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様式３ 

会 議 結 果  

 次の審議会等を下記のとおり開催した。 

審 議 会 等 名 称 令和３年度第１回神奈川県外国人医療推進検討会議 

開 催 日 時 令和３年９月２日(木)19:30 から 20:30 

開 催 方 法 オンライン（Zoom） 

( 役 職 名 ) 

出 席 者 

◎ 座 長 

〇 副 座 長 

 

 

◎久保田 毅（公益社団法人神奈川県医師会理事） 

〇山崎 元靖（済生会横浜市東部病院副院長）【委員代理出席】 

遠藤 則子（公益社団法人神奈川県歯科医師会常務理事） 

伊藤 啓 （公益社団法人神奈川県薬剤師会常務理事） 

川口 將明（神奈川県旅館ホテル生活衛生同業組合専務理事） 

淺間 生弥（公益財団法人かながわ国際交流財団専務理事） 

小林 米幸（特定非営利活動法人 AMDA 国際医療情報センター理事長） 

佐藤 道夫（社会福祉法人親善福祉協会国際親善総合病院副院長） 

山本 憲司（横浜市医療局医療政策部医療政策課長） 

神田 正顕（川崎市健康福祉局保健医療政策室担当課長） 

佐藤 美喜（綾瀬市市民環境部市民活動推進課総括副主幹） 

林 裕二（神奈川県消防長会（川崎市消防局救急課長）） 

次回開催予定日 令和４年２月予定 

問 い 合 わ せ 先 

所属名 健康医療局保健医療部医療課医療整備グループ 

担当者名 三井 

電話番号 045-210-4876 

ファクシミリ番号 045-210-8856 

下 欄 に 掲 載 

す る も の 
会議記録 

議事概要とし

た理由 
― 

審議 (会議 )経

過 

〇事務局 それでは定刻になりましたので始めさせていただきます。神奈川

県医療課医療整備グループの大日向と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。本日はお忙し中、お集まりいただきありがとうございます。それで

は開会に先立ちまして、医療課長の一柳よりご挨拶をさせていただきます。 

〇一柳課長 皆様、夜分にお集まりいただきありがとうございます。神奈川

県の医療課長をしております一柳と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。前回の会議で、皆様から様々な現場の実情を踏まえたご提言をいただ

きました。本日は、いただいたものを踏まえまして、今後どういった取組み

ができるかといったことを、事務局案としてまとめ、ご提示をさせていただ

きます。皆様のご意見をいただけたらと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

〇事務局 それでは、ただ今から神奈川県外国人医療推進検討会議を開会い

たします。本日は、オンラインでの出席で、１２名の委員のご出席をいただ

いております。ありがとうございます。令和２年３月に行われた初会合に続
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き、今回が２回目の会議となりますが、人事異動に伴い委員の交代がござい

ますので、新しい委員の紹介をさせて頂きます。新委員のご紹介は４名の方

になります。神奈川県医師会理事、久保田委員でございます。 

〇久保田委員 久保田です。どうぞよろしくお願いいたします。  

〇事務局 川崎市健康福祉局保健医療政策室担当課長神田委員でございま

す。 

〇事務局 綾瀬市市民環境部市民活動推進課佐藤委員でございます。 

〇佐藤委員 ４月から多文化共生の部署に異動してきました佐藤と申しま

す。今日は色々と勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

〇事務局 最後に、神奈川県消防長会川崎市消防局担当課長林委員でござい

ますが、本日欠席となっております。座長については、医療関係団体からの

選出が適任ということで、前回の会議で医師会の理事である佐々木様にお願

いをしていたところでございましたが、人事異動がございまして、引き続き、

医師会である久保田理事に座長をお願いしたいと思っておりますが、よろし

いでしょうか。 

（承認） 

〇事務局 では、久保田理事にお願いしたいと思いますのでどうぞよろしく

お願いいたします。次に、会議の公開について、でございます。本会につき

ましては、原則公開としており、翌日中に「審議速報」を、３週間後を目途

に「会議記録」を公開することとしております。なお、「会議記録」につきま

しては、発言者の氏名を省略し、会議内容を要約した形での公開となります。

事前に出席委員の皆様に内容の確認を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、次第に沿って進めさせていただきます。ここか

