山形県手をつなぐ育成会の歴史
昭和３０年
1955年
昭和３１年
1956年
昭和３２年
1957年
昭和３３年
1958年
昭和３４年
1959年
昭和３５年
1960年
昭和３６年
1961年
昭和３７年
1962年
昭和３８年
1963年
昭和３９年
1964年

山形県内各支部の歴史
山形市手をつなぐ親の会設立準備会（山五小）
山形市手をつなぐ親の会発足
鶴岡市手をつなぐ親の会発足

「山形県手をつなぐ親の会」結成準備会１２月に正式発足
「山形県手をつなぐ親の会」発足
初代会長就任
山形県手をつなぐ親の会総会（鶴岡市）

中村律

山形県手をつなぐ親の会総会（天童市）
山形県手をつなぐ親の会大会（村山市）
山形県手をつなぐ親の会県大会（長井市）

昭和４４年
1969年

昭和４５年
1970年
昭和４６年
1971年
昭和４７年
1972年

昭和４８年
1973年
昭和４９年
1974年
昭和５０年
1975年

昭和５１年
1976年

村山市手をつなぐ親の会発足
河北町手をつなぐ親の会発足

山形県手をつなぐ親の会臨時総会（山形市）

山形県手をつなぐ親の会法人化促進のため会長厚生省へ
第４回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（山形市）
山形県手をつなぐ親の会総会（山形市）
昭和４０年 社団法人山形県手をつなぐ親の会定款施行
1965年
社団法人山形県手をつなぐ親の会設立
社団法人山形県手をつなぐ親の会総会（山形市）

昭和４１年
1966年
昭和４２年
1967年
昭和４３年
1968年

米沢市手をつなぐ親の会発足
天童市手をつなぐ親の会発足

藤島手をつなぐ親の会発足

西村山地区手をつなぐ親の会発足
新庄市手をつなぐ親の会発足
新庄最上地区手をつなぐ親の会発足
鳥海学園内手をつなぐ親の会発足
大江町手をつなぐ親の会発足

山形県親の会事務所「山形県社会福祉会館」へ移転
社団法人山形県手をつなぐ親の会総会（山形市）
精神薄弱者授産施設「栄光園」敷地視察
精神薄弱者授産施設設置資金づくりのアデカソフト販売
精神薄弱者授産施設づくり懇談会、県児童課、社会課、県議懇談会
精神薄弱者授産施設「栄光園」早期設置促進大会（山形市）
社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会（精神薄弱者育成会）設立
精神薄弱者授産施設「栄光園」建設費陳情、県、市長、町村会
精神薄弱者授産施設「栄光園」建設、競輪配分金説明（仙台市）
精神薄弱者授産施設「栄光園」起工式
精神薄弱者授産施設「栄光園」一般募金認可
東北ブロック協議会代表社会（山形市）
第１０回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（米沢市）
精神薄弱者授産施設「栄光園」開所
第１回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（山形市）
精神薄弱者授産施設「栄光園」体育館落成
山形県手をつなぐ親の会父親研修会（山形市）
精神薄弱者授産施設「栄光園」第２期工事助成陳情（山形県へ）
精神薄弱者授産施設「栄光園」第２期工事起工式
精神薄弱者授産施設「栄光園」第２期工事竣工式
第２回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（鶴岡市）
淡光会山形支部より「栄光園」へ１０万円寄付
第３回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（新庄市）
「べに花会」より「栄光園」へ１０万円寄付
第２４回全日本精神薄弱者育成会全国大会準備会（山形市）
第４回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（上山市）
第２４回全日本精神薄弱者育成会全国大会各係毎会議開催(山形市)
第２４回全日本精神薄弱者育成会全国大会会場諸準備（山形市）
第２４回全日本精神薄弱者育成会全国大会（山形市）
第１５回全日本精神薄弱者育成会東北ブロック大会（山形市）併催
精神薄弱者通勤寮「万世通勤寮」開所
第５回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（山形市）
第６回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（東根市）

