
都道府県立の福祉型障害児入所施設の現状に関する調査 平成３０年１１月１日現在

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

定員 現員

1 北海道 なし
2 青森県 なし
3 岩手県 なし

4 宮城県 宮城県啓佑学園 未検討 H5.10 指定管理 (福)宮城県社会福祉協議会 H18導入 225,721 60 56

知的障害児に対する県全体のセーフティ
ネット，重度・最重度の障害児や虐待を受け
た障害児等の受入れ，緊急的な入所ニーズ
に対応できる体制の構築

・18歳以上の入所者の地域移行
・緊急受入体制の確保

同一敷地内の県立障害者支援施設「宮
城県第二啓佑学園」と一体的に運営

5 秋田県 なし

最上学園 S26 40,671 30 19

やまなみ学園 S37 35,382 30 17

鳥海学園 S39 38,799 30 17

7 福島県 ばんだい荘わかば
今後検討

予定
H10.10 指定管理 (福)福島県社会福祉事業団 H18導入 54,013 40 28

処遇困難児童の受入れなどセーフティー
ネットの役割を果たすため

県立施設として運営するか、社会福祉法人
等に移譲するべきなのか検討していく必要が
ある

8 茨城県 なし
9 栃木県 なし

10 群馬県 群馬県立しろがね学園 未検討 S26 直営 32,329 54 47 同右

・民間施設で支援困難な児童(強度行動障害，
行為障害，非行等合併)のセ－フティネット
・専門的療育実践の拠点施設(民間施設牽引)の
役割・責務

・強度行動障害の加齢児の成人施設移行
・入所男子児に比する男性の支援職員不足

超過負担額は職員給与を除く

12 千葉県 袖ケ浦福祉センター養育園 検討中 S42 指定管理 (福)千葉県社会福祉事業団 H18導入 221,100 40 27
支援困難な障害児の受入、被虐待児のシェ
ルター機能、保護者と利用者、地域をつなげ
る相談・療育支援（第六次県障害者計画）

袖ケ浦福祉センター見直し進捗管理委員会
の総括評価で、県立施設としての存続を検
討するよう提言を受けている

H25の虐待死亡事件を受け、見直し進
捗管理委員会のもとH29までセンターの
見直しに取り組んだ

七生福祉園 S27.4 156 111
千葉福祉園 S23 48 31
東村山福祉園 S47.4 80 52

子ども自立生活支援センター H29 直営 191,370 36 30

発達障害や被虐待、重度重複・強度行動障
害など様々なニーズを抱える知的障害児の
養育及び自立支援を行う県所管区域におけ
る拠点施設として位置付けている。

同左

三浦しらとり園 S.38 (福)清和会 H23導入 594,038 36 31

民間施設では対応困難な知的障害児の受
入れ等、民間施設のバックアップといった役
割を担う必要があるため。（H25県立障害福
祉施設あり方検討委員会報告書）

七沢学園 S48
(福)神奈川県総合
リハビリテーション事業団 H18導入 301,240 30 28 民間では対応困難な福祉サービスの提供

指定管理料については、総合リハビリ
テーションセンター（１病院・３福祉施設）
全体として算定しているため、指定管理
者が区分した金額（29年度決算額）

15 新潟県 新星学園 未検討 S41.8 指定管理 (福)しあわせ福祉会 H29導入 62,626 20 5
柔軟で多様なサービスの提供を実施するた
め、指定管理者制度への移行を図ることされ
たため

障害児が身近な地域で支援が受けられる体
制の確保、施設の老朽化への対応

黒部学園 S32 59,552 50 29

砺波学園 S37 49,190
一般30
重度20

一般20
重度9

17 石川県 なし
18 福井県 なし

20 長野県 信濃学園 未検討 S26 指定管理 (福)長野県社会福祉事業団 H23導入 169,933 30 29
県内唯一の福祉型障害児施設、県全体の
セーフティネットとしての機能確保

建物老朽化に係る修繕等の必要性、
小ユニット化の導入

H18導入
(8)について指定管理料に都派遣職員
分の人件費が含まれないため、正確な
金額がでません

施設の老朽化
13 東京都 未検討 指定管理 (福)東京都社会福祉事業団

(8)人件費を除く
(9)実質的な定員は20人

検討済
（直営維持）

直営6 山形県 （同右）

・手厚い処遇体制によるセーフティーネットの役
割と処遇水準の確保
・地域における在宅障がい福祉の展開拠点施設
としての役割
（山形県障がい福祉計画(第５期山形県障がい福
祉計画及び第１期山形県障がい児福祉計画)）

・施設の老朽化
・人員確保（特に保育士）
・受入可能な人数(20)を超える入所希望への
対応

備考
都道府県立施設として

運営している理由

（直営の場合）
直営で運営
している理由

現在抱えている課題など
運営状況
（直営・

指定管理）
運営団体

施設入所民営化を
検討して
いるか

施設名都道府県
設立
年月

（指定管理）
導入時期

H29の
超過負担
(単位：千円)