らの進行は座長の久保田委員にお願いいたします。 

〇座長 よろしくお願いいたします。神奈川県医師会理事の久保田です。３

期目にあたりまして、この６月から佐々木理事から引き継ぎ担当しておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、さっそく次第に従いまし

て進めてまいります。本日の会議時間は２０時３０分までの約１時間でござ

います。短い時間ではありますが、よろしくお願いします。本日はオンライ

ンの会議です。基本的にミュートに設定して頂き、発言希望の際は挙手にて

お知らせください。こちらでお名前をお呼びしたら、ミュートを解除してご

発言ください。それでは、「報告事項」について事務局から説明してください。 

（事務局から、資料１により説明） 

〇座長 ありがとうございました。ただいま事務局より、「令和３年度神奈川

県外国人患者受入れ拠点医療機関の選出結果」について説明がありました。

本日は時間の関係もあり、また、拠点医療機関のさらなる確保については、

本日の議題である今後の取組と深く関わってくることでもあることから、特

にご質問等なければ次の議題に移りたいと存じますが、何かご質問等ござい

ますでしょうか。 

（質問なし） 
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〇座長 それでは次の「検討事項」について、事務局から説明してください。 

（事務局から、資料２により説明） 

〇座長 ありがとうございました。４点について、概略説明頂きました。議

題の１から４について、順を追って皆様からご意見をいただきたいと思いま

す。まず、課題１「外国人が日本の医療システムや習慣を知る機会がない」

について、このように事務局案を出されました。この取組案について、ご意

見いただければと思います。どうぞ挙手にてお願いします。 

〇委員 リストのことについて伺いたいのですが、多言語対応している医療

機関のリストを、どこに誰が作りどのように活用されることを想定されてい

るのでしょうか。 

〇座長 ありがとうございます。事務局お願いします。  

〇事務局 リストは基本的に県で作ろうと思っています。以前、多言語支援

センターの方とお話ししたときに、外国籍の方から「どの病院に行ったらい

いか分からない」という電話をもらった際、どうしていますか、と聞いたら、

色々なリストをみて探しています、と。ただ、リストも古い情報があったり、

紹介状がないとだめ、と言われたりすることもあると伺っています。なので、

まずは日本語で作ったリストは、こういった相談窓口や、市町村の外国籍の

方が来る窓口等に周知できればと思っています。その後、多言語化をした時

点で、外国籍の方に届くようにしていけたらと思っています。 

〇委員 私たちの経験上、外国籍の方は神奈川県のホームページに最初にた

どり着くことはまずなく、市町村や、国際交流財団のページをご覧になるこ

とが圧倒的に多いと思います。ですから、県のホームページに載せると同時

に、ぜひ財団や市町村のホームページにリンクを貼る形にしていただいた方

が、せっかく作ったものが外国籍県民の目につくようになると思いますので、

ご配慮いただければと思います。 

〇座長 ありがとうございます。他にご意見いかがでしょうか。私から気付

いた点で、多言語支援センターかながわの資料もご用意いただいております

が、これは日本人の視点から良かれと思って工夫して作っているものですよ

ね。実際に日本でおぼつかずに暮らしている外国人の方々は、どういうニー

ズがおありなのか。たどたどしく暮らして不安に思っている方々は、これを

見て分かるのかなと思ったのです。私のところにも最近ワクチンの接種で外

国人の患者さんが大勢予約にいらしたのですが、制度が全く分かっていなく

て。このチラシの URL を一回開いてみて彼らに見せてみて、外国人の方が

