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平成 26 年度第１回水戸市高齢者保健福祉推進協議会会議録 

 

１ 附属機関の会議の名称 平成 26 年度第１回高齢者保健福祉推進協議会 

 

２ 開催日時 平成 26年５月 23 日（金）午後３時～午後３時 30分 

 

３ 開催場所 本庁舎前議会臨時庁舎 ２階 全員協議会室 

 

４ 出席した者の氏名 

 

(1)水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員 

 上甲宏，小暮雅人，磯嵜禮子，相川三保子，菊池晃，冨田たま子，武藤邦彦， 

大槻義光，久信田もと子，渡邉妙子，藤田絹代，佐々城昭，土屋和子，澤則子， 

田口文明，細谷春幸，中庭次男 

 

(2)執行機関 

 田尻充，秋葉欣二，豊﨑和馬，大曽根明子，長須賀良明，堀口泰夫，小林秀一郎， 

 青木浩子，岡部裕子，石丸美佳，峯陽子，土屋勝，田部田英智，加藤正恵，吽野洋一， 

佐藤通，柳内治子 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 

 (1)高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６次）策定基本方針について（公開） 

 

６ 非公開の理由 適用なし 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る） ０人 

 

８ 会議資料の名称 

 

 ・水戸市高齢者保健福祉推進協議会委員名簿 

 ・水戸市高齢者保健福祉推進協議会条例 

 ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期）策定基本方針 

 ・参考資料「平成 26年度 お年寄り便利帳」 

 



2 

 

９ 発言の内容 

 

【司  会】それでは，皆様，大変お待たせいたしました。定刻になりましたので，ただいまから，平

成 26年度第１回水戸市高齢者保健福祉協議会を開催いたします。 

      私，本日進行を務めさせていただきます高齢福祉課の  でございます。よろしくお願い

いたします。それでは，次第に沿って進めてまいります。 

      はじめに，開会にあたりまして，副市長よりご挨拶を申し上げます。 

【副 市 長】こんにちは。ただいま御紹介いただきました水戸市副市長の  でございます。よろしく

お願いいたします。本日は，委員の皆様におかれましては，大変お忙しい中，平成 26年度第

１回水戸市高齢者保健福祉推進協議会に御出席を賜りまして，誠にありがとうございます。 

また，日頃から，本市の高齢者保健福祉事業，介護保険事業の推進に格段の御支援を賜っ

ていること，この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。 

本市におきましては，現行の第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画が平成26年度，

今年度末をもって満了いたしますことから，平成 27年度をスタートとしまして，29年度まで

の３か年の第６期計画を今年度中に策定することとしております。 

国民の４人に１人が高齢者という超高齢社会におきまして，国においては持続可能な社会

保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律が制定されまして，今後，地域包括ケ

アシステムの構築と合わせて，介護保険制度の持続可能性の確保に向けた介護保険法等の改

正が予定されております。 

今回は第１回目という会議でございますが，委員の皆様におかれましては，第６期計画の

策定基本方針について，十分継続して御審議いただくことになっております。良い計画づく

りに向けまして，忌憚のない御意見をいただければと存じております。 

結びになりますが，水戸市におきまして，第６次総合計画の将来都市像でございます「笑

顔あふれる安心快適空間 未来に躍動する 魁のまち・水戸」の実現に向けまして，今後と

も高齢者の保健福祉の向上について，皆様方のお力添えをいただきますようお願い申し上げ

まして，簡単ではございますが，開会にあたっての御挨拶といたします。 

どうぞ，よろしくお願いいたします。 

【司  会】この協議会は，水戸市高齢者保健福祉協議会条例に基づきまして，設置してございます。

条例につきましては，お手元に配付してございますので，御参照いただきたいと思います。 

      まずはじめに，本日の協議会の定足数の確認でございます。推進協議会条例第６条第２項

の規定では，委員の２分の１以上の出席で会議が成立することとなっております。本日は，

ただいまのところ 15名の方に御出席をいただいておりまして，定足数を満たしておりますの

で，御報告いたします。 

      次に，委員の皆様の紹介に移らせていただきます。委員の皆様におかれましては，平成 25

年７月 27日から平成 27年７月 26日までの２年間を任期といたしまして，委員を委嘱させて
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いただいております。よろしくお願いいたします。 

