

携がどのくらい深められるのか、あるいは、取り上げる事案でスムーズに議論

が進むというようなところが出てくると、効果ということにもなると思う。こ

の機会にぜひ、提案や意見をいただけるとよいと思う。 
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事務局：数字的な指標は難しいと思うが、今日も出席いただいている委員の中にも、保

健・医療・福祉分野の連携検討会に出席していただいている方がいる。医師会

の先生や薬剤師会、歯科医師会、他にも様々な職種の方に参加いただいている

会議である。実際に、その現場での状況なども伺い、目標を設定したいとも思

っている。 

委 員：薬の管理が最初に出ていたと思うが、それのみならず、連携パスのような、い

ろんな方のコメントがそこに載るような、運用方法はまだ決まっていないが、

患者さんを支えていくためにお薬手帳を積極的に利用しようと考えている。始

まったばかりであるため、私も期待している。 

委 員：老人クラブとして、啓発について提案がある。各老人クラブ連合会で、福祉大

会というものを実施している。薬を使うのは、大抵が高齢者であるため、この

時に、市の職員に出ていただき、啓発いただければ幸いである。 

事務局：そのような機会をいただければ、ぜひお話をさせていただきたいと思う。 

委員長：委員の皆さんとも協力しながら、「お薬手帳は１冊運動」を通じて多職種連携

が進むような装置を作っていければと思う。引き続き協力いただきたい。 

    次に、地域の力を高める施策として、活動計画の部分について、説明を求める。 

社 協：資料に基づき説明。（資料２の８～１８ページ） 

委員長：社協の活動計画の部分で、地域福祉計画の推進を考える上でかなり本質的なと

ころである。それぞれの立場でお気づきの点などあれば、承りたい。 

    地域福祉活動推進会議をまとめていただいている副委員長から何か補足はあ

るか。 

副委員長：今の説明のとおりである。 

委 員：いがぐりプロジェクトとはどのようなものか。 

委員長：資料２の１６ページに記載があり、計画では、「みんなでつくる地域福祉コミ

ュニティ」の中の「人づくりにつながる“地域づくり”」という施策目標に対

しての取り組みである。補足説明をお願いしたい。 

社 協：計画の本冊にも記載しているが、コミュニティビジネスを作っていくというこ

とで、地域で産業を作る１つのモデルがこのいがぐりプロジェクトである。栗

をブランド化することにより、その生産、加工、販売を１つのビジネスとし、

６次産業に福祉の視点を加えて、この計画では７次産業化をめざすということ

で取り組んでいる。今、様々なところで栗を栽培していただき、障がいを持っ

た方や生活困窮者、若年無業者の方に就労の場として加工を担っていただき、

お菓子屋さんなどで、商品化して販売するという流れを進めている。 

    お金を生むための活動だが、それにはお金が必要な部分もあるため、今回、中

央共同募金会の赤い羽根福祉基金の助成をいただいて進めている。栗の鬼皮を

むく機械を購入して、誰でも簡単に栗の加工ができる機械を導入したいと考え
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ている。 