分かるのか、ニーズを組んでいるのか確認をしたいのですが、これを作成す

るアプローチとしてはどのようなことをされたのでしょうか。 

〇事務局 実は多言語支援センターかながわは、県の委託でお願いしている

ところで、もしよろしければ国際課から説明お願いしてもよろしいでしょう

か。 

〇座長 私はこの多言語支援センターかながわの URL を奥まで見たことが

ないのですが、日本人の側から見てこれが良いだろうという視点で作ったの

だろうと思うのですね。おぼつかない状態で暮らしている外国籍の方々は、



4/9 

これを見ていって、分かったというか、合点したという反応をしているので

しょうか。  

〇事務局 作成するにあたりましては、国際交流財団の経験豊富な方のご意

見を踏まえながら作成しています。国際交流財団のほうでそういったノウハ

ウを蓄積されておりますので、非常に分かりやすく作っていただいたと思っ

ております。 

〇委員 私どもの財団の中に多言語支援センターというものを作っています

が、これはまさに日本人向けには全く想定していなくて、神奈川県に住んで

いる外国籍の方々が使っていただくという仕組みとして作っています。そし

て、ご利用されているのも圧倒的に外国籍の方。日本人の方もいらっしゃい

ますが、それは市町村とか、私どものような公的な団体とかで、在県の外国

人を支援するような組織の日本人からのお問い合わせなどはございます。い

ずれの問合せを合わせても１００％、在県の外国籍の方々に対するサービス

を提供する仕組みです。件数的にも非常に今コロナの状況もありどんどん増

えていて、体制を増強、増強ということで対応しております。 

〇座長 ありがとうございました。自分のところに来ている外国籍の患者さ

んに対して私も活用したいと思います。他に課題１についてご意見いかがで

しょうか。  

〇委員 小林でございます。多言語支援センターかながわを、多言語対応の

情報提供総合窓口として、と。多言語支援センターかながわの内容があまり

よく分からなかったものですから、どういうものかお話を聞かせて頂きまし

た。それから、多言語医療問診票ですが、もう新たに作るのはやめていただ

きたい。理由は、予防接種の時の問診票、実際に医療機関で治療を要すると

きの問診票とか、もう色々なものがあって、色々な団体から出されています

ので、神奈川県内の団体で作っているものもあるでしょうし、無料でダウン

ロードしても良いのがほとんどですので、そういうものを集めていただいて

周知する方がいいのかなと思います。特に予防接種の予診票については、ぜ

ひ県から国にお願いしてほしいのは、多言語の予診票はあくまでも補助手段

で、実際の予診票としては使えない、というのが今まで。コロナの予診票も

国から十何言語で出ていますが、それもそうです。そうしますと、通常の医

療機関では予診票に書かれたものをまた正規のものに写しかえて書かなけれ

ばならないという二重手間なのです。今、県内の定期予防接種の予診票はみ

んな違うと思う。市町村、自治体によって。これをぜひ統一して頂きたい。

国が、全国はだめというなら、県内だけでも統一して頂きたい。それを翻訳

するのは簡単。一種類しかありませんから。ところが今の場合は、例えば定

期予防接種の数かける市町村の数だけ予診票が違っているので、各々の予診

票の翻訳版を作るというのはもうすごく大変な仕事。大和市の予診票と綾瀬

市の予診票は違う、海老名市も違う、横浜市も違う、相模原市も違う。これ

だけ翻訳していくと、とてもじゃないけどできません。ですから、県内の市

町村はぜひ一つの同じ形式の予診票でやっていただく方向に将来は考えて頂

けたらと思う次第でございます。以上です。 
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〇委員 ご意見ありがとうございました。それでは時間もありますので、課

