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公の施設の見直しについて 
 

※ 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供する

ための施設であり、本県では２１年１０月現在、１１５施設がある。 

埼玉県１２０ 茨城県９９ 東京都３１６ 神奈川県１１８  

 

１．これまでの取組 

  社会経済情勢の変化、民間やＮＰＯ、市町村等との役割分担及び厳し

い財政状況等を考慮し、効果的かつ効率的な施設の管理運営を行うため

の見直しを実施した。 

 

平成１４年度からこれまでの実績 

○２５施設を廃止（うち１１施設は市・町等に移譲、４施設は県施設

としての機能を廃止し社会福祉法人に運営を引継ぎ） 

⇒ １,３８５百万円の削減 

○４施設を分館化・統合 

○６７施設に指定管理者制度を導入⇒ ２,６１９百万円の削減 

（平成 17 年度～21 年度の 60 施設） 

その他の導入効果： 公園、運動場等の施設における開園時間の延

長・定休日の廃止、利用料金の支払区分の改善、市民団体等

との協働による自然観察会などのイベントの開催等のサービ

スの向上 

 

上記のとおり一定の成果を上げたが、県の財政は依然として厳しい状

況であり、県の公の施設のサービス水準を向上又は維持しつつ、一層の

経費削減を図ることが求められている。 

 

２．見直しの考え方・方向性 

次の（１）から（３）の考え方により全施設を点検し、必要な見直し

方針を策定する。 

特に県が直接管理運営している施設については、指定管理者制度の導

入をゼロベースで検討する。 

また、施設の民間等への移譲に際しては、従来の有償による譲渡にと

らわれず、機能・サービスが維持されるのであれば、無償又は低額での

譲渡など、移譲方針の見直しも検討していく。 
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（１）廃止・統合または民間等への移譲 

① 民間等で実施している又は実施可能なサービスを提供している施設

については、廃止又は民間等への譲渡を検討する。 

② 他の県有施設や事業でその機能を代替することが可能な施設、及び同

様の目的を持つ県有施設が複数あるもの（地区ごとに設置されている

など）については、廃止又は統合を検討する。 

③ 利用率が低く、かつ、施設が老朽化しているもの又は県民ニーズと乖

離しているなど、公の施設として存続させることが適当でない施設は、

廃止等を検討する。 

 

 

（２）市町村への移譲 

公の施設として存続が必要な施設のうち、市町村との役割分担の観点

から、次の施設については市町村への移譲を検討する。 

① 施設が立地する市町村が、その施策の推進上、自ら管理運営を行いた

いとするもの。 

② 市町村が保有する既存施設等と一体的な活用を図った方が住民サー

ビスの向上に資するもの。 

③ 当初、広域的自治体として先導的役割を果たすなどのため県が設置し

たが、その後市町村が合併を行うなどにより、当該事務を担うだけの

行政エリアの拡大、行財政基盤の拡充などが図られたことから、県と

して設置する意義が薄れてきたもの。 

④ 施設の規模や提供するサービスの内容などから、市町村で運営するこ

とが適当であるもの。 

 

 

（３）管理運営方法の見直し 

①県が直接管理運営する必要性や合理的な理由が認められない施設につ

いては、指定管理者制度の導入を検討する。 

② 施設の規模、事業内容等に応じ、地方独立行政法人制度の導入が考え

られる施設については、その移行について検討する。 

 



１ 県が直接管理運営している施設

所管部局 施　　設　　名

21年度予算
額
（千円）
職員人件費除
く。

現　　    状 課 　　   題

健康福祉部 保健医療大学 303,650

・平成21年4月開学。衛生短期
大学と医療技術大学校が再編
整備され、１学部２キャンパス
の４年制大学となった。
・職員数：76人

・施設の態様に応じた管理運営
方法について検討する必要が
ある。

県土整備部 県営住宅 2,287,917

・現在、公営住宅法に基づく管
理代行制度により住宅供給公
社が管理運営している（145団
地19,400戸）。
・（職員数：県営住宅管理室11
人）

・管理運営方法について検証が
必要。
・県営住宅管理事業は、住宅供
給公社の経営に大きな影響が
ある。

教育庁
さわやかちば県民プ
ラザ
（生涯学習施設）

207,981

・生涯学習や文化振興を図る
ため、ホール・研修室等の施
設の提供、各種講座・研修会
等を開催している。
・職員数：18人

・宿泊施設など施設の稼働率が
低いことや利用者が近隣市の
住民に偏っていること等の問題
がある。
・県施設としての必要性及び施
設の活用策を検討する必要が
ある。
・指定管理者制度導入の検討
が必要。