      今回の協議会開催にあたり，新しく就任された方もいらっしゃいますので，改めまして，

委員の皆様に自己紹介をお願いしたいと存じます。恐れ入りますが，  委員から順番に反

時計回りでお願いいたします。 

 

（各委員から自己紹介） 

 

【司  会】ありがとうございました。 

続きまして，事務局の紹介に移らせていただきます。副市長から順番にお願いいたします。 

 

（事務局の各職員から自己紹介） 

 

【司  会】続きまして，当協議会の会長及び副会長の選任に移らせていただきます。会長及び副会長

につきましては，推進協議会条例第５条の規定により，委員の互選によることとなっており

ますが，皆様，いかがいたしましょうか。 

 

（事務局一任の声あり） 

 

【司  会】事務局一任ということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

【執行機関】それでは，事務局案を御提示申し上げます。 

      本会の会長につきましては  委員に，副会長につきましては，  委員にお願いしたい

と考えております。 

【司  会】本案でよろしければ，拍手をもちまして御承認をいただきたいと存じます。 

 

（拍手あり） 

 

【司  会】ありがとうございました。御承認をいただきましたので，会長に  委員，副会長に  委

員となりました。よろしくお願いいたします。 

それでは，会長，副会長，前の席へお願いいたします。 

 

（会長，副会長が前の席へ移動） 
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【司  会】それではここで，会長，副会長より，一言ずつ御挨拶をいただきたいと存じます。 

      まず，  会長，よろしくお願いいたします。 

【会  長】皆さん，こんにちは。一応，会長を指名されたのですが，うちの  会のほうですけれど

も，会長選が７月にございますので，ひょっとしたら変わるかもしれませんけれども，その

時は次の者が出てくるかもしれませんが，その時にはまた，よろしくお願いいたします。同

じように継続してやってくれると思いますので。 

      ただ，一言だけ。私，今日ここに来て，  会の会報に書いたものなんですけれども，本

音だけちょっと言わせていただきたいなと思っております。さっき副市長が参議院で審議さ

れております法律の話をしましたけれども，要介護総合法案。この主旨というのは，団塊世

代が 75 歳以上になる 2025 年を目途に，効率的且つ質の高い医療提供体制と地域包括システ

ムを構築する。これが国の方針と言われております。それで，この効率的且つ質の高い医療

提供体制というのは，昭和 53 年から言われていますいわゆる医療費の抑制，医療費をとにか

く上げないんだと，とにかく抑えるんだと。 

      それから，もう一つの地域包括ケアシステムというのは，重度の要介護状態になっても，

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう，医療，介護，

予防，住まい，生活支援が一体となって提供されるシステム。素晴らしいことなんです。た

だ，現実に戻ってみて，こんなことができますか。今の現状で。ただ単に，国が負担を減ら

すために，それを地域に，いわゆる市町村に問題を振って，そしてそっちで勝手にやれよと

いうふうになってる。それが一番の問題かなと思っているところです。 

      こういうのが私の本音です。ですので，このことをにはっきり言ったほうがいいのかなと

思った次第ですが，とにかくやらなきゃならないんで，やっていきたいというふうに思って

おります。 

特に，要援護者対策に関して，これは高齢者だけではありません。障害者，それから児童

関係も，そのことに関しては，やっぱりこれはやらなきゃならないんです。これだけはとに

かくやらなきゃならないと思うんで，そこのところだけはしっかりやっていきたいと思いま

すので，皆様の御協力をお願いしたいと思います。以上です。 

【司  会】続きまして，副会長，お願いいたします。 

【副 会 長】私，  としまして，日頃，地域の高齢の方といろいろお話をしておりまして，いろいろ

これからの，うちのほうはもう本当に限界集落というような，４人に１人どころではなくて，

大体 70歳以上の方が多いところなものですから，こういう会議でいろいろとお勉強をいたし

まして，これから地域にどのようにこれを生かしていったらいいかということを勉強してま

いりたいと思います。 

      私は何も皆さんのことをお手伝いできるかどうか分かりませんが，会長さんの御指示に従

いまして，やっていきたいというふうに思います。御協力のほど，よろしくお願いいたしま

す。 
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【司  会】ありがとうございました。 

      続きまして，お手元の資料の御確認をお願いいたします。 

      まず，本日の会議次第。続きまして，協議会委員名簿。推進協議会条例。高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画（第６期）策定基本方針。それから，参考資料といたしまして，平