題の２について検討したいと思います。課題２は「多言語対応している医療

機関の情報が分かりにくい」ということに対する取組でございます。課題２

の事務局案に対するご意見頂ければと思います。お願いします。エクセルデ

ータだけではなかなか見づらいという自覚もあって、外国の方にとってはど

んな形のものが受け入れやすいものになるのでしょうか。 

〇委員 すみません、外国人の方にどういったリストがいいかではなく、違

うことで手を挙げてしまいましたが、多言語に対応している医療機関の先生

に実際に患者さんをお送りしたことがありますが、断られたことがあるので

す。うちは、英語はできますけど、そんなにはできませんとかです。ですか

ら、これはどの程度対応できるのか、例えば ABC が言えるくらいなのか、通

常会話ができるのか、ものすごく細かくなくてもいいですけど、少なくとも、

言語ができるといっても、できれば通訳が必要です、とか、あるいはそれは

できますっていう、何かレベルを入れていただかないと、外国人のかたがこ

れを見て電話をしても、いやうちは受け入れません、となると思います。で

すから、リストの改良は、もう少し細かいところまでしていただけたら使う

方は楽なのかなと思います。以上です。 

〇委員 ありがとうございます。事務局はどうですか。  

〇事務局 今おっしゃっていただいた視点も大事なことかなと思います。こ

のアンケートの項目に入れさせていただこうと思います。今小林先生からも

ご意見いただいたのですが、他にこういう項目があった方が使いやすいとか、

外国籍のかたもこういうのがあったら分かりやすいとか、逆に案内するとき

にこの項目があったほうが案内しやすい、というものがあればご意見いただ

けたらと思います。 

〇委員 これは将来的な検討課題として提案なのですが、やっぱり多言語対

応といっても、今のリストを見ると大半が英語対応ということですが、英語

が分からない在県の外国籍の方ってたくさんいらっしゃる。一方、日本語が

ある程度わかる外国人というのは半分以上いる。レベルの差はもちろんあり

ますが。ですから、やさしい日本語対応というものが必要だ、ということは

前の会議でも申し上げましたが、こういうリストは何のためにあるのかとい

うと、在県の外国籍の方が病気の時にどこにいったらいいか分からない、と

いうときに使うのでしょうから、多言語対応しているリストにプラスやさし

い日本語対応をしている病院のリストが、いずれの機会にできると、それは

実際に役に立つのではないかなということで、ぜひ今後考えて頂きたいと思

います。 

〇委員 今のやさしい日本語対応なのですが、それはなかなか難しいかなと

思いました。というのは、外国人患者にだけではなく、医療機関はそもそも

難しい言葉で患者さんに説明してはいけないところです。ですから、これは

外国人だけではなくて、日本人に対しても同じことが言えるので、そもそも

そういうものを作るのはあまり必要ないかなと思いました。実は今日ペルー

人の方を 1 人診ましたけども、非常に困ったケースでして、帯状疱疹ができ
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て２週間経って来た。もう薬を飲んでもとても意味がないと。それをスペイ

ン語で、片言でやろうと思ったら、全く通じなくて、自分のところの団体の

スペイン語の通訳の力を借りました。このように患者さんによって、ケース

によっては簡単なスペイン語や簡単な日本語では分からない人達が来てしま

うので、やはりリストに載る以上はそういうことがあるということを覚悟し

ながらお医者さんはやらなければならないので、その辺の調整はちょっと難

しいと思います。以上です。  

〇座長 貴重なご指摘いただきました。それでは次の課題３「外国人患者を

受入れる医療機関があっても、トラブルがあると受入をやめてしまう」、これ

に対する取組案が事務局から出されました。ご意見いただければと思います。

お願いします。実際にご苦労があった施設、ご経験があった方、どうでしょ

うか。 

〇委員 このトラブルというのは、山ほど色々なトラブルがあって、挙げれ

ばたぶんきりがない。患者さんのレベルによっても違うし、医療機関がどれ

くらいの知識を持っているかにもよって違いますので、トラブルを、典型的

なものだけ書くことにどれだけ意味があるのかなというふうに思う。それに

対する解決方法をまとめるっていうのは、どのあたりが一番難しいかってい

うと、医療機関でお金の取りはぐれになった場合に、じゃあこれをどうやっ

て取るのか、という医療機関の切実な問題があるが、これを解決するという

ことはとても難しい。例えば相手が不法滞在の人だったと。実際僕のところ

も今日１人いまして、某アフリカのかたが、保険証が切れているのを持って

きて、しかも発熱していると。それで、PCR やらないとなると、もしかする

とコロナだと困るなと思ってコロナの検査をしたら PCR が＋だった。しか

し、その後お金持ってきません。今、金額は少ないですけども、私のところ

で約３万円の負債を抱えている。こういうのをじゃあどうやって解決するの

って言われると、なかなか口に出して言うことが難しいところです。ですか

ら本当はこういうことがワンストップ窓口で話されるといいのかな、と思い

ます。こういうものを作るということは、大変だろうなとは思います。 

〇委員 おっしゃる通りだと思います。そういう問題は非常に私どものほう

でも聞いております。ただ、すべての問題、トラブルに対する解決策を載せ

なければならないということでは決してないと思います。色々なトラブルが

うまくさばけた、という事例は確かにあるはずですので、そういった事例を

載せることだけでもそれはそれで充分意義はあることかと思います。難しい

問題すべてに答えを出さなきゃいけないっていうふうになってしまうと、じ

ゃあ作らないって話になってしまいますが、そうではなく、いくつかの成功

事例を載せて、それをみんなで共有することが大事なのかなと私は思います。 

〇座長 ありがとうございました。確かこの未収金の解決の問題につきまし

ては、厚労省が解決するための方策を出しましたね。確か日本医師会の外国

人対応の会議のほうで説明がございましたので、後でもう一回資料を見たい

と思います。事前に対応できればいいのですが、対応できなくて、未収金が

重なってきたものに対する救済策の話であったと記憶しています。あとで資
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料を出します。うまくいった事例だけでもまとめてみんなで共有しようとい