14 神奈川県 未検討

指定管理

児童福祉法第42条第1号に規定する施設とし
て、障害児を入所させて、保護、日常生活の指
導及び独立自活に必要な知識・技能の付与を行
うため（設立時から直営で運営）

H17「県立社会福祉施設のあり方懇談会」の
報告書で、今後のあり方の方向性として、
「中期的に民間移管すべき」との報告を受け
ている

(8)人件費を除く16 富山県 検討中 直営 同右

参考資料２－２（１）【詳細】

1 / 2 ページ



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

定員 現員
備考

都道府県立施設として
運営している理由

（直営の場合）
直営で運営
している理由

現在抱えている課題など
運営状況
（直営・

指定管理）
運営団体

施設入所民営化を
検討して
いるか

施設名都道府県
設立
年月

（指定管理）
導入時期

H29の
超過負担
(単位：千円)

21 岐阜県 ひまわりの丘第一学園 検討中 S42.4 指定管理 （福）岐阜県福祉事業団 H18導入 0 40 31

重度や強度行動障がい児が入所者の多数
を占めるなど、各地域における障がい福祉施
策のセーフティネットの役割（機能）を担って
いる

岐阜県行財政改革指針で「譲渡を含め協
議・検討するもの」と位置付けられたため

22 静岡県 磐田学園 未検討 Ｓ23 直営 53,282 100 46

「養護性の高い多様な障害を持つ児童の専
門支援」と「県内知的障害児支援施設の中
核的機能」を担うため、県が引き続き責任を
持って、県立施設として運営を行うことが適
当なため

磐田学園の役割を踏まえると、事業に高い専門
性が求められる一方で、採算性に乏しく、民間施
設では充分に役割を担うことができないため

・関係機関との役割分担と連携
・磐田学園の運営を支える体制づくり
・退園後の地域の受け皿づくり
・磐田学園の地域の療育支援力の向上
・適切な教育の検討

(8)人件費を除く

24 三重県 なし

滋賀県立近江学園 S21 直営 372,708 100 80
運営法人の目当てがなく想定困難であるた
め

運営法人の目当てがなく想定困難であるため
平成33年３月31日までとされている「みなし
規定」の終了に伴う過齢児の地域移行等

滋賀県立信楽学園 S27 指定管理 (福)グロー H18導入 102,465 60 31
民間施設としては機能しにくい通過型施設と
して社会的自立（一般就労・福祉的就労等）
を支援する必要があるため

老朽化への対応、今後の施設のあり方等

26 京都府 京都府立桃山学園 未検討 S23 指定管理 （福）京都府社会福祉事業団 H18導入 96,344 30 20

支援困難な「知的障害のある児童を入所さ
せてこれを保護するとともに、独立自活に必
要な知識技能を与える」（条例）するために
は、公的機関が適当であるため

小規模グループケアへの対応及び短期入所
事業の充実

27 大阪府 こんごう福祉センター 未検討 Ｈ４５．１ 指定管理 (福)大阪府障害者福祉事業団 H18導入 325,385 80 75 国の在り方(H26.7)を踏まえて府で実施 老朽化による修繕箇所の増

登美学園 S38.4 276,765 65 36

筒井寮 S44.4 122,807 54 9

30 和歌山県 なし

31 鳥取県 皆成学園 未検討 S24.9 直営 65 35
支援困難な障がい児の受入、被虐待児の
シェルター機能、保護者と利用者、地域をつ
なげる相談・療育支援

最後の砦（セーフティーネット）として、他の民間
施設等では引き受けることの困難な子ども達を引
き受けるため
また、県内には指定管理を行うことができる事業
主体がないため

○入所定員の見直し
施設入所定員の65人からの減員を検討中
○夜勤体制の見直し
現在の夜勤体制(保育士5名,警備員1名)の
見直しを検討中

32 島根県 なし
33 岡山県 なし
34 広島県 なし
35 山口県 なし
36 徳島県 なし

37 香川県 川部みどり園 未検討 H8.4 直営 218,556 35 32
障害児支援の中核施設としての機能、先駆
的な取組みや、民間施設が行いにくい事業
の実施、地域における公益的な取組の推進

民間事業者で支援が難しい著しい強度行動障
害がある児童を受け入れ、入所児童の発達支援
を行うとともに、県の障害者福祉を支える人材を
育成するため、相談支援従事者研修をはじめ、
強度行動障害支援者養成研修等を実施

38 愛媛県 なし
42 長崎県 なし
43 熊本県 なし
46 鹿児島県 なし

同左 H31年度末統合29 奈良県
民間では受入困難な重度障害児等を引き受
けるなど、セーフティーネットの役割を果たす
施設として認識しているため

未検討 直営

25 滋賀県 未検討
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