
民営化した都道府県立の障害者支援施設の状況に関する調査 　　　　　　　　　　　　　　　　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)

移譲前 移譲後 土地 建物 施設設備面 運営面

1 北海道 太陽の園 移譲済み H18.4 管理委託 (福)北海道社会福祉事業団 380 380 無償貸与 無償譲渡

行革大綱や国の障害保健福祉改革（グランド
デザイン）を踏まえ、民間法人として一層の効
率的な施設運営・法人運営の下で継続的・一
貫的な障害者の処遇が図られるため

運営円滑化支援引当金
特別会計の引き当てに対
して補助

運営円滑化支援引当金
特別会計の引き当てに対
して補助

2 青森県 八甲学園 移譲済み H19.4 指定管理 (福)青森県すこやか福祉事業団 80 40 無償譲渡 無償譲渡
H16.12行政改革大綱により、民間活力を活用
するため民間移譲する旨決まったから

施設整備、修繕等引当
退職手当引当、職員派
遣、派遣職員人件費補助

・～H17：直営
・H18：指定管理

松風園 60 60

中山の園 280 280

やさわの園 50 50

みたけの園 60 60

4 宮城県 なし

高清水園 60 60

阿桜園 70 70

梓園 55 50
鶴峰園 45 40
慈丘園 65 60
吹浦荘 65 60
総合コロニー希望が丘 350 300

7 福島県 きびたき寮 移譲済み H20.4 指定管理 (福)福島県社会福祉事業団 100 80 無償貸与 無償譲渡
県立社会福祉施設のあり方を見直し、「民間
でできるものは民間に」の考えのもと移譲

なし なし

8 茨城県 なし
桜ふれあいの郷生活支援施設 160 160
桜ふれあいの郷就労支援施設 70 70
清風園生活支援施設 50 50
清風園就労支援施設 50 50

10 群馬県 なし

ながうらワークホーム
（ふる里学舎蔵波）

H18.4 管理委託 (福)千葉県社会福祉事業団 111 90 無償貸与 無償貸与
県の役割減少と判断（H16 県立施設の見直し
方針）

なし なし
H28.4 に他の民間法人に有
償譲渡

鶴舞荘
（ふる里学舎静風荘）

H23.7 指定管理 (福)佑啓会 80 80
病院局に返
還（無償で借
りていた）

取壊し

H20県立施設のあり方検討会で、
・施設の老朽化や敷地などの問題で施設基
準を満たせなくなった
・民間法人の施設整備が進んでいた
ことから民間法人に機能移転するとした

建物の建設に当たり国庫
の他に県単の上乗せ補
助を実施

なし
移譲先法人が新たな土地を
用意し、新施設を建設

・指定管理料及び修繕実
績等の10年間の支給
・施設整備

H27末建替え完了
(国の耐震化基金活用)

建替えを計画中
県立社会福祉施設等の管理運営を委託して
いた法人のあり方検討における見直し計画の
一環

老朽施設の修繕等への
補助

不明

6 備品は無償譲渡

入所定員

施設が地域ニーズに迅速に対応するために
は、指定管理者制度は決定に時間を要する
ため馴染まないことと、長期的な人材育成や
経営計画が立てにくいため

民営化等状況
（移譲済み、
廃止など）

移譲済み

民営化
開始
(予定)

民営化前の
運営状況
(直営・

管理委託・
指定管理)

移譲先法人

山形県

9 栃木県

12

備考

移譲に当たっての支援

都道府県
移譲した後に生じた
問題点・課題など

原則100万円を超える補
修等は県が整備

収入で賄いきれない人権
費、管理費、退職手当経
費、県派遣職員人件費、
第三者評価事業費

移管後の法人の自立化支援のため、
10年間県補助を拠出してきたが、設備
改修及び人件費等の補助の額、補助
の期間及び補助の方法について検討
し、11年目から経営安定化のための補
助として継続することとした

移譲済み H18.4 直営 (福)岩手県社会福祉事業団

無償譲渡 無償譲渡

無償貸与 無償譲渡移譲済み

人件費に対する補助（時
限措置）H28.4

施設名
（移譲後名称を
変更した場合、
現在の施設名）

移譲に当たっての
公有財産の扱い

民営化等（を検討）した理由

指定管理 無償貸与 無償貸与

管理委託H18.4 (福)とちぎ健康福祉協会

(福)山形県社会福祉事業団

千葉県 移譲済み

5 秋田県 移譲済み H23.4 指定管理 (福)秋田県社会福祉事業団

行革プログラム及び新行財政改革大綱に基
づき、より自立した運営形態への転換に向

け、民間に譲渡又は貸与することと決まったか
ら

3 岩手県 無償貸与 無償貸与

Ｈ14年度包括外部監査において、高コスト運
営による多額の県費持ち出しについて指摘が
あり、県立社会福祉施設等あり方検討委員会
（Ｈ16.3）の提言により、入所型施設は事業団
を含む民間移管を基本に対応することが適当
とされたため