教育庁 中央図書館 230,977

・県立図書館は中央、西部、東
部の３館体制となっている。
・中央図書館は３館の調整機
能を持つセンター館の役割を
持つなど、教育庁は３館それ
ぞれの役割分担がなされてい
るとの考え方。
・職員数：33人（3館合計70人）

・３館体制のあり方を含め、県立
図書館としてのあり方について
検証が必要。
・中央図書館の建物老朽化が
課題。
・指定管理者制度導入の検討
が必要。

教育庁 中央博物館 334,340

・中央博物館を含む県立博物
館は５館・３分館体制となって
いる。
・中央博物館入館者数
　H17年度： 370,918人
  H18年度： 346,974人
　H19年度： 315,685人
  H20年度： 341,137人
・職員数：74人

・中央博物館を含む５館・３分館
体制のあり方について検証が必
要。
・調査研究を行う博物館と、民
間ノウハウを活用した催し等に
より入館者を増やしていく博物
館とに役割分担するなどの考え
方もある。
・指定管理者制度導入の検討
が必要。

県の財政支出が大きい公の施設（予算２億円以上のもの）



２ 指定管理者制度を導入している施設

所管部局 施　　設　　名
21年度契約
額
（千円）

現　　　　状 課　　　　題

健康福祉部

松風園
（身体又は精神に著し
い障害がある者の救護
施設）

262,873
・公募により社会福祉法人が
指定管理者となり管理運営
中。

健康福祉部

救護盲老人施設猿田
荘
（身体又は精神に著し
い障害がある者の救護
施設、65歳以上の目の
不自由な者の盲老人施
設）

299,463
・公募により社会福祉法人が
指定管理者となり管理運営
中。

健康福祉部 生涯大学校 294,000
・公募により株式会社が指定
管理者となり管理運営中。

・５学園６校舎体制のあり方につ
いて検証が必要
（県有施設としての必要性の検
討）。

健康福祉部
袖ヶ浦福祉センター
（知的障害者・児施設）

1,067,929
・公募により社会福祉法人（県
出資団体）が指定管理者となり
管理運営中。

健康福祉部

千葉リハビリテーショ
ンセンター
（障害者支援施設・肢
体不自由児施設等）

1,492,155
・公募により社会福祉法人（県
出資団体）が指定管理者となり
管理運営中。

商工労働部
日本ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ
国際展示場

1,568,408
・非公募により株式会社（県出
資団体）が指定管理者となり管
理運営中。

・次期指定管理者の選定におけ
る公募の可能性について検討
する必要がある。

商工労働部
かずさアカデミアホー
ル

498,000
・非公募により株式会社（県出
資団体）が指定管理者となり管
理運営中。

・次期指定管理者の選定におけ
る公募の可能性について検討
する必要がある。

教育庁
総合スポーツセン
ター

333,165
・公募により県出資団体を含む
グループが指定管理者となり
管理運営中。

教育庁 国際総合水泳場 278,800
・公募により民間事業者のグ
ループが指定管理者となり管
理運営中。

教育庁 房総のむら 394,395
・公募により財団法人（県出資
団体）が指定管理者となり管理
運営中。

・房総のむらを含む県立博物館
５館・３分館体制のあり方につい
て検証が必要。

その他
　（独）雇用・能力開発機構の廃止決定に伴い、希望がある場合には各地のポリテクセンター等を県に
移管する旨の照会が厚生労働省からなされており、これに伴い、県の高等技術専門校６校について、
ポリテクセンターとのすみ分けなど、施設のあり方の検討が必要となる場合もある。



