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１ 開会 

 

２ あいさつ 

星座委員長 

今年度初めての会議となるため、皆さんの忌憚のない意見を頂ければと

思います。よろしくお願いします。 

 

３ 議事 

（１）これまでの検討について 

事務局より資料１に基づき説明。 

 

委員長）事務局からの説明に関して意見質問等はありますか。 

 

全員）特になし。 

 

（２）吉川市の現状について 

事務局より資料２（就労支援の現状）に基づき説明 

 

委員）Ｂ型の新設の事業者について、もう少し詳しく聞きたい。 

 

事務局）神奈川県川崎市にある事業所で、吉川市中野で検討中。主に、クリ

ーニング作業をやっている。 

 

委員）吉川市内の利用者が対象なのか？ 

 

事務局）もともと、この近辺にある福祉事業所の制服を取り扱っていること

から、作業所の拠点として吉川市に新設予定。市内の利用者にも利用して

もらいたいと考えている。 

 

事務局より資料３（グループホーム）に基づき説明 

 

委員）昨年、越谷市の事業所を複数、今年、市内も視察した。数より質を重

視すべきと教わった。吉川市内の事業所の質は、とてもいいと感じた。 

 

委員）重度の方のグループホームの整備が必要と記載あるが、市の考え方を

教えて欲しい。車いす、医療ケアが必要な方について。 

 

事務局）市は、従前通りの入所施設は必要と考えている。グループホーム

は、比較的障がいの程度が軽く、自立した身の回りのことができる利用者

が入ると認識している方が多いが、実際は支援が必要な重い利用者も入居

している。また、親の会からも意見もあり、住んでいる地域（市内）にあ

る程度支援が必要な方が利用出来る施設も必要だと考えている。形は、公

立、支援をしながら民間、純粋な民間など、考え方をこの会議で検討して

もらいたい。 



 

委員）私たち親の会の目標は、知的障がいの重い子も軽い子も一緒に生活出

来る施設が欲しいと考えている。社協のような建物（旧第二庁舎）がい

い。でも、建物が古くてだめだと断られた。 

 

事務局）障がいが重い子は、従来型の入所施設に多い。軽い子は、比較的自

分のことは出来ることからからグループホームに多い。重い子がグループ

ホームを利用する場合もあるが、運営面などを考えるとスタッフ配置は大

変かと考えている。是非、この会議で、支援の手法など、ケアホーム的な

グループホームの必要性やあり方などを検討してもらいたい。 

 

委員）助成やサービス面はともかく、ハードを市が造ってくれるのが無理だ

と考えている。全員車椅子、男の子を 3 人ぐらいで集まって、お金を出し

合って土地を買い、バリアフリー化した建物を建て、サービスを受けると

いうやり方が１つあると考えている。集まらなかった場合は、自宅をバリ

アフリー化して、家でサービスを受けながら生活していく。市が施設を造

るといった３つの方法があると考えている。 

 

（４）今年度の検討事項について 

事務局より資料４に基づき説明 

 

