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令和元年度第１回湘南東部地区保健医療福祉推進会議 議事録 

 

日時 令和元年９月10日(火) 

場所 藤沢市保健所３階研修室 

 

開 会 

 

（事務局） 

 定刻前ですがおそろいのようですので、ただいまから令和元年度第１回湘南東部地区保

健医療福祉推進会議を開催いたします。私は本日の進行を務めます、神奈川県医療課の由

利と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、本会議は先に委員の改選があり、改選後初めての会議となります。改選後の委員

の方々について、お手元の委員名簿のとおりですが、新たに委員となられた方がいらっし

ゃいますので、ご紹介させていただきます。藤沢市歯科医師会会長の片山委員です。 

（片山（正）委員） 

 片山です。よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 茅ヶ崎市立病院病院長の望月委員です。 

（望月委員） 

 望月です。仙賀元病院長の後任でございます。よろしくお願いします。 

（事務局） 

 寒川町福祉部長の亀山委員です。 

（亀山委員） 

 亀山です。よろしくお願いします。 

（事務局） 

 次に委員の出欠です。本日の出席者は、座席表のとおりです。藤沢市福祉健康部長の片

山委員、藤沢市薬剤師会会長の齊藤委員からは欠席との連絡を受けております。また、神

奈川県医師会の高井委員の代理として神奈川県医師会理事の篠原先生に、茅ヶ崎市福祉部

長の熊澤委員の代理として茅ヶ崎市高齢福祉介護課長の田渕様にご出席いただいておりま

す。 

 次に、会議の公開について確認させていただきます。本日の会議につきましては、原則

として公開とさせていただいており、開催予定を周知いたしましたところ、傍聴の方が23

名お見えでございます。また、本日の議題のうち、２（４）については、公開すると病院

等に不利益を及ぼすおそれのある情報を扱うため非公開とし、その他は公開とすることと

してよろしいでしょうか。 
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（異議なし） 

（事務局） 

 ありがとうございます。それでは、２（４）については非公開とさせていただき、進行

の都合上、本日の議事の最後に協議させていただきます。また、公開の議題につきまして

は、会議記録について、これまで同様、発言者の氏名を記載した上で公開させていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

 本日の資料は机上にお配りしておりますが、何かございましたら、会議途中でもお申し

つけください。 

 次に、会長を選出させていただきたいと思います。湘南東部地区保健医療福祉推進会議

設置要綱第４条第２項により、会長及び副会長は委員の互選により定めると規定されてお

ります。事務局といたしましては、改選前まで会長をお引き受けいただいておりました鈴

木紳一郎委員を会長として推薦させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（拍手） 

（事務局） 

 また、副会長については、改選前まで副会長をお引き受けいただいておりました丸山委

員を推薦させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（拍手） 

（事務局） 

 それでは、ご異議がないようですので、会長として鈴木紳一郎委員を、副会長として丸

山委員を選出させていただきます。恐れ入りますが、両委員は会長席・副会長席にご移動

をお願いいたします。 

 それでは、会長に選出されました鈴木紳一郎委員から改めてご挨拶をいただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（鈴木会長） 

 皆さん、こんばんは。今、選出されました鈴木紳一郎と申します。藤沢市医師会の会長

を務めております。どうぞよろしくお願いします。本日は、台風で大変だったおおといで

なくてよかったなと思いますけれども、大変暑い中お集まりいただきまして、まことにあ

りがとうございます。 

（丸山副会長） 

 皆さん、こんばんは。副会長に選出されました、現在、茅ヶ崎市医師会会長をやってお

ります丸山です。引き続きよろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 それでは、以後の議事の進行は鈴木会長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いい

たします。 

（鈴木会長） 
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 それでは、公開のところでは、名前等を言って発言していただければと思います。それ

では、早々に議事に入ります。議題も多いため、円滑な議事の進行にご協力お願い申し上

げます。 

 

協 議 

 

（１）令和元年度の地域医療構想調整会議の進め方について 

 