※分類　レク・スポ：レクリエーション、スポーツ関係

分類 施設の名称
指定管理者
制度導入施設

直営施設

1 レク・スポ 千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンター ○

2 レク・スポ 自然公園施設　大房岬自然公園施設 ○

3 レク・スポ 自然公園施設　勝浦海中公園施設 ○

4 レク・スポ 自然公園施設　白子自然公園施設 ○

5 レク・スポ 自然公園施設　片貝自然公園施設 ○

6 レク・スポ 自然公園施設　上永井自然公園施設 ○

7 レク・スポ 千葉県南房パラダイス ○

8 レク・スポ 千葉県国民宿舎　サンライズ九十九里 ○

9 レク・スポ 千葉県立内浦山県民の森 ○

10 レク・スポ 千葉県立清和県民の森 ○

11 レク・スポ 千葉県立館山野鳥の森 ○

12 レク・スポ 千葉県立東庄県民の森 ○

13 レク・スポ 千葉県立船橋県民の森 ○

14 レク・スポ 千葉県立大多喜県民の森 ○

15 レク・スポ 教育機関　総合スポーツセンター射撃場 ○

16 レク・スポ 教育機関　総合スポーツセンター東総運動場 ○

17 レク・スポ 教育機関　国際総合水泳場 ○

18 産業振興 千葉県日本コンベンションセンター国際展示場 ○

19 産業振興 千葉県東葛テクノプラザ ○

20 産業振興 千葉県かずさインキュベーションセンター ○

21 産業振興 千葉県かずさアカデミアホール ○

22 産業振興 千葉県酪農のさと ○

23 産業振興 千葉県アグリチャレンジファーム ○

24 産業振興 花植木センター ○

25 産業振興 乳牛育成牧場 ○

26 基盤 千葉県中央駐車場 ○

27 基盤 千葉県手賀沼親水広場 ○

28 基盤 港湾施設　千葉ポートパーク ○

29 基盤 港湾施設　船橋港親水公園 ○

30 基盤 港湾施設　新港公園 ○

31 基盤 港湾施設　潮浜公園 ○

32 基盤 港湾施設　富津みなと公園 ○

33 基盤 港湾施設　上総湊港海浜公園 ○

34 基盤 港湾施設　興津港海浜公園 ○

35 基盤 港湾施設　袖ヶ浦海浜公園 ○

36 基盤 千葉県立都市公園　富津公園 ○

37 基盤 千葉県立都市公園　館山運動公園 ○

38 基盤 千葉県立都市公園　幕張海浜公園 ○

39 基盤 港湾施設　船橋ボートパーク ○

40 基盤 千葉県立都市公園　青葉の森公園 ○

41 基盤 千葉県立都市公園　柏の葉公園 ○

42 基盤 千葉県立都市公園　北総花の丘公園 ○

43 基盤 千葉県立都市公園　長生の森公園 ○

44 基盤 千葉県立都市公園　行田公園 ○

45 基盤 千葉県立都市公園　印旛沼公園

46 基盤 千葉県立都市公園　蓮沼海浜公園 ○

47 基盤 千葉県立都市公園　手賀沼自然ふれあい緑道 ○

48 基盤 千葉県幕張新都心地下駐車場 ○

49 基盤 千葉県防災センター中央防災センター ○

50 基盤 千葉県防災センター西部防災センター ○

51 基盤 千葉県消費者センター ○

52 基盤 港湾施設　名洗港海浜公園 ○

53 基盤 千葉県立都市公園羽衣公園 ○

54 基盤 千葉県立都市公園千葉県スポーツセンター（底地） ○

55 基盤 流域下水道 ○

公の施設一覧



分類 施設の名称
指定管理者
制度導入施設

直営施設

56 基盤 上水道事業（上水道） ○