成 26年度のお年寄り便利帳を配付させていただいております。 

      資料につきましては以上でございますが，不足等ございませんでしょうか。 

      よろしいでしょうか。 

      それでは，続きまして，議事に入ります。議事進行につきましては，推進協議会条例第６

条の規定により，会長が議長となることとなっておりますので，会長より議事進行をお願い

いたします。 

      また，御発言の際には，マイクをお回しいたしますので，挙手をお願いいたします。 

      なお，副市長は，公務が重なっておりますので，ここで退席させていただきます。 

 

（副市長退席） 

 

【会  長】それでは，ただいま，事務局のほうから説明がありましたとおり，協議会の議事は会長が

進めることになっておりますので，議事を進めさせていただきます。スムーズな議事進行が

できますよう，皆様方の御協力をよろしくお願いいたします。 

      失礼ながら，議事は着席のまま進めさせていただきます。議事に入ります前に，この委員

会は，「水戸市附属機関の会議の公開に関する規程」により公開することとなっておりますの

で，その旨，御承知おきいただきたいと思います。 

      また，同規程第７条により，協議会の会議録を作成し，２名の方から署名をいただくこと

となっております。本日の会議録の署名人を選任したいと思いますが，どなたかいらっしゃ

いますでしょうか。 

 

（議長一任の声あり） 

 

【会  長】議長一任の声がありましたが，それでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

【会  長】それでは，会議録署名人を  委員と  委員にお願いいたします。よろしくお願いいた

します。 

      それでは，議事に入ります。本日の議題は１件でございます。 

      （１）高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期）策定基本方針について，事務局
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から説明をお願いします。 

【執行機関】はい。事務局，介護保険課給付係の  のほうから，説明させていただきたいと思います。 

      お手元にあります保健福祉推進協議会資料①を御覧いただきたいと思います。こちらに沿

って，説明させていただきたいと思います。 

      高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期）策定基本方針について，説明させてい

ただきます。 

      まず，１の計画策定の趣旨でございますが，我が国は，国民の４分の１以上が超高齢社会

となります。2025 年には団塊の世代がすべて後期高齢者となり，急激且つ一層進展する見込

みとなっております。 

      このことから，国は「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法

律」，いわゆるプログラム法を制定し，医療・介護など社会保障の改革を進めております。こ

の法律に基づき，地域包括ケアシステムの構築と介護保険制度の持続可能性を確保するため

に，介護保険法等の改正を行うこととなっており，国会に提案されているところでございま

す。 

      本市においては，高齢者の保健福祉に関する施策を推進するとともに，介護保険事業の安

定的な運営を図るため，水戸市総合計画を上位計画とし，他の計画等とともに調和を図りな

がら，３年を１期とする水戸市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定しております。 

      現行の第５期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画につきましては，計画期間が今年度，

平成 26 年度をもって終了することから，社会情勢の変化や国の制度改正等を見据えながら，

これから今年度，第６期の計画を策定していくものでございます。 

      計画の位置付け及び関連法については，図１に示すとおりでございます。 

      ページを返していただきまして，計画策定の基本的姿勢，水戸市の基本的姿勢でございま

すが，高齢者が，可能な限り住み慣れた地域で安心して生活していくことができるよう，介

護や在宅福祉，在宅医療等の支援施策を推進するとともに，今後のサービス量の推計に基づ

きなどして，計画を策定してまいります。 

      計画の策定に当たりましては，２の（１）から（５）にあります介護保険の適正な運営，

介護予防と健康づくりの推進，高齢者福祉サービスの充実，住み慣れた地域で安心して暮ら

せる環境の実現，社会参加と生きがいづくりの推進，このような項目に配慮する形で，これ

らの項目の実現を目指して，計画策定を進めてまいります。 

      ３，計画の構成及び期間でございます。 

      計画の構成につきましては，本市の課題等を踏まえ，これから８月頃に出る予定でござい

ますが，国の定める指針に基づき，長期的な視点に立って，介護保険サービスの供給量等に

ついて定めてまいります。 

      計画の期間につきましては，2015（平成 27）年度から 2017（平成 29）年度までの３か年を

計画期間といたします。 
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      なお，図２にありますように，サービスの供給量等につきましては，2025 年までのおおよ