（鈴木会長） 

 まず、２（１）でよろしいでしょうか。令和元年度の地域医療構想調整会議の進め方に

つきまして、事務局の説明をお願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。何かご質問はございますか。参考資料は後半についております。

よろしいでしょうか。それでは、次に進みたいと思います。 

 

（２）湘南東部地域の現状について 

  ア 平成30年度病床機能報告結果（速報値）等について 

 

（鈴木会長） 

 湘南東部地域の現状につきまして、事務局からの説明を引き続きお願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（鈴木会長） 

 ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたが、特に過剰な病床機

能の転換という意味では、後ほど（４）で議論を行いたいと思いますので、それ以外のと

ころでのご質問・ご意見があれば挙手をお願いいたします。よろしいですか。それでは、

次に進みたいと思います。 

 

  イ 定量的基準について 

 

（鈴木会長） 
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 続きまして、２（３）医療法第７条第３項に基づく許可を要しない診療所の取扱いにつ

きまして、事務局の説明をお願いします。 

（事務局） 

 すみません。議題ですけれども、続いて（２）のイの定量的基準についてご説明させて

いただきます。 

（鈴木会長） 

 抜けてしまいましたか。失礼しました。では、資料３ですね。 

（事務局） 

 ３－１と３－２になります。 

（鈴木会長） 

 では、お願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。定量的基準について、資料３－１～２です。何かご質問はござ

いますか。ネーミングが問題になっていましたが、これで最終的にはいくということでい

いのですか。 

（事務局） 

 昨年度、名称についてご議論いただきましたが、最終的には一般型と地域密着型という

ことにさせていただきたいと思います。 

（鈴木会長） 

 ということのようです。篠原先生、どうぞ。 

（篠原代理） 

 一くくりに回復期となっていますが、この場合に回リハという意味ではなくて、地ケア

病棟が地域密着のほうに行ったという理解でいいですか。 

（事務局） 

 まだ詳細な分析はできていませんが、地域包括ケア病棟については、急性期と報告して

も回復期と報告しても、ある程度、病床機能報告は自主的な報告に任せられていますので、

回復期にも恐らく地域密着型、どちらにも地ケア病棟が入っていると考えています。 

（篠原代理） 

 地ケア病棟のあり方というのは、今すごく大事ですよね。その辺のところをもう少し明

確にわかるほうがありがたいかなと思います。 

（事務局） 

 ありがとうございます。参考とさせていただきます。 
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（鈴木会長） 

 では、参考にして検討していただければと思います。ほかに何かございますか。よろし

いですか。では、次に進みます。 

 

  ウ 公的医療機関等2025プランについて 

 

（鈴木会長） 

 そうすると、ウの公的医療機関等2025プラン、資料４でよろしいですか。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。このプラン等につきまして、何かご質問とかはございますか。

よろしいですか。望月先生、何か追加発言をされますか。 

（望月委員） 

 茅ヶ崎市立病院の望月です。数の訂正はもともとそうだったので、引き続きＩＣＵとＮ

ＩＣＵを高度急性期として、現在もそうですし、2025年もその予定であるということは確

認していただいたとおりです。あと、更新のこととして別棟の話がありましたけれども、

一応そこに2019年から2020年度になっていますが、別棟そのものはもう既に完成しており

まして、次の本館の改装工事の着工を進めております。以上です。 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。市民病院はたしかこの間オーケーが出ていましたよね。追加発

言はいいですか。 

（常田委員） 

 うちはもともと高度急性期が536床ということでずっと申請していたところ、いろいろ

なご意見をいただきまして、それを見直して、現状は高度急性期が315床、急性期が215床

という状況に変えたわけですが、2025年に向かってはまた高度急性期が469床、急性期が

70床でやっていく予定になっています。 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。ほかに何かご質問はございますか。よろしいでしょうか。それ

では、今プランで出てきているものが御所見病院、湘南藤沢徳洲会病院、康心会はこれか

らまた非公開で議論していただきます。それから、公的病院が藤沢市民病院、茅ヶ崎市立

病院の高度急性期と急性期のベッドということになります。大筋はよろしいでしょうか。

ありがとうございます。 
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（３）医療法第７条第３項に基づく許可を要しない診療所の取扱いについて 