57 基盤 工業用水道事業（工業用水道） ○

58 基盤 土地造成事業（公園、道路等） ○

59 基盤 千葉県県営住宅 ○

60 文教 千葉県生涯大学校 ○

61 文教 千葉県いすみ環境と文化のさとセンター ○

62 文教 千葉県行徳野鳥観察舎 ○

63 文教 千葉県青少年女性会館 ○

64 文教 文化会館　千葉県文化会館 ○

65 文教 文化会館　千葉県東総文化会館 ○

66 文教 文化会館　千葉県南総文化ホール ○

67 文教 文化会館　青葉の森公園芸術文化ホール ○

68 文教 教育機関　千葉県立房総のむら ○

69 文教 手賀の丘少年自然の家 ○

70 文教 水郷小見川少年自然の家 ○

71 文教 君津亀山少年自然の家 ○

72 文教 東金青年の家 ○

73 文教 鴨川青年の家 ○

74 文教 ちば県民共生センター（分館東葛飾センター） ○

75 文教 文書館 ○

76 文教 千葉県さわやかちば県民プラザ ○

77 文教 教育機関　中央図書館 ○

78 文教 教育機関　西部図書館 ○

79 文教 教育機関　東部図書館 ○

80 文教 教育機関　総合教育センター ○

81 文教 教育機関　子どもと親のサポートセンター ○

82 文教
教育機関　中央博物館（分館海の博物館、大利根分館、大
多喜城分館含む）

○

83 文教 教育機関　関宿城博物館 ○

84 文教 教育機関博物館　美術館 ○

85 文教 教育機関　総合スポーツセンター ○

86 文教 教育機関　現代産業科学館 ○

87 医療福祉 千葉県救護盲老人施設猿田荘 ○

88 医療福祉 千葉県福祉ふれあいプラザ ○

89 医療福祉 千葉県袖ケ浦福祉センター ○

90 医療福祉 千葉県千葉リハビリテーションセンター ○

91 医療福祉 千葉県身体障害者療護施設　鶴舞荘 ○

92 医療福祉 松風園 ○

93 医療福祉 乳児院 ○

94 医療福祉 富浦学園 ○

95 医療福祉 生実学校 ○

96 医療福祉 精神保健福祉センター ○

97 医療福祉 千葉県立病院　がんセンター ○

98 医療福祉 千葉県立病院　救急医療センター ○

99 医療福祉 千葉県立病院　精神科医療センター ○

100 医療福祉 千葉県立病院　こども病院 ○

101 医療福祉 千葉県立病院　循環器病センター ○

102 医療福祉 千葉県立病院　東金病院 ○

103 医療福祉 千葉県立病院　佐原病院 ○

104 他 医療技術大学校 ○

105 他 衛生短期大学 ○

106 他 保健医療大学 ○

107 他 鶴舞看護専門学校 ○

108 他 野田看護専門学校 ○

109 他 職業能力開発校 市原高等技術専門校 ○

110 他 職業能力開発校　船橋高等技術専門校 ○

111 他 職業能力開発校　我孫子高等技術専門校 ○



分類 施設の名称
指定管理者
制度導入施設

直営施設

112 他 職業能力開発校　旭高等技術専門校 ○

113 他 職業能力開発校　東金高等技術専門校 ○

114 他 障害者職業能力開発校　障害者高等技術専門校 ○

115 他 農業大学校 ○
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○廃止等を行った公の施設
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7 １７年度末廃止（現在県社協が運営）