うことですが、いかがでしょうか。 

〇委員 神奈川県歯科医師会の遠藤です。このあいだの資料にも書かせてい

ただいたのですが、歯科のほうでは、一時的に日本に在留されている方が、

本国の方で保険に入られていて、日本で受診をされたが、保険に入っている

ので、ということでお金を払って行かれない、という事例があったそうで、

後日、保険会社を通して書類のやり取りが始まったと。この書類があちらの

書類で、結局一診療所の一先生が、すごいトラブルではないけども、全く未

体験の部分でございますので、そこで四苦八苦して、どうしたものかってい

う話があったということは情報として聞いております。なので、対応したと

いうよりも、先ほど出た会計の部分というのも大きな問題であると思われま

すし、ましてやそこに保険会社が絡むということが実際にあると、そこの知

識というのは私たちも皆無なので、そういったところにおいてのトラブル回

避の情報とか知識とかは、この事業を進めるうえで逆に私たちに養成して頂

きたいなと思います。以上です。 

〇委員 今の歯科医師会の先生のお話ですが、海外の民間保険を持っていら

っしゃる場合は、基本的には自由診療でお金をその場でいただいて、この治

療をしていくらもらったという証明を英語で書いていただければ、患者さん

はそれを自分の保険会社に送ってお金がおりてきます。ですから、単なる自

費診療で、お金をその場で払う患者さんです。ところが、大きな金額になり

ますと、例えば２００万とか３００万とかになると、患者さんはその場で払

えないので、そういうケースについては「先生あとから保険会社から払われ

るからいいですか」っていう話があるはずです。それで、うんと言ってしま

うと、先ほど先生がおっしゃったように、保険会社と医療機関で調整しなけ

ればならないので、個人のところではものすごく大変になってしまう。です

から、そういうことがありますよという知識を持っていただければ、これは

何とかやっていける問題だと思います。 

〇座長 ありがとうございました。このことに関しましては、かながわ国際

交流財団さんで、１２月に医療関係者向けの研修をご用意いただいていると

いうことで、その詳細が決まりましたら本会議の委員の皆様にお知らせして、

研修に参加していただくということでよろしいでしょうか。 

〇委員 今の１２月の研修については、まだ詳細はこれから組み立てていき

ます。決まりましたらまたお知らせをさせていただきますので、関心があれ

ばぜひ参加していただきたいと思います。来年度の話になりますが、この事

業は県の国際文化観光局の補助事業でやっている事業で、来年度についてど

うするか、これから国際課さんと協議をする話なのですが、私どもとしては、

この医療関係者向けの、とくにやさしい日本語関係の本数とか中身を充実さ

せたいなという風には考えております。国際課との協議が整った暁には、来

年度の本数と内容をボリュームアップしてやりたい。今回の１２月だけで終

わりではなく、今後そのような取組をしていきたいと思っていますし、別途、

個別のところの色々なリクエストがあれば、それは県の補助事業とは別立て



8/9 

で、私どものほうで、リクエストに合わせた研修・講座を組み立てることも

可能ですので、ぜひその辺は考えていただいて、一緒に作り上げていきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