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

移譲前 移譲後 土地 建物 施設設備面 運営面

入所定員
民営化等状況
（移譲済み、
廃止など）

民営化
開始
(予定)

民営化前の
運営状況
(直営・

管理委託・
指定管理)

移譲先法人 備考

移譲に当たっての支援

都道府県
移譲した後に生じた
問題点・課題など

施設名
（移譲後名称を
変更した場合、
現在の施設名）

移譲に当たっての
公有財産の扱い

民営化等（を検討）した理由

調布福祉園 H16.4 (福)大泉旭出学園 80 80
町田福祉園 (福)みずき福祉会 80 80
練馬福祉園 (福)武蔵野会 80 80
日の出福祉園 H19.4 (福)同愛会 80 80
小平福祉園 (福)武蔵野会 42 42
多摩療護園 (福)東京緑新会 58 58
清瀬療護園 H24.4 (福)まりも会 60 60
日野療護園 H27.4 (福)東京都社会福祉事業団 50 50
はばたきの郷　八王子自立ホーム H29.4 (福)はばたき 30 30
大泉障害者支援ホーム H26.4 (福)東京援護協会 40 40
清瀬育成園ひだまりの里きよせ H29.5 60 60
希望の郷　東村山 H30.4 80 80

秦野精華園 H29.4 (福)かながわ共同会 100 100
10年間無償
貸与した後、
1/2減額譲渡

予算の範囲
内において
修繕を行い、
無償譲渡

H25県立障害福祉施設等あり方検討委員会
で、中軽度の知的障害者の就労支援は民間
事業所においても取り組まれており、必ずしも
県立施設が担うべき役割とはいえず、民間法
人への移譲を検討すべき施設に位置付けら
れたため

予算の範囲内において修
繕を実施

移行後3年間、運営費の
一部を県が補助

金沢若草園 H23.4 (福)恩賜財団済生会 30 0
県立施設で
あったときか
ら借地

無償譲渡
H15県立社会福祉施設の将来展望検討会議
で、中軽度の利用者が中心であったため、民
間移譲を進めるべきと位置づけられた

法人の整備工事費償還
金に対して県が補助

(8)移譲後は通所サービス中
心に事業転換

15 新潟県 緑風園 直営⇒PFI H18.4 直営 (福)のぞみの家福祉会 70 70 無償貸与 法人所有

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

建物の建設に当たり、国
庫の他に県単の上乗せ
補助を実施

人件費補助 H28.4完全民営化

16 富山県
障害者支援施設新生苑
（さくら通り、つつじ通り）

移譲済み H24.4 直営 (福)たかおか新生会 100
30
30

無償貸与 無償貸与

H17「県立社会福祉施設のあり方懇談会」で
「県立施設として設置・運営していく必要性が
薄れているので、早い時期に民間移管すべ
き」との報告、H22保護者有志から運営を移管
して欲しい旨の要望等を受けたもの

H22～23に改修等工事
（居住棟改修、耐震等）を
実施

移管後２年間（H24～25）
県職員を派遣

17 石川県 なし
美山荘 100 100 なし

若越みどりの村 100 98

若越ひかりの村 275 245

20 長野県 なし
21 岐阜県 なし
22 静岡県 なし

24 三重県 いなば園 移譲済み H18.4 管理委託 (福)三重県厚生事業団 156 156 無償譲渡 無償譲渡

県立施設であることから生じていた問題（運営
法人の創意工夫が働きにくかった等）や機能
の限界（民間施設との役割分担が不明瞭等）
を踏まえ、有識者会議により今後のあり方を検
討した結果、民営化との結論に至った

無償譲渡 なし

H18.4

H21.4

管理委託

指定管理

(福)東京都社会福祉事業団

無償貸与

無償貸与 法人施工

なし
同水準のサービスを提供
するために必要となる補
助金の交付

民間の自主性や創意工夫と弾力的効率的施
設運営により利用者サービスの向上を図る

県で建て替え補助金の交付
なし

建物の建設に当たり国庫
補助額が減額された場
合、県が補助額を上乗せ
して支援を行う

(福)ふくい福祉事業団18

13 東京都

神奈川県

その時々のニーズに合わせた柔軟な施設運
営を行うため（セーフティネットの役割は今後
も担う予定）

14

無償譲渡福井県

移譲済み
無償貸与

指定管理移譲済み

H24.4 指定管理移譲済み 無償貸与
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

移譲前 移譲後 土地 建物 施設設備面 運営面

入所定員
民営化等状況
（移譲済み、
廃止など）

民営化
開始
(予定)

民営化前の
運営状況
(直営・

管理委託・
指定管理)

移譲先法人 備考

移譲に当たっての支援

都道府県
移譲した後に生じた
問題点・課題など

施設名
（移譲後名称を
変更した場合、
現在の施設名）

移譲に当たっての
公有財産の扱い

民営化等（を検討）した理由

25 滋賀県 しゃくなげ園 ※廃止 H20.3
26 京都府 なし

金剛コロニー H29.4 指定管理 (福)大阪府障害者福祉事業団 750 180 無償貸与 民間が新設
(府が財政措置)