南陽市手をつなぐ親の会発足
上山市手をつなぐ親の会発足
尾花沢市手をつなぐ親の会発足
白鷹町手をつなぐ親の会発足
川西町手をつなぐ親の会発足

東根市手をつなぐ親の会発足
高畠町手をつなぐ親の会発足
酒田市手をつなぐ親の会発足
松山町手をつなぐ親の会発足
平田手をつなぐ親の会発足

最上町手をつなぐ親の会発足
長井市手をつなぐ親の会発足
山辺町手をつなぐ親の会発足
寒河江市手をつなぐ親の会発足

山形県手をつなぐ育成会の歴史
県親の会各地区母親代表者会（山形市）
施設並びに法人代表者会（山形市）
精神薄弱者更正施設「松風園」起工式
精神薄弱者授産施設「栄光園」芦川園長死去、栄光園葬
天童市立のぞみ学園の一室でひまわり作業所
（天童ひまわり園の前進）開設
昭和５３年 精神薄弱者更正施設「松風園」竣工式・開所
1978年
県親の会法人、施設代表者会
資金確保のため物品販売、中医産業委託
県親の会創立２０周年大会の共催補助要請 県、市へ
県知事、県教育委員会へ要望書提出、文書回答求
第７回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（米沢市）
昭和５４年 山形県手をつなぐ親の会２０周年記念式典
1979年
法人並びに施設監査（山形県障害福祉課）
第８回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（山形市）
私立新庄障害者福祉授産所（友愛園の前進）開設

山形県内各支部の歴史

昭和５２年
1977年

昭和５５年 精神薄弱者授産施設「栄光園」創立１０周年記念祝賀会
1980年
精神薄弱者更正施設「松風園」増築完成
第９回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（寒河江市）
昭和５６年 第２１回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（天童市）
1981年
第１回友愛スポーツ大会（山形市）
私立新庄障害者福祉授産所（友愛園の前進）閉鎖
精神薄弱者授産施設（通所）「友愛園」落成
第１０回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（天童市）
昭和５７年 精神薄弱者授産施設（通所）「友愛園」開所
1982年
第２回友愛スポーツ大会（川西町）
公益事業「万世福祉の里診療所」開所
憩いの家開所（万世福祉の里診療所２Ｆ）
第２回スペシャルオリンピック全国大会に参加（１０名）
精神薄弱者授産施設（通所）「天童ひまわり園」建築
第１１回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（酒田市）
天童市立のぞみ学園からひまわり作業所（天童ひまわり園の前進）移転
昭和５８年 精神薄弱者授産施設（通所）「天童ひまわり園」開所
1983年
第１２回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（南陽市）
昭和５９年 特別養護老人ホーム「万世園」入所開始
1984年
山形県親の会事務所「山形県総合社会福祉センター」へ移転
第１３回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（尾花沢市）
昭和６０年 第１４回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（長井市）
1985年
昭和６１年 第１５回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（村山市）
1986年
昭和６２年 第２７回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（上山市）
1987年
第１６回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（上山市）
昭和６３年 第１７回社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会県大会（新庄市）
1988年
S64年・H1年 第１回山形県精神薄弱者福祉大会（山形市）
1989年
平成２年 第２回山形県精神薄弱者福祉大会（米沢市）
1990年
収益事業「ふれあいの店シクラメン」開所
津島雄二厚生大臣より「山形県手をつなぐ育成会」が表彰されました
平成３年 第３回山形県精神薄弱者福祉大会（酒田市）
1991年
平成４年 第４回山形県精神薄弱者福祉大会（東根市）
1992年
平成５年 第二代理事長就任 阿部忠男
1993年
第５回山形県精神薄弱者福祉大会（新庄市）
平成６年 第３４回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（天童市）
1994年
第６回山形県精神薄弱者福祉大会（天童市）
会報誌「手をつなぐ親たち」第１号発刊（年１回発行）

中山町手をつなぐ親の会発足
小国町手をつなぐ親の会発足
温海手をつなぐ親の会発足
余目町手をつなぐ親の会発足

庄内地区心身障害者親の会発足
朝日手をつなぐ親の会発足
三川町手をつなぐ親の会発足
八幡手をつなぐ親の会発足
羽黒町手をつなぐ親の会発足
櫛引手をつなぐ親の会発足
鮭川村手をつなぐ親の会発足

