
設置条例

休館日

開館時間

休館日

開館時間

備考

①構造

②敷地面積

③主な施設

④駐車場

⑤施設使用料

名称

電話番号

ＦＡＸ番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

利用状況
通所・入所利用者

数合計（人） 2,948 2,722 2,854 2,976 3,458

支出
管理経費（千円)
（人件費・事務費・事業

費）
418,103 408,850 428,695 432,392 450,201

指定管理料(千円) 197,727 203,888 207,759 207,640 227,914

利用料金等(千円) 233,500 212,320 232,962 221,074 207,763

計 431,227 416,208 440,721 428,714 435,677

13,124 7,358 12,026 -3,678 -14,524

施　設　の　概　要

施設の構造等
児童発達支援センター棟
自立訓練センター棟　　他

あり

同上

　（施設の種類）

社会福祉法人　奈良県社会福祉事業団

奈良県健康福祉部 障害福祉課 総務･施設係

0742-27-8922（ダイヤルイン）

0742-22-1814

syogai@office.pref.nara.lg.jp

医療型児童発達支援センター、児童発達支援センター、障害者支援施設（施設入所
支援・自立訓練）、障害福祉サービス事業所（短期入所・就労継続支援）、児童発
達支援センター（重症心身障害児）、生活介護事業

30,143.26㎡

収入

鉄筋コンクリート造　４階建　他

あり

 ・医療型児童発達支援センター、児童発達支援センター、計画相
談事業所及び児童発達支援センター（重症心身障害児）及び生活介
護事業所
　９時～１７時
・障害者支援施設（通所施設）
　９時～１７時
・障害福祉サービス事業所（就労継続支援）
　作業時間は９時～１６時４０分

医療型児童発達支援センター、児童発達支援センター等の通所施設
を休所する日は下記のとおり。
一　日曜日及び土曜日
二　国民の祝日に関する法律に規定する休日
三　十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

定めなし

開館等の状況

http://www.nara-sfj.or.jp/

現状の
サービス

奈良県障害者総合支援センター

昭和63年4月1日

障害者及びこれに準ずる者（以下「障害者等」という。）に対し、指導、訓練等を
総合的に行い、もって障害者等の社会自立の促進に寄与する等その福祉の増進を図
る。

奈良県障害者総合支援センター条例

磯城郡田原本町大字多７２２

社会福祉施設

収　支　差

施設の名称

施設の所在地

設置年月日

施設の設置目的

現在の指定管理者の名称

施設のホームページ

所管課

主な業務

条例で定める
基準

資料５ 

mailto:syogai@office.pref.nara.lg.jp
http://www.nara-sfj.or.jp/


設置条例

休館日

開館時間

休館日

開館時間

備考

①構造

②敷地面積

③主な施設

④駐車場

⑤施設使用料

名称

電話番号

ＦＡＸ番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

利用状況 来館者数（人） 50,490 50,573 51,920 51,238 54,462

支出 管理経費（千円) 37,433 33,995 33,429 36,771 36,053

指定管理料(千円) 37,938 33,882 32,466 32,303 32,144

利用料金等(千円) 954 901 782 767 616

計 38,892 34,783 33,248 33,070 32,760

1,459 788 -181 -3,701 -3,293

収入

収　支　差

現在の指定管理者の名称 社会福祉法人　奈良県社会福祉事業団

施設のホームページ http://www.kaigo.pref.nara.jp/

所管課

　奈良県健康福祉部長寿社会課介護事業係

　０７４２－２７－８５３２　（ダイヤルイン）

　０７４２－２７－３０７５

choju@office.pref.nara.lg.jp

施設の構造等

　地上３階、鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造り）

　３,148.8㎡

　介護実習・普及センター　多目的運動ホール、研修室　など

　あり　（障害者用　4台）

　有料　（多目的運動ホール、研修室）

　　奈良県立都市公園条例

主な業務
　　１　施設・設備の維持管理及び修繕に関すること
　　２　介護実習・普及センター業務に関すること
　　３　福祉用具・住宅改修の普及促進及び居住福祉推進に関すること

開館等の状況

条例で定める
基準

　　月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

　　９：００～１７：００　

現状の
サービス

　　月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始

　　９：００～１７：００　

設置年月日 　　平成１０年１０月２１日

施設の設置目的
　　高齢者や障害者が家庭で自立した生活を送るための住宅改善の
    事例や介護のための機器や工夫を提案し、来館者がこれを実際に
    体験できる施設である。