その推計を行うこととなっております。 

      ４の計画策定の体制等でございますが，（１）市民の意見等を反映させる仕組みとしまして，

市民から具体的なニーズを聞き出す市民ニーズ調査，それから，市の政策を公表して，それ

に対して市民の意見を公募するパブリックコメントの手続き，水戸市高齢者保健福祉推進協

議会，この場をお借りして，さまざまな職種，専門家の皆様から御意見をいただくとともに，

その他，水戸市地域包括支援センター運営協議会の開催等をいたしまして，御意見をいただ

きます。 

      さらに，ページを返していただきまして，計画策定のための庁内組織でございますが，③

にあります保健福祉部関係各課によるワーキングチームを編成いたしまして，計画素案を作

成いたします。この案をもとに，さまざまな関係課からなる検討会のほうもあわせて設けま

して，市役所の中でさまざまな意見を取り入れて案を練って，さらに政策会議，庁議により，

計画を決定してまいります。 

      ５，策定のスケジュールでございますが，資料の５ページを御覧いただきまして，検討ス

ケジュールということで，横の表がございます。こちらにつきましては，25 年度に市民ニー

ズ調査を実施しており，現在，その分析のほうを進めている途中でございます。６月には，

恐らく国会において医療，介護保険法等の改正が行われる議決があると思われ，８月初旬頃

ということで，県のほうから情報提供を受けておりますが，今後策定していく計画の具体的

な指針について，国のほうから示される予定となっております。これらの動向を踏まえまし

て，検討班，こちらの推進協議会，政策会議等を開催し，12 月には計画の案をとりまとめま

して，意見公募手続きを実施することで考えております。 

      さらに，ページをめくっていただきまして，６ページでございます。こちらは，医療・介

護の一体的な改正の中であって，介護保険，高齢者関係の施策の部分についての主な改正内

容について示したものです。改正内容につきましては，大きく分けて二つの項目からなって

おります。 

      まず，①，地域包括ケアシステムの構築。こちらは高齢者が住み慣れた地域で生活を継続

できるようにするため，介護，医療，生活支援，介護予防を充実していくための施策でござ

いまして，27 年４月１日より，順次，国が示す施行期限に基づき実施していくものです。主

なものとしましては，在宅医療・介護連携の推進，認知症施策の推進，地域ケア会議の推進，

生活支援サービスの充実・強化，こういったものから成っております。 

資料右側でございますが，費用負担の公平化，こちらにつきましては保険料軽減の拡充を

図ってまいります。さらに，保険料上限をできるだけ抑えるため，諸種の方策を講じていく

こととなっております。 

最後に，さらにページをめくっていただきまして，７ページを御覧いただきたいと思いま

す。こちらの，国のほうが示す地域包括ケアシステムの理想の姿でございます。こちらにつ
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きましては，図のほうを御覧いただければと思います。 