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

○分館・統合化した公の施設

1

2

4 房総のむら、房総風土記の丘⇒房総のむら １６年４月　統合

※参考　公社等外郭団体所有施設

横芝海のこどもの国（15年度末廃止）、ゆうゆう館（17年度末廃止）、ユートピア笠森（17年度末廃止）

こどもの国（19年2月民間に売却）、酒々井ちびっこ天国（19年3月酒々井町に移譲）

2

施　設　名 時　期　等

１４年度末廃止漁業研修所

ちばキャリアアップセンター

長生高等技術専門校

保育専門学院

母子休養ホーム「なぎさの家」

芝山高等技術専門校

館山高等技術専門校

一宮キャンプ場

老人休養ホーム「久留里荘」

老人休養ホーム「もとの荘」

１５年度末廃止

１６年度末廃止

１７年度末廃止

１７年４月大多喜町に無償譲渡

１７年４月流山市に移譲

１７年４月神崎町に移譲

２０年度末廃止

3

流山青年の家

神崎青年の家

薬草園

畑ホーム

ながうらワークホーム

海上キャンプ場

総合運動場、スポーツ科学総合センター⇒総合
スポーツセンター

２０年４月木更津市に移譲

軽費老人ホーム「勝浦部原荘」

嶺岡キャンプ場

鶴舞青年の家

１７年度に医療法人へ無償譲渡

１７年４月鴨川市に移譲

１８年４月市原市に移譲

２０年４月南房総市に移譲大房岬少年自然の家

上総博物館

１５年４月　統合

１８年４月　中央博物館の分館化

施　設　名 時　期　等

大利根博物館

総南博物館

１８年４月県施設としての機能を廃止し社会福祉法人
に運営を引継ぎ

公の施設の見直し　これまでの取組　

２１年４月旭市に移譲

国民宿舎清和 ２１年４月君津市に移譲

２１年４月館山市に移譲安房博物館

加曽利更生園

畑通勤寮
１７年４月県施設としての機能を廃止し社会福祉法人
に運営を引継ぎ



○公の施設への指定管理者制度の導入　（節減額（導入前後の費用との差））

　平成２１年度に指定管理者制度を導入した施設 単位：千円

担当部局 施設の名称
21年度

契約額①
20年度

予算額②
20年度

使用料③
20年度費用④

＝②－③
節減額

⑤＝①－④
備考

1 健康福祉 千葉県松風園 262,873 268,433 268,433 ▲ 5,560

2 県土整備 名洗港海浜公園自然の家 2,906 2,900 2,900 6

3 教育 教育機関　総合スポーツセンター 333,165 481,324 48,408 432,916 ▲ 99,751

598,944 752,657 48,408 704,249 ▲ 105,305

　平成２０年度に指定管理者制度を導入した施設

担当部局 施設の名称
20年度

契約額①
19年度

予算額②
19年度

使用料③
19年度費用④

＝②－③
節減額

⑤＝①－④
備考

4 県土整備 船橋ボートパーク 8,000 - - - - 20年度新設

5 手賀の丘少年自然の家 89,324 130,535 12,459 118,076 ▲ 28,752

6 水郷小見川少年自然の家 98,938 125,523 9,838 115,685 ▲ 16,747

7 君津亀山少年自然の家 89,904 111,034 6,099 104,935 ▲ 15,031

8 東金青年の家 84,624 116,448 11,063 105,385 ▲ 20,761

9 鴨川青年の家 95,746 136,313 17,450 118,863 ▲ 23,117

458,536 619,853 56,909 562,944 ▲ 104,408

担当部局 施設の名称
18年度

契約額①
17年度

予算額②
17年度

使用料③
17年度費用④

＝②－③
節減額

⑤＝①－④
備　考

10 総務 中央駐車場 ▲ 30,226 57,989 53,776 4,213 ▲ 34,439

11 救護盲老人施設猿田荘 317,767 342,752 342,752 ▲ 24,985

12 福祉ふれあいプラザ 83,911 18年度新設

13 生涯大学校 299,930 419,918 52,760 367,158 ▲ 67,228

14 袖ケ浦福祉センター 1,025,577 2,081,936 2,081,936 ▲ 1,056,359

15 身体障害者療護施設 108,708 207,385 207,385 ▲ 98,677

16 千葉リハビリテーションセンター 1,563,404 1,817,170 1,817,170 ▲ 253,766

17 障害者スポーツ・レクリエーションセンター 18,984 22,252 22,252 ▲ 3,268

18 手賀沼親水広場 74,962 101,143 101,143 ▲ 26,181

19 大房岬自然公園施設 16,000 21,000 732 20,268 ▲ 4,268

20 勝浦海中公園施設 8,270 12,915 12,915 ▲ 4,645

21 白子自然公園施設 6,100 8,400 1,041 7,359 ▲ 1,259

22 片貝自然公園施設 7,355 8,085 8,085 ▲ 730

23 上永井自然公園施設 6,594 6,657 6,657 ▲ 63

24 行徳野鳥観察舎 22,216 22,292 22,292 ▲ 76

25 いすみ環境と文化のさとセンター 19,480 23,520 23,520 ▲ 4,040

26 海上キャンプ場 10,660 11,204 11,204 ▲ 544 市町村移譲

27 青少年女性会館 33,818 65,660 16,500 49,160 ▲ 15,342

28 千葉県文化会館 192,000 221,410 221,410 ▲ 29,410

29 東総文化会館 147,000 169,197 169,197 ▲ 22,197

30 南総文化ホール 149,820 185,559 185,559 ▲ 35,739

