
都道府県立の障害者支援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) (15) (16) (17)

定員 現員
生活
介護

その
他

1 北海道 なし
2 青森県 なし
3 岩手県 なし

第二啓佑学園 H14.4 55,826 30 30 30 無
県立障害児入所施設から地域生活や
民間施設等への移行が困難な18歳以
上入所者を受け入れるため

・現入所者の固定化により、児童入所
施設からの新たな受け入れが困難

同一敷地内の県立福祉型障害
児入所施設「宮城県啓佑学園」
と一体的に運営

船形コロニー S48.8 222,805 210 208 210 20 無
県内の民間施設等で受け入れ困難な
重度・最重度の知的障害者のセーフ
ティネット機能を果たすため

・入所利用者の高齢化，障害の重度
化への対応
・入所者の地域移行へ向けた個別支
援の充実
・ユニット化に向けた福祉人材確保と
上記課題対応のための育成

現在，老朽化への対応と障害者
の生活環境確保のため，施設の
再整備を進めており，H35中の
全面供用開始を見込んでいる

5 秋田県 なし
6 山形県 なし

ひばり寮 S58.8 55,518 100 89 100 無
けやき荘 S49.7 54,413 80 78 80 無
かしわ荘 S50.7 63,416 100 79 100 無
かえで荘 S55.1 45,162 100 88 100 無
ばんだい荘あおば H10.10 35,019 60 60 60 無

8 茨城県 あすなろの郷(障害者支援施設) 検討中 S48.12 指定管理 (福)茨城県社会福祉事業団 H18導入 351,252 462 434 462 有
本県における障害福祉の中核施設とし
ての役割を担っている

利用者の重度化や高齢化及び施設の
老朽化のため，平成28年度から建て
替えを前提としたあり方検討委員会が
設置され，平成29年9月に報告書がと
りまとめられた

(9)H29の超過負担額は併設の
医療型障害児入所施設分も含
めた額

9 栃木県 なし
10 群馬県 なし

12 千葉県 袖ケ浦福祉センター更生園 検討中 S41.7 指定管理 (福)千葉県社会福祉事業団 H18導入 515,900 80 72 80 有
強度行動障害支援等拠点としての機
能・役割を果たすため（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

八王子福祉園 S47.4 160 145 180 有
七生福祉園 S38.4 150 133 144 20 無
千葉福祉園 S35 320 281 320 有

清瀬喜望園
H33.4
移譲予定

S51.04 (福)東京アフターケア協会 322,270 60 43 60 有 民間移譲に向けた条件整備

津久井やまゆり園（芹が谷園舎） S59 H17導入 261,057 114 107 114 有
津久井やまゆり園事件に係る対応を引
き続き行っていく

愛名やまゆり園 S61 H18導入 269,208 100 101 130 有
三浦しらとり園 S58 (福)清和会 H23導入 594,038 88 83 95 6 有

厚木精華園 H6 (福)かながわ共同会 H18導入 199,164 110 106 140 有

高齢知的障害者支援のモデル施設とし
ての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）

中井やまゆり園 S47 直営 1,009,862 122 96 116 6 有

高度な専門性が求められる強度行動障
害対策の中核施設としての役割を担う
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）

専門性の高い人材を継続的に確保
する必要があるため

七沢学園 S48 指定管理
(福)神奈川県総合
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団 H18導入 196,817 30 29 19 17 無

民間では対応困難な福祉サービスを提
供するため

指定管理料は、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）

未検討

指定管理

(福)東京都社会福祉事業団

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、正確な金額が出ない

施設の老朽化

H18導入

施設入所運営状況
（直営・
指定管理）

運営団体
H29の
超過負担
(単位：千円)

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 備考

日中活動
（定員） 併設した

診療所
の有無

施設名

13 東京都

14 神奈川県

民営化を
検討して
いるか

設立
年月

(指定管理)
導入時期

4 宮城県

7 福島県

都道府県

指定管理 (福)宮城県社会福祉協議会未検討

未検討

今後検討
予定

民間施設では対応困難な知的障害者
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）指定管理

(福)かながわ共同会

処遇困難者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

指定管理 (福)福島県社会福祉事業団 H18導入

参考資料３－２（１）【詳細】
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

定員 現員
生活
介護

その
他

施設入所運営状況
（直営・
指定管理）

運営団体
H29の
超過負担
(単位：千円)

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 備考

日中活動
（定員） 併設した

診療所
の有無

施設名
民営化を
検討して
いるか

設立
年月

(指定管理)
導入時期

都道府県

あけぼの園 S59.4 指定管理 (福)中越福祉会 H25導入 0 50 50 50 無

建物は県が継続して使用することが可
能であり、建物を有効活用し、指定管
理者制度を導入することにより、社会福
祉法人による効率的、効果的で柔軟な
施設運営を実施するべきとされたため

居住環境の改善（個室化）、地域生活
移行支援の推進、地域生活支援機能
の充実

にしき園 H18.4 (福)上越福祉会

建物が老朽化し県が継続して使用す
ることが困難である上に、入所期間長
期化と加齢化、障害者自立支援法の
施行等を受けて、有識者検討委員会
で、施設の効率的、効果的で柔軟な
運営を目指すこととされたため、H42.4
完全民営化予定

コロニーにいがた白岩の里 S46.6 632,566 250 147 有 全県のセーフティネット維持のため 同左
最重度・強度行動障害児者の支援の
在り方等、今後のあるべき姿の検討