市長）お疲れ様です。もう７回目ということで、検討も重ねてきましたし、

視察も２回行ってきました。今、課長からの話にもありましたが、この検

討会議、毎回集まって検討するだけでなくて、１つの結果としての提言を

作っていただきたいと思います。まず１つ目としては、就労として、こう

いうのは必要ではないかという提言が１つです。もう１つは、今お話があ

ったグループホームとして、今後、終の棲家として、こうあるべきではな

いかと提言が２つ目です。この２つが、一色単になったのが古い市役所跡

地の利用です。その利用も皆さんからこうあるべきではないのか？と提言

が欲しいところです。杉浦委員がおっしゃったように。杭抜きが終わり更

地になって、何をするか今は全く未定です。僕は市長選挙の時に、福祉拠

点を造ろうじゃないかと訴えているので、グループホームがありかもしれ

ないし、就労の場として何かを誘致することもありかと、そういったとこ

ろを皆さんが、どう考えるのか是非この会の中で提言を出していただきた

いと思っています。もう１つ柱があって、就労と住まい以外にも、様々な

細かい提言というのが、皆さんにも色々要望やご意見あると思いますの

で、これも１つパッケージとして出していただきたい。今出ている案の１

つの例として、屋内スポーツ大会時に、もっと多くの企業を呼んで就労の

キッカケ作りをしたいという意見がありました。あと、市民まつりで、手

話サークルのコーラスをやってみようという意見もありました。また、吉

川駅の北口がバリアフリーになっていなくて、路面がガタガタしている、

段差がある、急な勾配がある、そういったところを直すべきではないの

か？といった話も頂いています。そういったものを項目として、小さな要

望の中のパッケージにしていただけると、予算に繋がっていくのではない

かなと。以上４点を今年度中に、どこまでやれるか全てをやれるのか分か

りませんが、やれるところはしっかりまとめて、形にしていただきたいな



と思います。 

 少し話を戻しまして、グループホームですが、いくつかのパターンがある

と思います。今後、行政が全て箱を造って、中で当事者の子達をずっと支

援するというのは、財政的に非常に厳しいです。今、吉川市のだいたい年

間の平均予算が、２２０～２５０億ぐらいあるんですけど、必ず出ていく

経常収支、経常的に絶対にかかってしまうお金の率が９８％ぐらいになっ

ています。人件費なんだかんだで・・。残り２％が、新しいチャレンジに

使えるという状況のなかで、なかなか新しい事業を行政が主導するという

のは難しい状態。だからこそ例えば、土地は市役所の土地をタダで使って

いただくことは僕たちでも用意出来るから、民間を招いて、そこにグルー

プホームを造っていただく。市としては、土地を買うお金が無いだけで

も、民間にとってすごくプラスになると思っているので、そういった支援

は出来るんじゃないかなと思っています。グループホームも金井委員がお

っしゃったように、何人かの子が集まって、気心が知れた子達が一軒家に

住むという方向性をメインとしてやってみようということになればです

ね、ネオポリスといって、沼部公園、栄小学校の向こう側の東側の地区

は、かなり空き家が出てきている。そういったところを上手く地権者さん

と行政が間に入って、お借りすることが出来ないかという形であって、そ

こでチャレンジ的にグループホームやってみるとか、例えばそこをリフォ

ームするんであれば、そういった支援を市としては、色んな業者さんにお

願いしたり、金銭的にも少し出したりといったことも可能かもしれない。

そういった提言を吉川市としては、グループホームをこういう方向で行こ

うというようなものを打ち出していただけると、僕らとしても非常にやり

やすいかなと思います。 

 次、就労はですね。まず１つ目は、ずっと市役所で夏休み受け入れをして

いる、もう４回目になると思うんですけど、昨年の子達の仕事が、とても

よくてですね。仕事が出来るんじゃないか？というのが、担当からも聞い

てます。これはマッチングがあるので、やれる子やれない子がいるんです

けど、今年あたりに市としてもしっかり、この仕事はいくらいくらでやれ

るというようなことを精査して出したいと思います。まず市役所で、完全

な雇用といかないまでも、働く場でお金が貰えるというのを市が率先して

形にしたい。あとは屋内スポーツ大会で、昨年は商工会から２名来ていた

だいていますけど、地元の企業の方に来ていただいて、見て知っていただ

いて、出来る限り地元の企業でも一人二人雇用してもらえるような態勢を

作っていくというのが、まず僕ら行政がしかけていかないといけないのか

なと思うので、まずこれを中心にしていきたいと思います。 

 もう一つは三輪野江。この前、農業をやっている所（アルファーイノベー

ション）を視察に行きましたけど、三輪野江のスマートインターがあるん

ですね。あそこは今、茨城から帰ってくることしが出来ないんですけど、

この後４－５年で東京からも行って帰って来ることが出来るようになりま