31 青葉の森芸術文化ホール 130,000 147,254 147,254 ▲ 17,254

32 日本コンベンションセンター国際展示場 1,631,294 1,726,253 1,726,253 ▲ 94,959

33 東葛テクノプラザ 164,346 171,561 171,561 ▲ 7,215

環境生活

教育

健康福祉

　平成１８年度に指定管理者制度を導入した施設



担当部局 施設の名称
18年度

契約額①
17年度

予算額②
17年度

使用料③
17年度費用④

＝②－③
節減額

⑤＝①－④
備　考

34 かずさアカデミアホール 508,000 538,098 538,098 ▲ 30,098

35 かずさインキュベーションセンター 29,370 33,764 33,764 ▲ 4,394

36 国民宿舎サンライズ九十九里 0 0 0 0 0

37 国民宿舎清和 0 0 0 0 0
市町村
移譲

38 南房パラダイス 0 0 0 0 0

39 内浦山県民の森 45,594 94,061 33,028 61,033 ▲ 15,439 現在直営

40 清和県民の森 51,141 77,388 7,222 70,166 ▲ 19,025 現在直営

41 館山野鳥の森 22,783 29,580 29,580 ▲ 6,797 現在直営

42 船橋県民の森 18,800 19,805 19,805 ▲ 1,005 現在直営

43 東庄県民の森 21,400 25,509 445 25,064 ▲ 3,664

44 大多喜県民の森 28,424 33,728 1,639 32,089 ▲ 3,665

45 千葉ポートパーク 36,500 45,257 45,257 ▲ 8,757

46 袖ケ浦海浜公園 17,525 23,246 23,246 ▲ 5,721

47 船橋港親水公園 3,500 4,381 4,381 ▲ 881

48 新港公園 3,470 4,320 4,320 ▲ 850

49 潮浜公園 8,000 10,807 10,807 ▲ 2,807

50 富津みなと公園 6,997 10,796 10,796 ▲ 3,799

51 上総湊海浜公園 5,473 6,207 6,207 ▲ 734

52 興津港海浜公園 3,048 2,720 2,720 328
緑地管理対
象面積増加
のため

53 県立富津公園 107,217 243,186 71,945 171,241 ▲ 64,024 現在直営

54 県立蓮沼海浜公園 54,000 73,382 73,382 ▲ 19,382

55 県立行田公園 33,000 38,999 38,999 ▲ 5,999

56 県立印旛沼公園 9,020 12,149 12,149 ▲ 3,129 現在直営

57 県立館山運動公園 47,213 81,485 17,091 64,394 ▲ 17,181

58 県立青葉の森公園 94,454 194,019 52,604 141,415 ▲ 46,961

59 県立幕張海浜公園 63,068 138,630 44,228 94,402 ▲ 31,334 現在直営

60 県立柏の葉公園 161,238 287,652 62,933 224,719 ▲ 63,481

61 県立北総花の丘公園 65,339 93,051 3,367 89,684 ▲ 24,345

62 県立長生の森公園 50,018 81,260 5,014 76,246 ▲ 26,228

63 県立手賀沼自然ふれあい緑道 33,390 37,000 37,000 ▲ 3,610

64 総合スポーツセンター射撃場 3,000 3,888 741 3,147 ▲ 147

65 総合スポーツセンター東総運動場 49,241 56,667 1,500 55,167 ▲ 5,926

66 国際総合水泳場 289,500 468,391 149,938 318,453 ▲ 28,953

67 房総のむら 398,014 514,333 19,894 494,439 ▲ 96,425

68 企業 幕張新都心地下駐車場 ▲ 51,080 141,221 170,000 ▲ 28,779 ▲ 22,301

8,140,716 11,276,492 766,398 10,510,094 ▲ 2,369,378

担当部局 施設の名称
1７年度

契約額①
16年度決算額 16年度使用料

16年度
決算（費用）

節減額
（単位：千円）

備　考

69 酪農のさと 39,144 49,944 49,944 ▲ 10,800

70 アグリチャレンジファーム 5,000 現在直営

71 教育 大房岬少年自然の家 72,990 103,079 103,079 ▲ 30,089 市町村移譲

117,134 153,023 153,023 ▲ 40,889

農林水産

教育

県土整備

　平成１７年度に指定管理者制度を導入した施設

15年度から、
利用料金制を
採用。18年度
以降も利用料
金の範囲内で
運営させる。

農林
水産

商工労働



県直営の施設

施設名 所在地

千葉県富浦学園 南房総市

千葉県立鶴舞看護専門学校 市原市

千葉県立野田看護専門学校 野田市

千葉県立市原高等技術専門校 市原市

千葉県立船橋高等技術専門校 船橋市

千葉県立我孫子高等技術専門校 我孫子市

千葉県立旭高等技術専門校 旭市

千葉県立東金高等技術専門校 東金市

千葉県立障害者高等技術専門校 千葉市

千葉県花植木センター 成田市

千葉県防災センター　中央防災セ
ンター

千葉県防災センター　西部防災セ
ンター

ちば県民共生センター（分館東葛
飾センター）

千葉市、柏市

千葉市

松戸市

千葉県乳児院

流域下水道

　下水道法の規定により管理は都道府県が行う。本県の流域下水道
は全国的にも大規模で、大量の汚水を適正処理する責務を有して、ま
た、大雨や地震時に的確に対応しなければならないなど、日常生活へ
の影響が大きいライフラインで、直ちの導入は困難。なお、指定管理者
制度の導入など、維持管理コスト縮減のための検討を進める