委 員：栗を苗木で植えるのなら、実がつくまで３年かかるのが通例である。あと、こ

れはどのあたりの地域で実施されているのか。 

社 協：今年度植えたところについては、阿山地域が中心である。ＪＡを通じて募集を

かけ、今３３箇所で植樹をしている。 

委 員：私たちは大山田であり、非常に猿が多い。栗は猿の大好物であるため、その辺

の対策もしておく必要があると考える。大山田の川より南では年間８０匹は捕

って、だいぶ少なくはなっているが、川より北では、今柵を作っているところ

である。そのあたりの対策も、ともに考えていただければと思う。 

委員長：いがぐりプロジェクトは、活動計画の中でも特徴的な取り組みかと思うが、地

域の皆さんの様々な知恵もいただきながらということも大事である。就労支援

が１つの基本的な目標でもあるため、そのあたりの展開も検討いただけたらと

思う。 

    他に、部会にも関わっていただいている委員、補足などないか。 

委 員：来年度に、もっとしっかり動けるようにしたいため、この内容で結構である。 

委員長：今年度の活動計画の中で、第３次計画の目玉の１つでもある地域福祉コーディ

ネーターという専門職の配置を社協で実施し、現状１２名が自治協に入ってい

る。そちらの成果について、指標は悩みながらということであったが、地域支

援回数が、６，４９９回ということである。およそ１自治協に対して２日に１

回は入っていただいているということになるが、かなり丁寧に入っていただい

ているのではないかと思う。逆に、自治協や地域の皆さんから見て、お気づき

の点などあれば承りたい。 

社 協：この回数は、問い合わせの電話に対応するということも１回に入っているため、

やはり、こちらから地域に出向いた回数もチェックしないといけないと考えて

いる。来年度以降はそのような数字も入れていきたい。 

委員長：補足で説明いただいたが、２日に１回は何かしら関わっているということであ

る。成果が出てくるのは、皆さんに入っていただく中で、今後様々な取り組み

が進んでくるということになるかと思う。 

    ３つ目について、説明を求める。 

事務局：資料に基づき説明。（資料２の１９～２１ページ） 

委員長：第３次計画において、伊賀市の地域福祉計画の中では、機構改革を大きく行っ

たということが１点特徴である。その機構改革の１つとして、地域包括支援セ

ンターを市内３箇所に分けたということで、より地域の福祉課題を把握できる

体制を整えたということになる。 

    相談や会議について、それぞれ件数も出していただいているが、お気づきの点

などあれば承りたい。 
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委 員：分野を問わない福祉相談については、社会福祉法人連絡会でも話題になってい

る。こういった情報の内容は聞いていなかったため、まさに中身は重なるが、

これは、秘密にしていた内容であるか。 

事務局：説明する機会があまりなかった。基本的には、平成２６年度から伊賀市で取り

組んでいる体制と国の事業がほぼ一致しているため、改めて新しいことをして

いるわけではない。ご理解いただきたい。 

委員長：市民の皆さんには変化が見えにくかったかと思う。この事業について、できる

だけ多くの関係機関とも共有していただけるとよいかと思う。広い目で見た支

援体制が、個別の支援の連携が事業所の皆さんにも目に見えて成果として感じ

ていただけるということが大事だと思うため、今後も事例をふまえながら、こ

のような機能があるのにうまく活かせていないなど、事業所の立場からもご意

見いただきたい。 

１つの指標として記載していただいている相談受理件数等もご覧いただきた

い。地域包括支援センターにサテライトを置いたのは、平成２６年度からであ

るため、おおよそ３年間の積み重ねがこういう形で出ているが、平成２７年度

が若干多かったというところか。事務局として分析はあるか。 

事務局：平成２８年度の対象期間が、４～１２月までの９ヶ月分であるため、あと３ヶ

月分が加わると、昨年度並みの相談受理件数となると予想している。 

委員長：相談件数としては、平成２７年度並みで６，５００件前後になろうかというこ

とである。 

    絵の中には社協の窓口も含めていただいているが、この相談受理件数には記載

がない。もし、社協で件数がわかれば教えていただきたい。 

社 協：地域福祉コーディネーターが受けた相談はカウントしているが、本日はデータ

を持ってきていない。この地域包括支援センターの相談件数には社協からつな

いだケースもいくつか入っていると思う。社協としては、地域支援を重点的に

行い、個別の相談については、地域包括支援センターへつなぐということを基

本として、地域支援と個別支援の両方で必要なものについては、検討の場へあ

がり、場合によっては地域ケア会議などで地域支援と個別支援とを連携して行

う体制になっているかと思う。 

委員長：こちらは、第２次計画から大きく変更したところもあるが、いわゆる福祉相談

窓口機能をこれまで６箇所あったものを３箇所に集約していただいたという

ことがあった。機能強化をしたが、窓口が減って市民の皆さんの相談件数に響

かないようにとは、この委員会でも強く求めていたところであった。そのあた

りは、社協の相談を引き続き受けていただいている方、またそれが包括にもつ

ながっているということで、このあたり非常に大事なところであるため、また

数字もおさえていただけるとよいかと思う。 
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委 員：相談受理件数が前年とほぼ同じということであるが、その中で必要な方につい