す。三輪野江は農地が多いので、あそこを農業拠点にしようという計画を

立てていて、ちょっとごちゃごちゃと書かれていて、見づらいんですけ

ど、これが高速道路だと思って下さい。バイパス沿いにですね、真ん中に

道の駅をドンと造り、なまずの養殖場、加工会場、レストランを造りたい

と思っています。三輪野江が公園がないので、広い公園を併設させて、こ

こに植物工場や体験型の農場を造りたい。全体のエネルギーは、ここに再



生可能エレルギーで生み出していて全部を賄う構成を持っています。実際

に今企業さんでもいくつか興味を持っていただいて、うちはなまずの養殖

や加工をやってみたいんだという企業さんだったり、植物工場をやってみ

たいという企業さんがチラホラ手を挙げてくださっている。ただ、これ市

の土地では無いので、地権者さんそれぞれに１００人以上いるわけです。

その地権者さんを説得し、企業に入ってもらって、雇用体制を生み出す。

というところが、最終的な理想なんですけど、１－２年では難しいかな

と。じっくりやっていこうと言うことで、もう少しを項目を出して具体的

に職員で精査しています。企業さんに言っているのは、必ず障がい者雇用

を生み出して欲しいと、なまずの養殖・加工、そしてレストランも必ず障

がい者が働けるような企業さんでないと、誘致しませんと言っています。 

植物工場ですね。先日、千葉大学と農業の包括的提携を結びました。千葉

大学は一番植物工場が進んでいて、前に話したと思うんですけど、工場の

中が地べたが土でなくて、コンクリ打ちをしていて、車いすでも行ったり

来たり出来るわけです。棚も高さが調整出来るわけで、立てなくても車椅

子に乗ったままでも収穫作業で働けたりする工場を千葉大が一生懸命実験

的にやっているので、そこと連携しているので、この構想の中に最終的に

は作るんですけど、それが出来る前に実験的にやってみたいなと思ってい

ます。そこでも皆さんの力を貸して頂いて、どこかのハウスを借りて、そ

の中を植物工場にして、実際に働けるのかどうか、そういったところをや

ってみたいなと思っています。そして、それを千葉大学にデータ返す。千

葉大学もデータを入れて、実際の植物工場に役立ててもらえるんですはな

いかと。これを５年ぐらいの中で、やりたいと思っているので、そのあた

りを皆さんと踏まえながら、この検討会議から出た提言として、この中に

生かしていくと。決して市長が一人やっていると言っているのではなく、

検討会議の皆さんからの意向を受けたというところを、やっぱり企業の皆

さんにも議会にも訴えていく力になると思うので、こういった形で提言を

この会でしっかりとまとめていただいて、今年度の残り数か月が一番大事

だと思います。 

 

委員）旧庁舎跡地利用について、すでに検討会議を２回やっているというこ

とだが、間違いなく福祉の拠点になるのか？ 

 

市長）間違いなくではないんです。市長選挙の時、僕は公約にしています。

大枠はそうなんですが、議会から見たら市長が言った通りになるのか？っ

ていう、色んなこういうのがあるんですね。僕じゃなくて１回市役所の職

員が課題を洗い出しして、本当にどうやって使っていくべきかという大筋

を職員が、まず出すと。基本的には、福祉とか高齢者といったキーワード

になると思うので、それを踏まえた上で皆さんの提言を乗せて、じゃあ、

こういう方向で行こうねというのを来年度の頭ぐらいには出していきた

い。 

 

委員）議会にかける？ 

 

市長）議会にはかけません。市役所内部で揉んで、多くの皆さんから意見を

頂いているので、福祉の拠点にしようと。じゃあ実際にグループホームを



造るべきなのか、就労の場として企業を誘致するべきなのか、といった議

論をしていって、ある程度この企業に入ってもらえるとなって、うちらは

お金を出さないといけないとなったところで、議会の承認が必要となりま

す。 

 

委員）最後の最後ですね？ 

 

市長）最後の最後です。 

 

委員）８－９割決まって、それから議会にかけると？ 

 

市長）そのためにも丁寧に議論を重ねたっていう実績が必要になります。 

 

委員）ひっくり返される場合もあると？ 

 

市長）おあしすの改修もそれで・・・。 

 

委員）ある程度、グループホーム建設のお金は子のために親が出すべきだと

思っている。経営等は企業に入ってもらうしかない。重度の子、軽度の

子、男の子の棟、女の子の棟、オープンルームがあり、みんなが生活出来

るのが長年の夢。 

 

市長）第二庁舎のように、大きい方がいいんですか？ 

 

委員）はい。一つ一つ部屋があるので、部屋を改装すればグループホームに

なると思う。 

 

市長）大きい方がいいのだろうか？金井委員が言うように、数人でのいいの

だろうか？ 

 

委員）その子がどう思うかだと思う。大きいは大きいで、わけあいあいと出

来るメリットある。逆に、お風呂やご飯を全員同時に済ませる等時間制限

が出てきてしまう。そういった部分を嫌がる場合もある。 

 