 

（鈴木会長） 

 次に参ります。医療法第７条第３項に基づく許可を要しない診療所の取扱いについて、

資料５を中心に説明をお願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。何か追加発言はございますか。篠原先生。 

（篠原代理） 

 神奈川県医師会の篠原です。有床診療所の件ですが、これに関しては全国の病院診療所

の会議の中で議題に出ます。ただ、これは首都圏のような都市部と地方では全然意味合い

が違うと思います。地方でこそいろいろな役割を果たさなければいけないけれども、これ

だけ病床機能のはっきりした都市部では、悪い言葉では絶滅危惧種と言われているところ

もあります。そういう中で、やはり存在意義は薄れつつあるのかなという気はします。産

科は別だと思います。 

（今井委員） 

 湘南病院協会会長の今井です。よくわからない面があって確認ですが、事前協議が行わ

れる行われないはいずれにしろあるとしても、調整会議では一応議論にはのるのですね。 

（事務局） 

 そのとおりでございます。 

（今井委員） 

 その前の事前協議が行われる場合と行われない場合があるというだけですか。 

（事務局） 

 多分先生のおっしゃるとおりでございます。今も地域医療構想調整会議では協議の案件

のご審議を一応していただくようになっていますが、病床配分の事前協議制との関係を整

理しなくてはいけないだろうということで、まず事前協議が行える場合であれば、事前協

議の中で一緒に審議というか、審査をして。 

（今井委員） 

 でも、それは逆に言ったらここで事前協議を行うと決めてしまえばいいのではありませ

んか。そうでもないですか。 

（事務局） 

 そういったご意見も出ていますので、今後検討していきたいと考えております。 

（今井委員） 
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 はっきり言って、分娩の問題は別として、地域包括ケアに関係するかどうかというのは

非常に定性的で曖昧ですよね。それでもって、しかも不足しているか過剰かという地区の

状況とは無関係に云々するというのは、やはりちょっと妙な感じがいたしますので、でき

れば協議にのせるという形を基本的にはとってもらいたいと思います。 

（鈴木会長） 

 小松先生、何か発言はありますか。小松委員、お願いします。 

（小松委員） 

 県医師会の小松です。基本的に有床診、いわゆるクリニックで19床までの診療所は２つ、

地域包括ケアシステムもしくは分娩であれば開設しやすいという医療法になっているので、

そういう意味で言うと、地域医療構想と全然整合性のないことが生じ得るというのが一番

の問題点です。分娩に関しても、例えばこの地域で分娩数がこれからふえていくのか減っ

ていくのかといったら、そんなにふえていくわけではないと思いますし、逆に病院や既存

のところで十分担えているのであれば、分娩も当然協議をすべきことなのかもしれません。 

 地域包括ケアの何が問題かというと、別添資料の基準が曖昧模糊としていて、単純に言

うと、在宅療養支援診療所を届けていればベッドを持ててしまうということになります。

特にこの地域は今、病床が過剰ですから、病院は幾ら患者さんがいっぱいいてベッドをふ

やしたくてもふやせないと。その脇でほいっと出せばほいっと受けられるということにも

なりますし、実際ほかの地域では病院のベッドがふやせないので、もともと自分が持って

いる有床診の19床を病院に移し、病院を増床したと。その後にゼロになった診療所をもう

一回、地域包括ケアを担っているので19床とれないかというような事例もありました。で

すから、例えば在宅を専門でやっているグループがクリニックを持って、19床をぽんと持

ってというのは、そのグループが診療する範囲に関してはいいかもしれませんが、地域の

中でふだんから全くつき合いがない所だと、地域包括ケアに資すると言えるのかよくわか

りません。最終的に病院と違うのは、最後まで完璧にできるものではないことのほうが多

いと思うので、結局、地域の中で連携がとれていないと、むしろ少し奇抜な存在になって

しまうというのがありますから、必ず病院と同じようにこの場でいいでしょうとか、あま

りよくないのではないかという議論をする必要があるとは思います。 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。ほかに何かご意見がございますか。何となく事前協議はちゃん