て、相談事案調整会議にかけていると思う。その件数は少し減ってきているよ

うに思うが、それだけ対応力がついてきたという評価でよいのか。 

事務局：ケースによって異なるが、調整会議を開くまでもなく、それぞれの担当課で情

報共有や協議をしながら進めていくケースも増えている。 

    相談事案調整会議について、少し説明させていただく。近年、１つの相談が出

てくる家庭の中に、高齢者の問題や障がいの問題、生活困窮の問題など、複合

的なケースが増えてきている。例えば、70歳の方が 40歳の子どもと２人暮

らしであり、子どもが親の年金を使い込んでいるみたいであるという相談があ

ったとする。最初に高齢の担当課に相談があったら、以前は高齢の担当課が主

となって、中心になりすぎて、様々な支援の施策を考えていくという場合があ

った。しかし、平成２６年度からは、第三者的な中立的な福祉相談調整課を設

け、そちらが各担当課や必要に応じて事業所にも声をかけ、ケースについて検

討する場をもうけ、調整している状況である。福祉相談調整課ができて３年目

であり、まだまだいろんな課題を抱えた家庭や相談があると思うが、現状は今

年度９ヶ月で２０回の会議開催回数である。 

委員長：委員からの質問は、件数が減っているということはそれだけ連携がスムーズに

できているかということであったが、いかがか。 

事務局：調整がスムーズに進んだということはあるが、それだけが件数の減の要因かど

うかは分析できていない。 

委員長：私たちは、お示しいただいたデータから類推するしかないため、できる限りの

範囲で、数字の増減など解析していただければと思う。一方で、虐待検討委員

会は増えているということであるが、このあたりは１つ課題になってくると思

う。地域ケア会議については、初年度、随時型でたくさん開いていただいたが、

２年目以降はケース検討回数という形で支所ごとに開催を置き換えていると

いうようにも思うし、それぞれの会議の持ち方など、慣れてきていただいてい

るということも考えられる。そのような会議に参画いただいている委員から、

意見などあれば、委員会でも反映いただきたい。 

委 員：地域ケア会議の件であるが、平成２７年度、平成２８年度は随時型が未設置と

なっている。平成２６年度には２１件あり、これは民生委員・児童委員も大変

関わっており、たくさん地域の委員さんが入っている。非常に問題になったの

は、フィードバックが全くないということである。今回、未設置ということで、

どうして未設置になったかはわからないが、私は推進してく方がよいと思って

いる。 

委員長：地域ケア会議の運用の仕方で、この３年間で変化したところがあれば説明いた

だきたい。 
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事務局：平成２７年度から若干会議の見直しをかけた。導入当初は、会議の進め方を説