定員、現員は児施設含む
（各項目の回答は者も児も同じ）

16 富山県 なし
精育園 S38.8 (福)徳充会 45,913 130 124 130 無
錦城学園 S26.3 (福)松原愛育会 105,766 100 96 100 無

18 福井県 なし

20 長野県 西駒郷 未検討 S43.７ 指定管理 (福)長野県社会福祉事業団 H17導入 316,056 125 101 160 90 無
セーフティネットを確保し地域生活支援
を推進するため

現在、「あり方検討会」の方向性の具
体化のため検討会を開催

陽光園 S51.4 0 75 74 75 4 無
三光園 S56.4 0 50 50 50 4 無
サニーヒルズみずなみ H3.4 0 50 50 56 4 無
幸報苑 S58.4 0 50 48 50 2 無
ひまわりの丘第二学園 S52.4 0 30 30 30 無
ひまわりの丘第三学園 S48.4 0 100 77 120 18 無
ひまわりの丘第四学園 S50.4 0 50 50 70 4 無
みどり荘 S56.3 0 50 48 66 4 無
はなの木苑 H46.4 0 70 70 90 4 無

浜松学園 S42.9
直営

(H31から指定
管理導入予定)

51,466 60 22 60 無

生活訓練を中心とした職業訓練の機能
を充実させるとともに、離職者に対する
再訓練や短期間における生活・職業訓
練を行うことにより、就労移行型の福祉
施設としてのモデル的な役割を果たす
ため

同左
（Ｈ31より指定管理導入）

・社会状況の変化、ニーズの低下と求
められる役割変化への対応

・(8)人件費を除く
・H31.4～H36.3
指定管理導入

富士見学園 S39.2 指定管理 （福）あしたか太陽の丘 H21.4導入 17,000 40 42 34 6 無

民間施設では受け入れできない中重
度の知的障害のある方への訓練を実
施し、県内唯一の重度障害者の地域移
行支援施設としての役割を維持するた
め

・利用者の重度化に対応した柔軟な支
援の提供とハード面の環境整備
・長期的な視点による、ライフステージ
を見通した支援の提供
※初の役割（中軽度者のための施設）
が失われているため、外部有識者によ
る検討委員会を開催予定

24 三重県 なし

25 滋賀県 むれやま荘 未検討 Ｓ59 指定管理 (福)グロー H18導入 87,060 60 35 60 有
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を支援する必要
があるため

本県の総合リハビリテーション体制の
中で障害者支援施設のあり方につい
て検討する必要があるため

26 京都府 なし

砂川厚生福祉センターいぶき Ｈ８．４ 40 40 40 有
重度化により利用者がお互いを刺激し
合い不安定な生活環境となっている

環境改善等のため外部有識者
によるあり方検討を実施予定

砂川厚生福祉センターつばさ Ｈ２１．４ 30 27 30 有
3年以内に地域生活への移行を行って
いるが、就労に繋がっていない

29 奈良県 なし
30 和歌山県 なし

鹿野かちみ園 S41.1 0 70 70 70 無

鹿野第二かちみ園 S53.4 0 70 71 70 無

32 島根県 なし
33 岡山県 なし

施設の老朽化

岐阜県行財政改革指針において「譲
渡を含め協議・検討するもの」と位置付
けられたため、民営化を検討中

ひまわりの丘第三学園、第四学
園の移譲に関しては、建物の建
設にあたり県単補助を実施（土
地は県が用意）

建て替え後１０年経過したので、全庁
的な県立施設見直しの中の一環として
H31.4有償譲渡予定

31 鳥取県

15 新潟県

17 石川県

21 岐阜県

22 静岡県

27 大阪府

障害者福祉施策におけるセーフティ
ネットの役割を果たすため

597,211

指定管理

指定管理 (福)岐阜県福祉事業団

検討中

未検討

H25導入

検討中

H31.4から民営化 指定管理 鳥取県厚生事業団 H17.4導入

未検討 直営

直営

検討中

検討中

H18導入

段階的に移譲中

施設を整備したばかりで、県立施設とし
て当面維持することとしたため

民間では支援が困難な強度行動障が
い及び社会関係障がいの利用者を支
援する特化型施設のため

利用者支援と併せて民間への人材
育成研修、支援プログラムの研究・
開発・普及を行っており指定管理等
になじまないため

・重度や高齢の障がい者が入所者の多
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
・「岐阜県障がい者総合支援プラン」に
おいて、施設入所数を現状維持するこ
ととしている
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

定員 現員
生活
介護

その
他

施設入所運営状況
（直営・
指定管理）

運営団体
H29の
超過負担
(単位：千円)

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 備考

日中活動
（定員） 併設した

診療所
の有無

施設名
民営化を
検討して
いるか

設立
年月

(指定管理)
導入時期

都道府県

あけぼの S43.4 70 57 35 45 有
松陽寮 S56.9 148 142 168 有

35 山口県 なし
36 徳島県 なし

ふじみ園 S54.4 指定管理 (福)香川県社会福祉事業団 H18.4導入 67,700 110 86 110 54 無

川部みどり園 H8.4 直営 356,257 35 33 42 18 無

強度行動障害等高度な支援が必要
な者を受け入れており、専門的知識
及び対応のできる職員の育成が必
要。地域や高齢者施設への移行が
困難な者が多く、重度化や高齢化の
傾向が今後も続くと予想される。

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

34 広島県

37 香川県

指定管理 (福)広島県福祉事業団 0未検討 H18.4導入

未検討

障害者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

な取組の推進のため

専門的・先駆的な機能を持ち政策課
題への対応を実施するため
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