とすべしみたいな意見が多いようです。これで許可された後のフォローアップというか、

さっきの逆になるかもしれませんが、例えば与えた後、１年後に病院で吸収してしまうと

か、そういうことの監視ではありませんけれども、その後どうなったかということもこう

いう会に出していただけるような形はできませんか。 

（事務局） 

 意見の中で、当然、地域包括ケアの構築のために必要な診療所でございますので、例え
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ば病床機能の転換を安易にさせないとか、そういった条件を付すとか、あるいは要件の中

にそういったものを入れてもいいのではないかというご意見もありました。その辺は検討

していきたいと考えております。 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。それでは、２

（４）は後に回すということで、報告に参りたいと思います。 

 

報 告 

 

（１）平成31年４月１日現在の基準病床数及び既存病床数について 

 

（鈴木会長） 

 報告（１）平成31年４月１日現在の基準病床数及び既存病床数、全部説明は一つ一つで

いいですか。お願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（鈴木会長） 

 一つ一つやるということでいいですね。まず資料７、基準病床数及び既存病床数、湘南

東部は341床過剰と出ています。何かご質問・ご意見は。今井委員、お願いします。 

（今井委員） 

 私の記憶では、去年の段階かな、過剰が334床と覚えていました。４月１日にもしこれ

が変化したとすれば、既存病床数が変化したとしか言いようがありませんが、何か具体的

な数値的なものを説明できますか。私の記憶が間違っていましたか。334床からふえてい

るという感じがするので、それは意識されていますか。 

（事務局） 

 すみません、昨年度の数字との差を比較し切れていなくて大変申しわけないのですが、

恐らく先生がおっしゃるように、既存のところで変化があったということだと思います。 

（鈴木会長） 

 ほかに何かございますか。よろしいですか。ことしの基準病床数はこれで決まりですよ

ね。 

（事務局） 

 そのとおりでございます。 

（鈴木会長） 

 ことしはこれで決まりということですね。よろしいでしょうか。 
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（２）公的医療機関等2025プランの具体的対応方針の検証について 

 

（鈴木会長） 

 それでは、報告（２）、資料８ですか、お願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。何かご質問・ご意見はございますか。よろしいですか。 

 

（３）医師確保計画、外来医療計画について 

 

（鈴木会長） 

 では、次の説明に参りたいと思います。資料９の医師確保計画、外来医療計画について

の説明をお願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。何かご質問とかはございますか。今ちょっと聞き逃したかもし

れませんが、神奈川県は上位、下位、真ん中、どれですか。 

（事務局） 

 お答えいたします。神奈川県は24位ということで、全体の中位、ほぼ平均の医師偏在指

標になっております。 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。小松委員、お願いします。 

（小松委員） 

 県医師会の小松です。先日、医療対策協議会でもこの議題があって、これから支援セン

ター運営委員会のほうで協議をしていくことになると思いますが、今言った医師の偏在指

標というのが、今までは人口10万人に対して医者の数がどうだということでした。それだ

と、神奈川県は38位とか39位とか、医師少数と言われていましたけれども、今回は幾つか

のパラメーターをふやしてみたところ、真ん中に来たということでございます。ただ、真

ん中ということは、医師偏在という意味で言うと、24位という中位ですから、結局、神奈

川が一番医師の偏在がない理想的なところなのかというと、そういう定義は全くないわけ
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で、指標というよりは、単純に数字が真ん中だったというだけで、医師が足りているとい

うことでも医師が不足しているという根拠にもならず、指標としては限界があると思いま

す。その指標に基づいて、多いところから少ないところに医者を移しなさいという計画だ

とは思いますが、はい、わかりましたと言って医者が移動するかというと、当たり前です

けれども、なかなか厳しいことだとは思います。結局、偏在するには偏在するなりのさま

ざまな原因があると思うので、なかなかこの計画が完璧にできるかというと、難しいとは

思います。ただ、やはり現場の感覚としてどうなのか、場合によっては県内でもこのよう

な調査をしたりとか、そういうことも現場の肌感覚を証明するには必要なのかもしれませ

ん。まだいろいろな方向性が見えない部分がありますが、またわかり次第、ご案内いたし

ます。 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。ご質問とかはよろしいでしょうか。 

 