市長）３－４人のマッチングというのは、ご自身でやっているものですか？ 

 

委員）やっています。全員男、年齢近い、車椅子、お金を持っている人と限

定すると、限られた人になってきます。 

 

市長）それでもし金井委員が３－４人グループリング出来て、この４人で一

戸建てで生活してみようというプロジェクトを立ち上げてくれて、うちら

が色々支援していって実験的にやってみるというもいいですよね。 

 

委員）親亡き後の子供を心配するのは、親がみんな思っていること。吉川市

が旧庁舎跡地を福祉拠点に変えることが、成功事例になれば、全国的にも

いいんじゃないかなと思う。 



 

市長）でも、それだと結局は大規模なものになる。それはそれでありだと思

う。僕は金井委員みたいにすぐやれるってことであれば、３－４人でグル

ープを作ってもらって一軒家を探すのを僕らも手伝って、そこのリフォー

ムをどうするのか１回実験でやってみて成功すれば、そういうやり方があ

るんだなと空き家対策にもなるし、大きなものを建てるとなると、それこ

そ３－４年かかる。 

 

委員）グループホーム利用するにも子にもよるが、親離れ出来ていないと大

変。 

 

市長）この検討会議で、旧庁舎跡地にこういう大きいグループホームを建て

るという提言もあっていいと思うし、金井委員みたいな小さくやることで

早くやれるんじゃないかなと思います。両方提言として出して貰えれば面

白いと思う。 

 

委員）小さい方は車椅子に限らず、知的の子でも精神の子でも自立度が高け

れば空き家が使える場合がある。 

 

市長）３－４人でグループを作ってもらって、この子たちが自分達で自立す

る生活をチャレンジしてみようとして、一軒家借りていただいて、それぞ

れにサポートが出来ると思います。具体的に出来れば、すごくいいと思い

ます。 

 一回視察に行きましょう。大きいグループホームと少人数でやっている一

戸建てのようなところがあれば視察しましょう。一か所ずつ行った上で、

今みたいなみんなで検討して、二本立てでチャレンジするのか、提言をも

とめる感じで方向性を出していきましょう。 

 

委員）旧庁舎跡地の更地の高さを教えて欲しい。車椅子で移動するのは結構

大変なので、ある程度段差昇降機など高さを解消するものが必要かと。 

 

市長）３つ建物があって、１つはガラスで出来た保健センター。それは、そ

のまま残して保健センターの業務と２階は発達に課題を抱えている子供た

ちに専門的な療育のスペースにしているんですね。それは、そのまま残し

ます。真ん中の部分に、市長室や市民の窓口になっていた第一庁舎があっ

て、そこが、耐震性が弱かったので全部取り壊して、今おっしゃったよう

に駐車場と同じような高さでスライスになっています。ですから今後そこ

に、就労のための民間を呼ぶのか、グループホームを作るのか選択肢があ

りますけど、当然入れば、なるべくバリアフリー化することは大前提で

す。その横に、第二庁舎といってプレハブの古い庁舎がまだ残している状

態。そこに社協さんが今入っていて、それを杉浦委員が見ていいんじゃな

いかなと思ったようですが、かなり雪雨降ると厳しい状況なので、いずれ

あれも更地にして何かを建てたいと。旧庁舎も皆さんに見ていただいて、

大きさとか今の状況を見た上で判断を。 

 就労についてまとめたいんですけど、さっきも言ったように、ある程度、

今までの夏の研修、就労体系も踏まえて、市としての方向性を出して欲し



い。賃金を払ってやってもらう形に、そろそろ切り替えられるんですはな

いかと思うので、ぜひその調整をしてチャレンジ出来る子達を賃金を払う

形で就労の場にして欲しい。体験では無く。それは必ず、市の主導でやっ

ていきます。あと、屋内スポーツ大会もなるべく皆さんに知っていただけ

るように、更に企業のみなさんを呼ぶということで、今年も頑張ってほし

い。あと、市民まつりでどうするんだろう？手話コーラスとかは、やるの

かしら？ 

 

委員）やります 

 

市長）やってくれる。では、是非継続していただいて。他に就労支援で、就

労の場を作るというのは大前提で、そこに向けた道として、何かもうちょ

っとやるべきではないか？というのがあれば、言っていただいて動いてい

きたいと思います。 

 