〇座長 ありがとうございます。ではまた詳細が決まりましたらお願いいた

します。それでは、最後に、課題４「ワンストップ窓口のカバーする範囲が

明確ではない」に対する取組案につきまして、ご意見頂けたらと思います。

よろしくお願いします。 

〇委員 先ほど県の方がおっしゃっていた厚労省の夜間休日ワンストップ窓

口ですけども、やはり知名度は全くないです。それが一つは問題だと思いま

すが、もう一つの問題は、相談したら一体何が解決できるのという。風習や

習慣でトラブルになることはありますが、たぶん医療機関が一番困ってしま

うのは、やっぱり一番はお金の問題です。お金の問題を何とかしてほしいな

と思って電話するのだけども、実はここはお金の相談はやらないというとこ

ろです。これは確か厚労省のほうから聞いていますけども、未納のお金をど

うしますということはできません、と聞いているので、そうすると何を相談

していいのか分からないというので、（実績が）少ないのではないかなと思い

ます。それから都道府県単位でやる窓口は、厚労省がお金を下ろしてきて都

道府県が自由にやりなさいというものかと思っていましたが、今日ここに書

いてあるのを見ましたら、厚労省の事業、厚労省がこうやるよ、というのを

そのままやりなさいっていうことなのですね。これほぼ委託事業に近いです

よね。助成というよりは。助成だったら都道府県の自主性によってやるわけ

ですけども、それにお金をもらうと。ところが、これを見ていると、厚労省

の土日のものと同じのをやれと、要は委託事業をやれという理解でいいので

しょうか。  

〇委員 厚労省の委託事業に近いのではないかというご指摘ですが、どのよ

うに理解したらよろしいでしょうか。 

〇委員 厚労省が言っている、ワンストップ窓口を作れということは、都道

府県単位で自由に作ってそれに助成を出すと言っているのか、あるいは、厚

労省が委託事業を出すからやれといっているのかどちらなのでしょうか。 

〇事務局 神奈川県医療課一柳です。事業の建付けとしては補助事業となっ

ておりますので、基本的に都道府県がやることに対して国がお金をつけます、

ということになります。ただ、補助にあたっての条件が、かなり限定をされ

ていて、確かに小林先生のおっしゃるように、かなり縛りがきつい、委託事

業ではないにせよ、かなり事業のあり方というのが限定されたような内容の

補助事業になっているということだと思います。  

〇座長 よろしいでしょうか、この事業については。 

〇委員 前々から言っているように、日本側の相談と、困っている外国人の

相談を両方受けないと、ワンストップとしての意味があまりないのではない

かなと思っています。ワンストップって、そこに相談したら全部終わるのか

というと、終わらない訳です。ということは、名称はワンストップだけれど

も、実際にはワンストップではなくてまた別のところに相談しなければなら
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ないという。私としてはやはり、どうしても締め付けが厳しいというのは分

かりましたけども、外国人からの相談も受けられるようにしてほしい。外国

人からの相談は受けないと、どこに相談するかというと、国際交流財団だけ

ではなく、各医療機関の窓口で不平・不満を言われると、我々としては診療

する時間がない。受付が混乱してしまう。ここをなんとかしてあげないと、

外国人を受け入れるという医療機関の数が増えていかないのではないかと心

配をしています。 

〇委員 ありがとうございました。ワンストップ窓口の利用の低さにはいく

つか理由があると。何かコメントございますか。  

〇事務局 ありがとうございます。ワンストップ窓口での対応ももちろん考

えなければいけないことなのかなと思いましたし、あとは、課題１でも出て

きたような、医療機関とか県民の方向けに何か研修会とか講演会とか、そう

いったことで一部解決につながればという風にも思いました。それ以外に課

題３で挙げさせて頂いた取組みなんかも、今小林先生がおっしゃったような

課題に対して、何らかのフォローをしていけるような事業にしていきたいと

思います。  

〇委員 みなさん短時間の間に色々とご意見を寄せて頂きありがとうござい

ます。まだまだ議論は尽きないのですが、時間の制限もございますので、今

回事務局案につきまして色々なご意見頂いております。これを踏まえて色々

と検討していくということでございます。そうしましたら、事務局に議事の

進行をお戻しします。よろしくお願いします。 

〇事務局 久保田座長、議事進行ありがとうございました。また、委員の皆

様方、本日はたくさんのご意見を頂きまことにありがとうございました。今

年度の取組みについては、できることから少しずつ進めていきまして、来年

度以降の取組みにつきましては予算要求をしていきたいと考えています。本

日、委員の皆様からいただいたご意見等を踏まえ、次回２月～３月に第２回

の会議を行いたいと考えております。さらに具体的な内容の検討に入ってい

ければと思います。みなさまから周知をお願いしたいことや、現場のニーズ、

事例等の収集に関して、また個別にご相談させて頂くと思いますので、その

際はどうぞよろしくお願いいたします。最後に、コロナ禍の大変な時期にお

ける本会議の開催について、皆様方のご理解を賜り、無事終了いたしました。

この場をかりてお礼申し上げます。本日はご出席いただきまことにありがと

うございました。以上で終了させて頂きます。どうもお疲れ様でした。 
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