千葉市

━

千葉県立都市公園　千葉県ス
ポーツセンター

千葉県乳牛育成牧場 市原市

千葉県精神保健福祉センター
　精神保健福祉法による必置施設。精神保健福祉に関する技術的中
核機関として保健所及び市町村に対して指導・援助を行う

千葉県立都市公園　羽衣公園 千葉市

千葉県アグリチャレンジファーム 東金市
　農業大学校と一体的に管理・運営することで、基礎から生産・販売実
践まで、就農に向けて一貫した研修を可能。農業大学校が有するス
タッフの知識と指導ノウハウを運営に活用することができる

　乳牛を受託し、県の家畜改良増殖目標に沿った優良乳牛の育成繁
殖を図り、酪農の発展に資するもので、周年放牧等飼養管理に特殊技
術、専門知識等を必要とする

　廃止又は移譲を含め、今後のあり方について検討を行っている

　広域レクリエーション需要を充足し、県民福祉増進に資するため必
要。面積が0.6ヘクタールと小さくサービス向上やコスト縮減が難しく、
県庁舎敷地と一体となっているため、直接管理が効率的

　広域レクリエーション需要を充足し、県民福祉の増進に資するため必
要。県教育委員会に都市公園法第5条に基づく設置許可及び管理許
可を全域にわたり行っているため対象から除外

　男女共同参画事業を総合的に展開する推進拠点。男女共同参画に
係る地域格差がみられる状況を踏まえると、その機能を十分果たすた
めには、県による管理が必要　　※指定管理者制度導入を検討中

　非常時に県が行う災害対策の拠点。本施設は備蓄倉庫・ヘリポート
等の防災施設を有しており、非常時に迅速な災害対応を行うには、県
による管理が必要

千葉市
　児童虐待等が増加しているが、当施設は、虐待には児童のケア、家
族再統合に向けた親のケアなど高度・専門的支援を行う施設であり、
当面直営が妥当

千葉県生実学校 千葉市
　児童自立支援施設は児童福祉法施行令第３６条の規定により、県に
必置義務。職員は県職員をもって充てることとなっており、県直営で行
う必要

県の事務として行う必要性及び直営により管理する必要性

　県行政情報の提供、行政文書の保管など県全体の行政文書事務の
一部を担っており、県による管理が必要

千葉市千葉県文書館

千葉市

保健医療大学 千葉市
　健康づくりなど保健・医療・福祉に関わる専門性と実践力を有する専
門職を育成するため必要な施設。学校教育法において公の施設の管
理体制が制限されている

　看護師等医療従事者の充足と質の高い従事者を確保するため必要
な施設。学校教育法において公の施設の管理体制が制限されている

千葉県消費者センター

　消費者利益の擁護・増進を図り、消費生活の安定及び向上に資する
ための施設。　センターで行われている業務（相談等）が、個別相談の
処理に止まっているものではなく、規制権限の行使（業者指導）に連動
している

船橋市

　職業能力開発促進法に基づき県で設置したが、厚生労働省の解釈
としては「設置者である県が自ら管理運営するもので、指定管理者制
度の導入については法改正が必要。しかし厚労省は現時点で法改正
を行う予定はない」とのことであり、当面国の動向を見極めていく必要

千葉県農業大学校 東金市

　農業改良普及事業など普及職員や高度な専門技術を持った研究職
員が指導に当たることで、県農業の特性や農業施策を踏まえた細や
かな指導ができる。実践的な農業技術を身に付けるには不可欠な施
設



施設名 所在地 県の事務として行う必要性及び直営により管理する必要性

千葉県県営住宅 ━

千葉県立病院　佐原病院 香取市

教育機関　千葉県立中央図書館 千葉市

教育機関　千葉県立西部図書館 松戸市

教育機関　千葉県立東部図書館 旭市

工業用水道事業

　事業区域が市町村域を越えまとまっている。多額の設備投資を必要
とし、今後、一部未手当水源確保が必要るなど、市町村や民間では実
施困難。
　今後、水源手当や老朽化施設改築に多額の費用を要し、他機関との
調整を要するなど県運営が適当。指定管理者制度は将来の検討課題