委員）パパイヤ育成の件、どうなりましたか？ 

 

市長）施設をみんなで見学しに行きました。かなり自治会のお父さんお母さ

ん達が、真剣に取り組んでいます。その中で皆さん農福連携が、１つのキー

ワードだとおっしゃってくれていて、まずはパパイヤの育成がきちんと出来

るかどうかという状況を素人のお父さんお母さん達、農家さんも何人もいる

んですけど、その人たちがある程度確立するのに、市がバックアップして、

それが出来ればチャレンジとして就労支援に繋がっていくんじゃないかと思

います。すごく前向きに進めています。 

 

委員）うなぎに代わるなまずの蒲焼きの考えはあるのか？ブームになるので

は？ 

 

市長）それは、４年前からブームが来ておりまして、吉川市がなまずの蒲焼

きでノミネートされたんですよね、それをキッカケになまずサミットと言っ

て、全国で展開されていく中で、第１回目はうちがやらしていただいており

まして、ますやさんとかに行けば、すでに食べることが出来ます。大事なの

は、それを加工してスーパーマーケットとかに、うなぎのかば焼きと同じよ

うに、真空パックで置けるところまでもっていかないと、産業として成り立

たないんですよ。だから、こういう工場を誘致して作る。その工場で勤務

が、障がいを持っている方々も出来るように、もっていきたいと思っていま

す。頑張りたいと思います。 

 

委員）千葉大学の農場は、野菜メインですか？ 

 

市長）野菜も果物もやってます。 

 

委員）生産と加工、付加価値を付けていかないといけないと思う。 

 

市長）今、夏ネギを押しだしているですよ。ネギと味噌を使ったネギ味噌的

な瓶詰を作れないか？とか、そういう商品を開発すれば、道の駅でも販売出



来るようになりますし、その製造に障がいを持っている方々が関われるよう

な場にしていきたい。皆さんがおっしゃったように、付加価値をどれだけ付

けれるかというところでしょうかね。 

 

委員）子供達が集まれる場所がいいと思う。 

 

市長）この前も三輪野江地区に入って、５０人ぐらいの地権者達に協力して

くれないか？と三輪野江何も出来ないよ、このままでいいの？と力説してき

ました。 

 

委員）アカシアの木を植えミツバチを集めて商品化するとか、森づくり、子

供が集まれる場所がいいと思う。 

 

市長）宮田委員だから、そう言ってくれるんだけど、地権者さん達が地元の

人とは限らないんです。東京住んでたり、三郷、八潮に住んでいる人達は財

産価値が上がることが大事で、こんなべつに市長が言っている構想に協力す

る言われはないよねって気持ちも一杯いるの。その人達を全部説得しない

と。宮田委員みたいに、未来の吉川を考えてくれるんであれば、グッとまと

まるんですけど。 

 

委員）ほとんど農地なんですか？ 

 

市長）農地なんですけど、白地といって非常に開発しやいんですね。そうす

ると何が起こるって言うと、持ってる人達が田んぼやりきれなくなると、駐

車場とか資材置場にも貸し始めてるんです。虫食い状態になっていて、周り

の環境としても住環境としても良くない環境が生まれ始めているので、こう

いった形で整備をすることによって・・・。 

 

委員）スマートインターフル化など立地要件がよくなると、他の企業が目を

つけてくる場合もあるのでは？ 

 

市長）ただ、企業がすぐに開発出来る土地でも無いんです。駐車場とか資材

置場までが、ギリギリ許されていて。そこは、僕らが先頭立って、ここから

ここまでを許してくれって国と交渉しないとダメなんです。それは民間じゃ

出来ないので、僕らは企業の誘致では無くて、拠点をまず造ると農林大臣に 

会って言ってきてます。そっちを優先的にやっていこうと思っています。壁

はありますけど、こうやって検討会から出た意見として、僕らが言えれば、

すごく突破する推進力になるので、是非皆さんから提案が欲しい。 

 

委員）障がい者がなまずの養殖、食品にパック詰めをするとの話が市長から

出ているが、障がい者雇用は大丈夫なのか？興味を示している企業があると

のことだが、すでに障がい者雇用してもいいと言っている企業があるのか？ 

 