（４）地域医療介護総合確保基金事業について 

 

（鈴木会長） 

 では、地域医療介護総合確保基金、資料10について説明をお願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（鈴木会長） 

  ありがとうございます。何かご質問とか。今井委員。 

（今井委員） 

 ちょっと教えてほしいのですが、積立額も執行状況も平成30年度はフル年度のデータで

すか。平成30年度も１年間のものが出ているのですよね。例えば半分しか出ていないとか、

そういうことはありませんよね。 

（事務局） 

 これは平成30年度、当年度に発生したものです。 

（今井委員） 

 それを前提に発言しますけれども、これで見ますと事業区分のうち、平成30年度はほと

んど積み立てしないという形になっている理由と、もう一つは事業区分の執行状況が平成

28、29、30年とかなり急激に減っていますよね。これは多分、回復期病棟とかそういうも

のに対する補助ではないかと思いますが、その補助基準等をこの間にかなり厳しく変更し

たということはありませんよね。だから減っているということではありませんよね。 

（事務局） 



11 

 

 お答えさせていただきます。病床転換の補助金につきましては、基準を厳格化している

というよりは、むしろ緩和しております。一部の地域につきましては状況を踏まえまして、

回復期だけではなく慢性期も含め、活用可能としています。では、なぜ平成30年度の、特

に事業区分Ⅰの積立額が少ないかということについてお答えさせていただきますと、基金

の活用というのは単年度で積み上げたものを単年度で活用するというものではなく、事業

によっては複数年度活用していくという事業もございます。そうしたこともありまして、

平成27、28、29年につきましては、回復期への転換のハード分についてかなり複数年をに

らんだ積み立てをしてきました。そのことによって、残高がかなり積み上がってきたこと

もありまして、平成30年度については一度調整を置かせていただいているという状況でご

ざいます。 

（今井委員） 

 わかりました。最後に１点。かつては転換する場合だけが認められていたように思いま

す。あのときから多分、新設の場合も認めるという緩和の一つとして出てきたように思っ

ていますが、それはそのように理解していていいのですね。 

（事務局） 

 転換だけでなく、新設の工事についても対象とさせていただいております。 

（今井委員） 

 わかりました。 

（鈴木会長） 

 よろしいでしょうか。ほかに何かございますか。鈴木委員。 

（鈴木（伸）委員） 

 藤沢地区連絡会担当の鈴木と申します。一応介護分野になりますが、分かれております

ので、事務局の方にちょっと教えていただきたいと思います。前回も私は出させていただ

いて、うちの特養、老健施設等、福祉施設のメンバーの中で、特に今回は地域医療介護総

合確保基金の医療分ということですが、例えば介護分野はそもそもあるのでしょうか。一

部予算として私も確認させていただいたこともあったかと思いますが、もう少し詳細なも

のをいただければ、手前どもメンバーもそういう基金があることは知っていますけれども、

実際の運用面はどうなのだろうということで、なかなかその点がわかりにくいという話が

出ています。 

 あともう一点は、特にこの地区は余り曖昧な説明は避けたほうがいいと思いますが、新

規の特養を開設するに当たって、なかなか介護人材の確保が難しいということで、実際の

当初予定がおくれているような話も担当レベルでは聞いています。そのような事情もござ

いますので、今後はそういった分野の活用が必要になってくると思います。この会議の中

での質問事項にそぐわなければ、後日質問に対するご返答を、どういった形で内容の詳細

を確認することができるかということで教えていただいても結構ですし、どのような状況
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なのか確認させていただきたいと思います。 