明するような機会が多かったが、実際に随時型が理解されてきたら、形を見直

して平成２７年度より具体的なケース検討に移っていったのではないかと思

う。未設置という部分は、会議の在り方を見直したところで、呼び方を変えた

ことまでも１つの表に納めようと思ったときに、このような表現となったこと、

ご理解いただきたい。 

    また、地域ケア会議を運営する側の担当者会議も記載してあるが、それぞれの

会議の意味合いを変えて運用しているという理解でお願いしたい。 

委員長：地域ケア会議には、５つほど種類をあげていただいている。委員の皆さんにも

理解いただけるよう、説明があったほうがいいかもしれないと思う。今後、補

足説明資料を添付いただきたい。 

委 員：８ページにあるが、自治協単位で地域福祉ネットワーク会議の立ち上げをして

いるが、山田住民自治協議会は、「せせらぎケアネット会議」という名称で去

年の３月に立ち上げた。その中でもこのようなテーマがあった。「ちょいサポ」

だが、いが見守り支援員が具体的に地域に何名いるか伺いたい。 

社 協：見守り支援員は、平成２８年１０月現在で、８６５名認定している。自治協ご

とに何名の方が認定されているかということも、見守り支援員の了承を得て公

表している。 

    「ちょいサポ」については、必ずしもいが見守り支援員に認定した人が活動を

してくれるとは限らないが、現在、意向調査をしているところであり、その後、

活動をスタートさせたいと考えている。 

委 員：実はその会議の中で、庭木の清掃や草刈の問題が出たが、実際に誰に頼んだら

よいかということを自治協が把握していなかったということも問題だと思う。

しかし、利用される方が気軽に行えるような体制を整えていくためにも、具体

的に自治協等にも教えてあげてほしい。 

委員長：貴重な意見をいただいた。すでに任意で了承をいただいた方の情報は社協から

自治協へ提供していただいているということである。地域福祉コーディネータ

ーも把握していると思うため、そのような専門職も会議の中でうまく活用いた

だきながら進めていただきたい。いずれにしても、今の意見を地域福祉コーデ

ィネーターとも共有させていただきたい。 

委 員：資料１について質問がある。市民生活満足度の件で、満足度平均が２１．１％、

必要度の平均が６９．２％とあるが、これは７分類の平均か。 

    また、冒頭の説明で３％上がったということで、これは伊賀市の相対評価かと

思うが、この数字が高いのか低いのかわからない。普通に考えれば満足してい

る人が５分の１であるため、低いと思うのだが、どこでもそのような感じか。 

事務局：１点目の質問であるが、７つそれぞれの平均であるため、おっしゃっていただ
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いたとおりである。 

    ２つ目の質問であるが、集計をする際に、満足度をプラスの方だけで考えるの

ではなく、不満に思っている方や無関心の方についても、どのくらいいるのか

を合わせて測った。不満足と無関心層をあわせて４３．５％であり、満足と思

っている方よりも多いことがわかった。ただ、指標として、現在あるものを活

用しながらというところでは、毎年経年的にとっているこの指標を参考に施策

に反映していきたいと考えている。他市の満足度などは不明で比較対象の説明

はさせていただけないため、そのあたりについて、今後検討していきたい。 

事務局：少し補足をしたい。新しい再生計画を作る際の審議会にも参加させていただい

ているが、根本的な話として、満足度が２５％などでよいのかということであ

るが、聞き方にもよるかと思う。先ほど担当も話をしたが、満足か不満足かど

ちらでもないという選択肢であるため、どうしてもこのような数字になる。例

えば、満足か不満足という選択肢であれば、どうなるかということもあるが、

伊賀市は過去からこの手法を使っているため、途中では変えられないことを理

解いただきたい。 

委 員：１つ要望であるが、このアンケートの集計数や年齢別の結果、男女別の結果に

ついてもここに書いていただけるとありがたい。 

委員長：市民生活満足度の細かいデータについては、出していただけると議論も深まる

かと思う。また資料としてつけていただきたい。 

    それでは、平成２８年度の進行管理について、承認いただけるか。 

委 員：了承。 

 

（２）地域カルテの作成・活用について【資料３】 

委員長：地域カルテの作成・活用について、事務局より説明を求める。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：これは私から個人的に皆さんに提案した内容であった。第３次計画の策定にあ

たり、事務局でバックデータとして取ったものである。ただ、自治協のこれか

らの活動を考える上で、このような基礎データは地域福祉の向上に資するもの

だと思うため、出せるものは地域に出していこうと皆さんにもお諮りしたとこ

ろである。 

    あくまでも比較を目的とするものではなく、自治協の現状と人口推移がどのく

らい進むかということをデータで改めて取らずとも、このデータを活用し、議

論に時間をかけていただきたい。地域福祉コーディネーターともども、活用い

ただきたい。また、急がないとデータが古くなるため、毎年度更新する形で自

治協の皆さんに提供できればと思う。とりわけ５番の「地域住民の活動状況」

が地域予防対応力の指標にもなるが、あくまでも事務局と検討した１つの指標
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の取り方である。例えば、シルバー人材センターの会員登録者数などは、いく

つか意見をいただいているが、登録せずに農作業をしている方たちはこの数字

に入っていないのかということにもなるため、これ以外の数字があるというこ

とであれば、それは独自に取っていただくとよいと思う。 

    事務局の方で、庁内合意を取っていただいた経緯もあり、こちらのカルテを地

域の福祉活動に資するため、公表してもよいか。 

委 員：了承。 

委員長：それでは、準備が出来次第、各自治協へデータ提供をしたいと考えている。ま

た、それぞれの立場で活用いただきたい。 

 

３ 報告事項 

（１）新公立病院改革プランについて【資料４】 

委員長：新公立病院改革プランについて、前回の会議でも議論いただいたが、まずこの

推進委員会の位置づけを再度説明いただいた後、内容について説明を求める。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：地域包括ケアシステムに係る部分もあるため、お気づきの点などあれば承りた