朝日町手をつなぐ親の会発足

舟形町手をつなぐ親の会発足

大石田町手をつなぐ親の会発足
戸沢村手をつなぐ親の会発足

西川町手をつなぐ親の会発足
真室川町手をつなぐ親の会発足
金山町手をつなぐ親の会発足
大蔵村手をつなぐ親の会発足

山形県手をつなぐ育成会の歴史
平成７年
1995年
平成８年
1996年
平成９年
1997年
平成１０年
1998年
平成１１年
1999年
平成１２年
平成１３年
2001年
平成１４年
2002年
平成１５年
2003年
平成１６年
2004年
平成１７年
2005年
平成１８年
2006年
平成１９年
2007年

第７回山形県精神薄弱者福祉大会（寒河江市）
第８回山形県知的障害者福祉大会（長井市）
第９回山形県知的障害者福祉大会（鶴岡市）
会報誌「手をつなぐ親たち」年２回に発行を変更
第１０回山形県知的障害者福祉大会（新庄市）
第１１回山形県知的障害者福祉大会（尾花沢市）
第４０回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（天童市）
第１２回山形県知的障害者福祉大会（天童市）
第１３回山形県知的障害者福祉大会（寒河江市）

山形県手をつなぐ親の会支部４３支部

第１４回山形県知的障害者福祉大会（高畠町）
第三代理事長就任 守谷俊雄
第１５回山形県知的障害者福祉大会（三川町）
第１６回山形県知的障害者福祉大会（新庄市）
第１７回山形県知的障害者福祉大会（東根市）

第４６回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（天童市）
第１８回山形県知的障害者福祉大会（天童市）
社会福祉法人山形県手をつなぐ育成会と改称
（旧名称・社会福祉法人山形県手をつなぐ親の会）
第１９回山形県知的しょうがい者福祉大会（寒河江市）
平成２０年 第２０回山形県知的しょうがい者福祉大会（米沢市）
2008年
平成２１年 第２１回山形県知的しょうがい者福祉大会（酒田市）
2009年 万世通勤寮廃止
しょうがい者就労継続支援事業所「すてっぷ」開所
しょうがい者相談支援事業所「すてっぷ」開所
しょうがい者共同生活援助事業「すてっぷⅠ，Ⅱ」開所
しょうがい福祉サービス事業所「友愛園」開設（自立支援移行）
（旧知的しょうがい者通所授産施設「友愛園」）
平成２２年 一般社団法人山形県手をつなぐ育成会の設立
2010年
（社会福祉法人山形県手をつなぐ育成会から分離独立）
（社会福祉法人山形県手をつなぐ育成会事務局は米沢へ移転）
第２２回山形県知的しょうがい者福祉大会（新庄市）
平成２３年 第５１回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（山形市）
2011年
第２３回山形県知的しょうがい者福祉大会（山形市）
山形県手をつなぐ育成会ホームページ開設
平成２４年 第２４回山形県知的しょうがい者福祉大会（村山市）
2012年
第四代理事長就任 田中俊久
平成２５年 第２５回山形県知的しょうがい者福祉大会（寒河江市）
2013年
地域活性化事業開始・初年度（共同募金会支援事業）
平成２６年 第２６回山形県知的しょうがい者福祉大会（長井市）
2014年
地域活性化事業２年目（共同募金会支援事業）
平成２７年 第２７回山形県知的しょうがい者福祉大会（鶴岡市温海）
2015年
地域活性化事業３年目（共同募金会支援事業）
家族と支援者が共に学ぶセミナー開催
（障害者の家族・支援者・学校・事業所職員など関係者全てが参加者）
平成２８年 第２７回山形県知的しょうがい者福祉大会（新庄市）
2016年
地域福祉・住宅福祉事業初年度

平成２９年
2017年

山形県内各支部の歴史

各支部親の会から育成会への改称始まる

社福分離事業所の団体会員制度導入・７団体

団体会員10団体へ

「花笠ほーぷ隊」結成
知的障がいや発達障がいを分かりやすい「疑似
体験」を通して障がいの特性を感じて知って
もらう活動