金剛コロニーの今後のあり方について（H15年
度）に基づき、地域移行や利用者の状態に
合った支援のできる施設種別への変更

なし なし

交野自立センター H18.4 管理委託 （福）大阪府肢体不自由者協会 80 80 無償譲渡 無償譲渡
定員は、入所・通所の合計
なお、（11）から（14）は不明。

吉野学園 (福)綜合施設美吉野園 35
五條学園 (福)嚶鳴学院 30
菅原園 (福)大倭安宿苑 80 80
大淀園 (福)綜合施設美吉野園 100 100
明日香園 (福)壺阪寺聚徳会 70 70
青垣更生園 (福)青垣園 50 120
由良あかつき園 140
由良みのり園 30
南紀あけぼの園 40
牟婁あゆみ園 40
古座あさかぜ園 40
西部やまと園 60 60
羽合ひかり園 60 60
白兎はまなす園 40 40
障害者福祉センター厚和寮 40 40
障害者福祉センター友愛寮 50 50
障害者福祉センターあさひ園 30 30
光風園 100 90
緑風園 100 80
清風園 100 90
晴雲寮 80 80
東雲寮 50 30

授産センター H18.4 (福)四ツ葉福祉会 80 60 施設修繕助成
引継に係る職員人件費の
助成

33 岡山県
34 広島県 なし

華南園 50 50
たちばな園 60 60

希望の郷（おおぎ学園） 70 70

希望の郷（あけぼの更生センター） 60 60

37 香川県 なし
しげのぶ清流園 50 40
しげのぶ清愛園 70 40
道後ゆう 50 40
いだい清風園 50 50

42 長崎県 県立コロニー 移譲済み H18.4 管理委託 (福)長崎県障害者福祉事業団 170 170 無償貸与 無償譲渡
行政システム改革の流れであり方を検討した
結果

物品は無償譲与
施設の老朽化もあり建替
に対し補助金を交付

施設の建替等もあり、職
員を派遣していたが、H25
年度末で終了

建替に伴い市街地へ移転したため、
造成工事等の費用も補助

建替に伴いH28.4から新施設
へ（定員140名）

43 熊本県 熊本こすもす園 移譲済み H22.4 (福)熊本県手をつなぐ育成会

ゆすの里 H23.4 80 80 無償貸与 なし

川内厚生園 H21.4 70 70
移譲前の引継ぎに係る
人件費を助成

川内自興園 H21.4 50 50 なし

（福）徳島県社会福祉事業団
H16県立障害関係施設のあり方検討会にお
いて県立委託施設の見直しを行った結果，民
営化が適当と判断

移転改築時，一部補助
運営資金の貸付
単年で3カ年

移譲後，移転・改築・名称変
更・定員変更115名無償貸与 無償譲渡移譲済み H18.4 管理委託

指定管理

H18.4

備品は無償譲渡
施設整備費用について，
事業主負担分を上限とし
て県が助成

(福)愛媛県社会福祉事業団 無償譲渡 無償譲渡
県立施設見直しの際、民間移譲しても経営が
成り立つので事業転換が妥当と判断

建て替えを、移譲先法人
と協議しながら県が行った
後に譲渡

不明

なし

なし

なし

無償貸与(10年)
有償貸与(H27～)

同様の機能を有する民間施設の増加等
（県立福祉施設あり方検討委員会）

・安定運営のための基金造成
・職員給与の激変緩和
・施設改築

施設改修 なし

無償譲渡 なし
建て替え時の
解体費用を補助

32

35 山口県

和歌山県

31 鳥取県

38 愛媛県

29

30

36 徳島県

27 大阪府

奈良県

(福)和歌山県福祉事業団 無償貸与 無償譲渡 県立施設見直しにより事業転換が妥当と判断

全庁的県立施設見直しの中の一環
県立施設の存置意義が薄れた

民間施設や在宅福祉の充実、県が果たすべ
き役割の変化島根県

無償貸与
無償譲渡

無償譲渡移譲済み
H15.4

直営

H23.4

移譲済み

(福)島根県社会福祉事業団

46 移譲済み鹿児島県

移譲済み

(福)鹿児島県社会福祉事業団

移譲済み H23.4

(福)鳥取県厚生事業団

移譲済み H18.4 直営

管理委託

移譲済み H17.4 管理委託

法人負担分の減価償却
費相当分として「移管交
付金」を至急

なし無償貸与 無償譲渡

老朽化が進んでいた施設は
県が建て替えており、他の施
設も県が大規模な改修、修繕
を行った

なし

無償譲渡

指定管理 (福)山口県社会福祉事業団 無償譲渡 無償譲渡 サービス向上と効率的運営のため

無償譲渡

移譲済み

指定管理者制度は公募により３～５年ごとに
管理者が変更になることもあり、利用者・保護
者の方々が処遇面において大きな不安を抱
かれることが予想されたため

3 / 3 ページ