市長）そうです。この絵面を見ていて、これにすごく賛同してくれていて、

なまずの養殖、加工、レストラン、これにプラス障がい者高齢者雇用という

ところを分かっていただいている方が、興味を示していただいている。そこ



がうまくトントンと行けば、今言った理想の形が作り出せるかなと思いま

す。先生方から就労の部分で、どうでしょう？検討会として、提言していく

ものとか、僕らがすぐ出来ることがあれば、もう一度そこ聞かせていただけ

れば、下半期で形にしていきたいと思うんですけど。 

市長）なまずの養殖、加工、レストランで高齢者、障がい者雇用に企業が理

解を示している。 

 

委員）４つの項目の優先順位は、この会が決めるのか。それともトップダウ

ンでおりてくるのか？組織として、どの順番でやるのか？ 

 

市長）そこは前提としてあります。就労と住まいについて、検討するという

所なので皆さんにお声掛けしているので、この２本柱が大きなテーマとして

絶対です。それをまずは、それぞれに検討していただきたい。両方兼ね備え

たのが、旧庁舎の利用なので、それを是非３番目として旧庁舎はこうすべき

じゃないか、という提言がいただきたい。４番目としては、今までの会議を

やる中で、この２つの就労と住まい以外にも様々な生活部分のご意見をいた

だいているので、先ほど話したようにバリアフリーとか、その部分も出来れ

ば提言をいただけると、更に検討会議の意味があるのかなと。この４つは、

もうフィックス固定で是非検討して提言をいただきたい。 

 

委員）では、様々な話に飛んだが、話の筋としては合っていると？ 

 

市長）合っているし、今日は振り返って次、どう動いていくのか？という日

にしたい。 

 

委員）庁内実習の受け入れ、ありがとうございます。過去の実習生から、

「所詮実習でしょ？」こういった声が上がっています。市長の先ほど、「お

金に換算出来る」、「お金を出せる」といった発言に驚きと感謝をしてい

る。これこそ、オフレコなんですがもっと難しい仕事が出来ると思った。あ

れだと、この子を送った意味がないという声が、担任の中から、あがってき

た。 

 

市長）オフレコの部分は、僕にも前から入ってきておりまして。所詮体験な

んだろ？僕としては、当然最初の入口は体験だし、今後体験を続いていくの

は全然いいんだけど、市が率先して雇用していくという姿を示さない限り、

商工会の他の企業にお願いしたって、説得力が無いだろうって話を担当とず

っと今までしてきてます。数回体験をやらせてもらったので、今先生がおっ

しゃったように、その子にもうちょっと能力があるんであれば、事前にそこ

はちょっと打ち合わせさせていただいて、体験の高さは、その子その子にあ

わせて、強度をしていくよう担当に言っておきます。ここで言っておきま

す。出来る限り体験とは別に、お金が貰えるような形にしたいと思っていま

す。制度設計もなるべく急いでやって、今年の体験を踏まえて来年からとい

ったタイミングで、お金が払える形にもっていきたいと思います。 

 

委員）学卒だけではなくて、今施設で活動されている方も対象？ 

 



市長）基本的には誰でも。アルバイトにしたってやれる人はいるわけだか

ら、基本的には誰でもいい形に持っていきたい。それに制度設計してから、

また相談していきたい。 

 

委員）本校は、肢体不自由児の特別支援学校で、就労するにしても、職種の

壁があり、なかなか就労できない。グループホームよりショートスティ希望

する声が多い。必要な時に、すぐに使える環境が欲しい。半年待ちなんて声

もある。 

 

委員）ショートステイは、緊急時に利用するのが基本のはずなのに、機能し

ていないのが現状。考え方として、ショートステイをうまく組み入れて、在

宅で暮らす。住み慣れた家で生活するのもいいと思う。 

 

 

 

（５）今後のスケジュールについて 

事務局より資料５に基づき説明 

 

市長）１２月中に就労支援のまとめを出したい。 

 

委員）視察予約は、早めにやった方がいい。 

 

市長）就労の提言も事務局である程度まとめたもの次から出していきたい。 

 

委員）日程について、出来るだけ早く出してほしい。 

 

 

４ その他 
 

５ 閉会 
 

 

 

 以上、会議の内容に相違ない事を証するため、ここに署名する。 

    令和元年９月２７日    

 

   署名委員 杉浦 道子（自署）  署名委員 濱本 裕史（自署） 

 