以上，事務局のほうから説明を終わりにいたします。 

【会  長】ただいま，事務局から説明がありましたが，一応ここで，質問とか御意見とかをお伺いす

ることになっていますけれども，ざっくばらんとしたこの内容で。はい，どうぞ，  委員。 

【  委員】執行部のほうにちょっとお聞きしたいんですけれども，実は今国会で，医療・介護に関す

る法律の改定作業が行われていて，そして衆議院ではね，総合法案が賛成多数で可決された

ということなんですけれども，この中で，この法律についてはいろいろと水戸市の議会にも

陳情や請願が出されているんですけれども，この内容について，どういうふうに考えていら

っしゃるのか，お答えいただきたい。さきほどのお話では，６月 22 日までの国会で可決され

るだろうと。そして，８月にその方針が提案されるだろうということですが，その中で今，

請願・陳情で出されているのは，要支援者に対する介護給付事業が今度非常に狭くなって，

ホームヘルパー，ホームヘルプサービスとか，デイサービスの事業が，介護保険給付の事業

から外されて，地域支援事業に移行すると。それで，市町村の裁量に任せられて，そしてＮ

ＰＯ等の活用を含めた低い水準の介護しか受けられないと。水戸でも２千 100 人の方が受け

られなくなってしまう。そういうことなんですが，これについて，水戸市は今，どういうふ

うに考えていらっしゃるのか。それが一つ。 

      もう一つはですね，今回の法律の中に，特養の入所基準の中に，今まで要支援，要介護１

以上については特養に入所できたものが，今後は要介護３以上でなければ入所できないとい

うことで，特養に入るのが非常に難しくなってしまう。そういうことで，老老介護とか孤独

死の問題とかということが出てくるということが出てますが，この問題について，まずどう

いうふうに考えていらっしゃるのか，お答えいただきたい。 

【会  長】はい，事務局。 

【執行機関】介護保険課の  でございます。まず，１点目につきましては，要支援者への新しい介護

予防，日常生活支援総合事業のことをおっしゃっていらっしゃるのかなと思います。これに

つきましては，訪問型のサービスであるとか，通所型のサービスに加えまして，配食サービ

ス等の生活支援サービスをＮＰＯ法人，民間事業者，ボランティア等の地域の多様な主体を

活用しながら，市町村の事業として提供するというものでございます。 

      本市といたしましては，今後，対象となる高齢者の置かれている状況，あるいはニーズ，

サービスを提供する主体となる地域資源の把握等を行うとともに，その実施方法について，

どのような手法を用いたら効果的にできるのか，また，実施時期等についても，３か年のう

ちで最初から実施するのかあるいは計画の一番最後のところで実施するのかというような期

限もありますので，先進的に事業を展開している市町村を参考にしながら，そういったもの

についても，この計画を策定する中で検討してまいりたいと思っております。 

      それから，２点目の特別養護老人ホームの入所につきましては，資料の６ページ，左側の

「重点化・効率化」の②にございますとおり，原則として要介護３以上の方が入所できると
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いうことになっておりますが，要介護１・２の方でも現在入所している方や，独居であると

か，どうしても入所しなければならないとかについては，例外が設けられる予定でございま

すので，そういったところも踏まえて，情報をよく確認しながら対応してまいりたいと考え

ております。以上です。 

【会  長】はい，  委員。 

【  委員】今回の推進協議会は，結局，６月に整理する医療・介護総合法案を実施するための審議会

ということにはならないのか。というのは，要支援１と２の方を外すと，要するに介護保険

の給付事業から外していくことになって，その代わり地域包括ケアシステムを構築すると書

いてありますよね。７ページです。結局，これを実施するための協議会というふうにならざ

るをえないのではないかと。例えば，今言った配食サービスについても，業者さんの配食サ

ービスに任せるとか，それから，ホームヘルパーについてもボランティアとか民間事業所等

にも任せるということで，結局，質の低いサービスを行うというための協議会にならないの

かと。その点を，私は心配しているわけですが，この点はどう考えるのでしょうか。 

【会  長】はい，事務局。 

【執行機関】高齢福祉課長の  と申します。今日集まっていただきました協議会の位置付けでござい

ますけれども，お手元に条例を配付させていただいておりますが，高齢者の総合的な保健福

祉の向上を図るため，こちらの協議会で，第２条に書かれておりますようなことにつきまし

て御協議をいただくというものでございます。 

      大きくは，今後３年間の計画づくりの御審議をいただくわけでございますけれども，こち

らにつきましては，介護保険制度のこの度の改正につきましても大きな内容でございますし，

あわせまして，第６次総合計画を策定しましたが，そちらの内容を反映させたものとなって

おりますので，こちらの全般について御協議をいただくというものでございます。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【  委員】私も皆さんと一緒にしっかりと議論したいと思いますけれども，結局，この要支援１と２