━

上水道事業
　行革行動計画の中で、県内水道のあり方について検討することに
なっており、その結論がでた後に検討

　平成１８年４月から、公営住宅法に基づく管理代行制度を導入

━

　土地造成事業の一環として整備するものであり、最終管理者と移管
等の協議が整うまでの間は、直営で管理することが適当

土地造成事業 ━

千葉県立病院　がんセンター
　一般医療機関では実施困難な高度医療等を提供し、県のがん対策
の中枢を担うと共に国の対がん戦略の一翼を担うがん専門病院

千葉市

一般医療機関では実施困難な高度医療等を提供し、県下の救急救
命医療の中心的病院として高度で専門的な第三次救急医療を担う施
設

　一般医療機関では実施困難な高度医療等を県民に提供し、国にお
ける精神科救急医療の先導的役割を担うと共に県救急医療システム
（精神救急相談窓口）の基幹病院として中心的な役割を担う施設

千葉県立病院　救急医療センター

千葉県立病院　精神科医療セン
ター

千葉市

千葉市

千葉県立病院　こども病院
　一般医療機関では対応困難な病気に対しての小児専門総合病院と
して、また、県の小児医療の中枢機関としての使命を担う施設

千葉市

　一般医療機関では困難な高度医療等を提供し、県の循環器病に対
する高度医療の提供と県南地域の基幹災害医療センターとしての使
命を担う施設

千葉県立病院　循環器病センター 市原市

　地域中核的な病院として、地域医療連携を推進し、県民に高度かつ
良質な医療を提供する必要があるため

千葉県立病院　東金病院

　同上

東金市

教育機関　さわやかちば県民プラザ

　生涯学習に係る市町村支援、学校教育との融合、家庭教育支援手
法開発等の事業を企画・実施し、教育行政を推進する立場にある県が
引き続き事務を行っていく必要。
　指定管理者導入も含め、施設の「今後の在り方」について引き続き検
討

柏市

　図書館法等に基づき、県立図書館は市町村立図書館を支援し、市町
村ではできない専門研修などの役割を有し、引き続き県が事務を行っ
ていく必要。
　新たな県民ニーズの中で、県立図書館への指定管理者導入を含め
た「今後の在り方」を、引き続き検討

　教職員の資質向上及び指導のあり方等について、県の方針・施策を
企画し、研修事業及び研究事業を実施・推進する機関であり、教育の
施策として行政が携わるべき分野であり、県直営で行う必要

教育機関　千葉県総合教育センター千葉市

教育機関　千葉県子どもと親のサ
ポートセンター

千葉市

　いじめや不登校など様々な課題に対し、専門性をもって各学校への
直接支援、市町村教委への指導助言、各種研修・研究事業の企画や
実施等を行い、教育相談業務に関わるセンター的機能を有する。
　これらは教育施策として行政が携わる分野で、県直営で行う必要

教育機関　千葉県立美術館 千葉市

　美術館、中央博物館は、それぞれの専門分野の中心機能に位置付
け、市町村立博物館等との間で調査研究、企画展示、教育普及、情報
発信面の連携・支援体制を強化する「県内博物館ネットワーク」を再整
備することとしている。
　現在、県民ニーズの多様化等の状況を踏まえながら、県内博物館
ネットワークの中核としての「美術館の在り方」について、指定管理者
制度の導入も含めて検討を行っている

教育機関　千葉県立中央博物館
（分館海の博物館、大利根分館、
大多喜城分館）

　全国や世界に繋がる専門性を有し、全県をカバーする館として市町
村立博物館等と役割分担しつつ、生涯学習推進のための博物館ネット
ワークの中核的施設機能を果たすことから、県の責任で運営していく
必要。
　博物館ネットワークの中核施設としてだけでなく、文科省の研究機関
に指定されている研究型博物館。県立博物館全体の調査研究、企画
展示、教育普及、情報発信等のセンター機能を有し、県直営が適当

千葉市

教育機関　千葉県立関宿城博物館野田市
　野田市への移譲について、協議を進めている。なお、移譲できない場
合は県機関としては廃止し、中央博物館の分館に再編する予定
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