（事務局） 

 事務局からお答えいたします。医療介護総合確保基金につきましては、お見込みのとお

り、医療分だけではなくて、介護分がございますが、本日はお時間の都合もありまして、

医療分のみご報告させていただいております。介護分につきまして、やはり事業区分は２

つございます。施設整備のほか、人材の確保・育成にご活用いただける事業区分もござい

ます。これらの活用につきましては、毎年、医療分と同じ時期に事業アイデアの募集をさ

せていただいております。ただ、医療分と一点異なるのは、医療分については標準事業例

が示されていて、それに該当しない事業を都道府県から提案して、それが地域医療構想の

達成に資するものであれば活用が認められますが、介護分については要綱上想定される事

業の位置づけがあり、その範囲でご提案いただいたものを検討して事業化していくという

検討を毎年度行っております。 

（鈴木（伸）委員） 

 そうしますと、今のお話ですと、施設と人材確保の２つに分かれていると。標準が示さ

れる形ではないので、原則は特段、各施設のほうで詳細なものを確認するような流れには

なっていないということでよろしいでしょうか。 

（事務局） 

 事務局から回答させていただきます。介護分の実際の運用につきましては、申しわけご

ざいません、県の高齢福祉課と地域福祉課で所管しておりまして、どこまで実情を踏まえ

て対応しているのかということは持ち合わせがございませんので、詳細の回答は、本日の

この場では控えさせていただければと思います。 

（鈴木（伸）委員） 

 わかりました。どうもありがとうございます。 

（鈴木会長） 

 ほかに何かございますか。どうぞ、小松委員。 

（小松委員） 

 今の鈴木委員の質問にかぶせて、結局、ここでは医療分の話題ですが、介護分に関して

の地域医療介護総合確保基金があって、どのようなメニューがあるのか、高齢協のトップ

の方が余りご存じないということは、ちゃんと周知されていないということなのかなと思

います。そのあたりは、この会議自体も医療ではなくて福祉関係の部署の方もいると思い

ますが、十分な周知はされているのでしょうか。お答えできる範囲で、委員の皆さんでも

教えていただければと思います。 

（鈴木会長） 

 どうでしょうか、鈴木委員。周知はあまり知りませんか。 

（鈴木（伸）委員） 
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 私の前の高齢協の委員の方がいらっしゃると思いますが、そのメンバーも含めて話した

中では、余りぴんときていません。結果として各市町村のご担当の方を含めてさまざまな

施策は頂戴していると思っています。ただ、そういった介護人材の確保が厳しい現状にだ

んだんなりつつありますと、こういった基金の活用が果たして自分たちの施設の実態とし

て活用できているかというのが改めて俎上に上ってくるというか、そういう現状もあった

ものですから、もしそういった内容を確認することができましたら、今後非常に助かるな

と考えています。現状ではなかなか認識しにくい状況なのかなと思います。 

（鈴木会長） 

 事務局、お願いします。 

（事務局） 

 事務局からですが、やはり地域包括ケアという観点では、医療分だけではなくて介護分

についても適切に情報を周知させていただく必要があるかと考えておりますので、後ほど

お伝えできるように検討したいと考えております。 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。ほかにはよろしいでしょうか。 

 

（５）「神奈川県地域医療連携ネットワーク構築ガイドライン」について 

 

（鈴木会長） 

 では、次に進みます。資料11のネットワーク構築ガイドライン、お願いします。 

 

（事務局から資料に基づき説明） 

 

（鈴木会長） 

 ありがとうございます。何かご質問とかはございますか。よろしいでしょうか。それで

は、報告の説明は以上ですね。 

 

その他 

 

（鈴木会長） 

 その他で何か委員の方、事務局、何かございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、最後に議題２（４）過剰な病床機能への転換等について、医療専門部会は冒

頭でお諮りしたとおり非公開とさせていただきますので、恐れ入りますが傍聴の方はご退

出をお願いしてよろしいでしょうか。また、非公開の議事終了後は閉会の流れとなります。

そのまま終わりとなりますので、ご了承のほどお願いいたします。 
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閉 会 

 

（事務局） 

 鈴木会長、丸山副会長、どうもありがとうございました。本日はお忙しい中お集まりい

ただき、また活発にご議論いただき、まことにありがとうございました。本日の議論を踏

まえまして、今後の取り組みを進めてまいります。以上をもちまして、本日の会議を終了

させていただきます。ありがとうございました。 

 