の方に対して，今，介護保険給付事業が５億円ですけれども，これがすっぽりとなくなっち

ゃう。要するに，介護保険料は払っているけれども，介護サービスが受けられない。そうす

ると，水戸市が今，介護給付に支払っている５億円が浮くと。そういうことにもなるわけで

すよね。しかし，高齢者の方はサービスが受けられなくなってしまう。そういうことがある

ので，私は，その点はしっかりとこの委員会の中で協議をして，さっき会長さんも言いまし

たが，地域包括ケアシステムについては，現実はなかなか不可能。茨城県の社会福祉協議会

でアンケート調査をしましたら，いくつかの市町村では，とてもそんなサービスはできない

というのも出ておりますので，しっかりと議論していくべきではないかと。それと同時に，

介護保険の平成 24 年度，平成 25 年度の決算がどういうふうになっているのかという資料も

当然出てくるわけでしょうけど…これは出てくるのでしょうか。次回，審議するために必要

な資料として，どういうものが出てくるのか。それだけ，教えていただきたいです。 
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【会  長】はい。今の資料についてはいかがでしょうか。 

【執行機関】はい。介護保険課のほうからお答えします。おっしゃっていただきました資料につきまし

ては，決算については，当然，議会に報告するわけですけれども，議会の承認をいただいた

うえでということになるかと思います。また，５期計画の実施状況等につきましては，この

次のお集まりいただいた会議等に示す予定でおります。 

      それから，もう１点。お話しいただいた新しい介護予防の事業につきましては，ただちに

27 年度から取り組まなければならないということではなくて，国では３年間の余裕がござい

ますので，そういったところも踏まえ，この協議会等にお諮りしながら進めていきたいと考

えております。 

【会  長】よろしいですか。その他，ございますか。今日は１回目ということなんですけれども，ど

うでしょうか。 

      さきほども話がありましたけれども，私，議長でこんなことをお話ししてなんですが，要

支援の方の話が出ましたけれども，例えばヘルパーさんを頼むにしても，ヘルパーさんの数

が足らなければ，いくら要望があったって，需要があったって，答えられないわけですよ。

それに対して，ヘルパーさんを育てる手段を考えるっていうのも，ここの場面の一つにある

でしょうし，そういういろいろな議論をするところが出てくると思うんですよね。 

      さきほどの要介護３で特養入所っていうのも，そうなってくるでしょうけど，逆に，要介

護３以上だと優先的に入所させてくれるというふうになれば，また話は変わってくるでしょ

うし。いろいろと考え方はあるんじゃないかというふうに思います。 

      以上，今日はこの辺で。その他，特に御意見がなければ，話をお伺いしたということで，

２回目，３回目へつなぎたいと思います。よろしいでしょうか。 

【  委員】会長。 

【会  長】はい，どうぞ。 

【  委員】１点，要望だけ。 

【会  長】要望だけですね。 

【  委員】はい。実は，水戸市内でも介護施設を開所しようということで施設がつくられても，介護

職員が集まらなくて特養が開所できないというところがあります。介護職員の処遇が一般の

働く人と比べると非常に低いため，介護職員のなり手がいない。そういう状況が現実的には

あるわけです。国は，介護保険の中でそれは言っているというふうになっていますが，現実

的にはなっていないということなので，今，介護職員の状況というのはどういうふうになっ

ているのかも含め，例えば，給与とか，体系とか，介護保険の中でどれだけ支出されて処遇

改善がされているのかも含めて，そういう点の資料も出していただきたい。施設ができても

介護職員が集まらない，なり手がないという，この悪循環になってしまうという深刻な事態

がありますので，その辺，ぜひよく分かる資料を提出していただきたいと思います。 

【会  長】はい。その辺，用意できれば，お願いします。 
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      それでは，１番の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第６期）策定基本方針につい

ては，よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

【会  長】それでは，ここまでの議事，ありがとうございました。進行を事務局のほうへお返しいた

します。 

【執行機関】高齢福祉課です。次回のスケジュールについてですが，７月下旬を予定しております。よ

ろしくお願いいたします。 

【司  会】それでは，委員の皆様には大変お忙しいところ御出席をいただきまして，誠にありがとう

ございました。次回の開催は７月下旬ということですので，また近くなりましたら，通知の

ほうを差し上げたいと思います。 

      以上をもちまして，平成 26年度第１回水戸市高齢者保健福祉協議会を終了いたします。お

疲れ様でございました。 

 