い。 

    この会議体で紹介いただいたため、今後、会議録がホームページにアップされ

ると思う。その際に、この資料もアップされるということで、市民の皆さんに

もご覧いただく機会があるということである。 

委 員：最終案は特に問題ないと思う。市民の要望として、診療科目に小児科・産婦人

科がない。総合病院であるため、それらの科目がほしいという声を聞く。また、

別の会議で、伊賀市から名張市への人口推移があると聞いたが、その要件にも、

市民病院に小児科・産婦人科があるかどうかも、若い人が移っていく要因にな

っているのではないかと言われている。また、頭の中にいれておいてほしい。 

委員長：意見として承るということでよいか。 

事務局：今おっしゃっていただいたことは、私たちも聞いている。ただ、１つの見方と

して、伊賀市には公立の総合市民病院と民間の岡波総合病院がある。岡波総合

病院では、小児科も２４時間救急受け入れ体制もとっていただいている上、産

婦人科についても、市内には大きな病院が２つある。いずれも、それぞれの病

院で機能分担していき、それぞれの強み弱みをうまく連携させながら、よりよ

い医療体制をめざしたい。 

事務局：若い方の定着で、名張市と一番違う点は、家賃だと考える。空き家もあるため、

そのあたりも考えていきたい。 

委員長：新公立病院改革プランについては、ここまでとする。 
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（２）福祉施策調整会議の結果について【資料５】 

委員長：報告事項の２つ目、福祉施策調整会議の結果について、説明を求める。 

事務局：資料に基づき説明。 

委員長：途中の審議でもあったが、地域ケア会議の取り組み状況からフィードバックと

いうことで、出てきた課題について、取り組んでいただいている。 

    お気づきの点等あれば、伺いたい。 

    １つ目の緊急通報装置は、民生委員・児童委員の皆さんの協力も含めて、随分

進めていただいているが、現状の登録者数が分かれば紹介いただきたい。 

事務局：平成２９年２月末で、２２３名の方に登録いただいている。 

委 員：５つ目の支所振興課との関係が整理できていないということで、山田自治協で

ネットワーク会議が開催されたが、立ち上げ時には、市議会議員、社協、市か

らは支所長や担当者が来てくれたが、次からは、市役所関係は誰も来てくれな

い。レールに乗るまではサポートしてくれないと、素人ばかりのため、社協だ

けでは無理なところもあると思う。お金の問題もあるし、活動の面でもいろい

ろ助言いただきたいのは行政の方である。この点をお願いしておきたい。 

委員長：関係部局の出席についてはルールがあるわけではない上、開催頻度にもよるか

と思うが、他の自治協では、振興課、地域包括支援センター、地域福祉コーデ

ィネーター、社協という形で、福祉事業所の方にも参画いただいているところ

もある。そのあたり、他のところでは出てきていると聞いたと言っていただけ

ればと思う。中身について精度をあげることで、出席いただくことの意味も高

めていきたい。 

    地域課題について、報告は以上とする。今後もこのような会議で出てきた内容

は、周知・共有をしたいため、お願いしたい。 

 

４ その他 

委員長：事務局より何かあるか。 

事務局：嬉しい報告が１つある。 

    市内の青山地域で、今年に入り、寒い日に、８０歳代の女性が買い物に行き、

その帰りに腰が痛くなり、道にしゃがみこんでいた。そこへ通りかかった学校

帰りの中学３年生と１年生の２人が、その方に声を書かけると、「助けてくだ

さい」ということであった。最初は一緒に歩いていたが、そのうちに、おばあ

さんがしんどくなってきたため、１人がおんぶをし、もう１人が荷物を持って、

家まで連れて帰った。玄関がなかなか開かないため、裏から入り、家の中でお

ばあさんが落ち着くまで様子を見、その後帰ったという案件があった。社協へ

情報が入ったが、社協が中学生といろいろ話をしたところ、「当たり前のこと

をしただけ」という言葉もあったようである。 
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    本日、この場でも報告させていただいており、また、今後もこのような事案が

あれば、こちらでも報告させていただく。 

    また市のホームページにも掲載させていただきたいと思うし、地元の広報紙や

社協の広報紙でも掲載いただく予定である。 

委員長：積極的に我々も活かしていきたい。他の皆さんもご存知のことがあれば、紹介

いただきたい。 

    他になければ、以上で本日の協議を終える。 

以上 