　（施設の種類） 　　実習・貸館施設（研修室、多目的運動ホール）

施設の所在地 　　磯城郡田原本町大字多７２２

施　設　の　概　要

施設の名称 　  福祉住宅体験館

http://www.kaigo.pref.nara.jp/
mailto:choju@office.pref.nara.lg.jp


設置条例

休館（休園）日

開場時間

休館（休園）日

開場時間

備考

①構造

②敷地面積

③主な施設

④駐車場

⑤施設使用料

名称

電話番号

ＦＡＸ番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

利用状況 施設稼働率(%)

支出 管理経費（千円)

指定管理料(千円)

利用料金等(千円)

計

福祉住宅体験館（長寿社会課作成）をご参照下さい

福祉住宅体験館（長寿社会課作成）をご参照下さい収入

収　支　差

現在の指定管理者の名称 社会福祉法人　奈良県社会福祉事業団

施設のホームページ http://www.kaigo.pref.nara.jp/

所管課

奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局公園緑地課総務管理係

0742-27-7517

0742-22-7832

ryokuchi@office.pref.nara.lg.jp

施設の構造等

福祉住宅体験館：鉄筋コンクリート造　３階建
屋外便所：鉄筋コンクリート造　平屋建

２．２ｈａ

園地、福祉住宅体験館、屋外便所

５台　（うち身体障害者用　４台）

園地部分には対象となる施設はありません

開館等の状況

条例で定める
基準

年末年始及び月曜日（福祉住宅体験館、駐車場）

　９：００～１７：００

現状の
サービス

年末年始及び月曜日（福祉住宅体験館、駐車場）

　９：００～１７：００

園地は年中無休

施設の設置目的

　奈良県障害者総合支援センターの隣接地に高齢者や障害者の方々を
はじめ、全ての人々に住み慣れた家庭や地域でいきいきと自立した生
活を送っていけるように、住みよい福祉のまちづくりを進めていくた
めの総合的なモデルとして、都市公園と福祉体験施設を一体的に整備
した近隣公園

奈良県立都市公園条例

主な業務

・公園の運営管理（利用指導、案内業務、苦情対応等）、物品管理
・公園施設（園地部分）の維持管理（植栽管理、清掃、保守点検、
　補修修繕、安全衛生管理等）
・なお、福祉住宅体験館の運営及び維持管理等は長寿社会課の所管

施設の所在地 磯城郡田原本町大字多７２２番地

設置年月日 平成10年10月21日

施設の名称 県営福祉パーク

　（施設の種類） 都市公園（園地、福祉住宅体験館、駐車場等）

施　設　の　概　要

http://www.kaigo.pref.nara.jp/
mailto:ryokuchi@office.pref.nara.lg.jp


設置条例

診療日

診療時間

診療日

診療時間

備考

①構造

②床面積

③主な施設

④駐車場

⑤利用料金

名称

電話番号

ＦＡＸ番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

利用状況 利用者数 2,385 2,487 2,588 2,531 2,391

支出 管理経費（千円) 37,665 42,805 48,725 42,570 35,072

指定管理料(千円) 20,089 20,747 20,063 19,379 19,230

利用料金等(千円) 19,413 20,417 21,306 20,682 19,823

計 39,502 41,164 41,369 40,061 39,053

1,837 -1,641 -7,356 -2,509 3,981

収入

収　支　差

現在の指定管理者の名称 一般社団法人奈良県歯科医師会

施設のホームページ www.nashikai.or.jp/docs/syougai.html

所管課

奈良県健康福祉部障害福祉課

0742-27-8517

0742-22-1814

sｙogai@office.pref.nara.lg.jp

県の承諾を得て、診療日、診療時間を拡大・変更が可
能

施設の構造等

奈良県社会福祉総合センター（鉄筋コンクリート造・
地上７階、地下１階）の２階の一部

６５８㎡

診察室（歯科診療台５台）、待合室

社会福祉総合センター駐車場

歯科診療にかかる診療料

奈良県心身障害者福祉センター条例

主な業務
一般の歯科診療所等で治療が困難な障害者に対する歯科診療及び相談
業務

開館等の状況

条例で定める
基準

木曜日及び日曜日（祝日、年末年始を除く）
年間診療日数　７２日

午後１時～午後４時

現状の
サービス

木曜日及び日曜日（祝日、年末年始を除く）
年間診療日数　７２日

午後１時～午後４時

設置年月日 昭和５５年４月１日（平成６年４月１日に現在の所在地に移転）

施設の設置目的
一般の歯科診療所等で治療困難な障害者に対して歯科診療及び相談を
行うことにより、障害者の福祉の向上に資する。

　（施設の種類） 歯科診療施設

施設の所在地 橿原市大久保町３２０－１１　県社会福祉総合センター内

施　設　の　概　要

施設の名称 奈良県心身障害者歯科衛生診療所

http://www.nashikai.or.jp/docs/syougai.html
mailto:sｙogai@office.pref.nara.lg.jp

