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昭和２６年
1951年
昭和２７年 全日本精神薄弱児育成会
1952年
（別の名を「手をつなぐ親の会」）を設立
第１回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
昭和２８年 第２回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
1953年
昭和２９年 第３回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
1954年
昭和３０年 社団法人全国精神薄弱者育成会となる
1955年
第４回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
昭和３１年 月刊指導誌「手をつなぐ親たち」創刊
1956年
第５回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
昭和３２年 第６回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
1957年

昭和３３年
1958年
昭和３４年
1959年
昭和３５年
1960年

第７回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）

社会福祉法人全日本精神薄弱者育成会となる
第８回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
第９回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
精神薄弱者福祉法公布
精神薄弱者福祉法施行
身体障害者雇用促進法制定
昭和３６年 第１０回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
1961年
第１回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（仙台市）
昭和３７年 第１１回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
1962年
第２回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（秋田市）
厚生省育成会に対し始めて国庫補助金
ＮＨＫ第２「精薄児のために」放送開
昭和３８年
1963年
昭和３９年
1964年

第１２回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
第３回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（福島市）
第１３回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
第４回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（山形市）
在宅重度精神薄弱児扶養手当支給開始
ＮＨＫ「テレビ特殊学級」放送開始
精神薄弱愛護大学開催
昭和４０年 第１４回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
1965年
第５回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（盛岡市）

昭和４１年 全日本精神薄弱者育成会創立１５周年記念大会（東京都）
1966年
第６回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（青森市）

昭和４２年 第１６回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（大阪市）
1967年
第７回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（仙台市）
日本知的障害者福祉協会、財団法人認可
精神薄弱問題議員連盟発足
愛のひとしずく運動はじまる

山形県内の歴史
知的障害児施設「山形県立最上学園」創立
山形県特殊教育研究会発足
山形県社会福祉協議会発足
山形県共同募金会発足
日新小学校に特殊学級（促進）開設（新庄市）
山形５小に精神薄弱特殊学級開設
山形県教育委員会認可
精神薄弱学級県内７校に開設

特殊学級に入級できない子のため日曜学校
施設（精薄）児童に間食費５円認められる
山形一中・鶴岡三中に
特殊学級（ひまわり）開設
児童福祉法による精神薄弱通園施設
「松原学園山形」創設
寒河江小に特殊学級開設
米沢市東部小に特殊学級開設
知的障害児通園施設
「こまくさ学園」創設（山形市）

山下清・特殊学級作品展（丸久）

救護施設紅花ホーム創設（天童市）
特殊学級２１学級（小１５、中６）
県内特殊学級４２（小３１、中１１）
知的障害児施設
「山形県立やまなみ学園」創設
知的障害児通園施設
「はまなし学園」創設（酒田市）
県内特殊学級７２（小５５、中１７）
県内特殊学級９７（小６９、中２８）
知的障害児施設
「山形県立鳥海学園」創設（吹浦）

精神薄弱者施設設置について
知事、県議会に陳情
山大教育学部に養護学校教員養成課程開設
県内特殊学級１１９（小８１、中３８）
県内特殊学級１３６（小８９、中７４）
精神薄弱通園施設あおば学園創立（鶴岡市）
知的障害者更正施設（入所）
「吹浦荘」創立（遊佐町）
県ＰＴＡ連合天童大会に精神薄弱
コロニー建設に関し協力賛成を得る
コロニー建設懇談会（新庄市）
山形県コロニー協会発足
コロニー早期建設陳情、知事及び議会
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昭和４３年 第１７回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
1968年
第８回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（秋田市）
厚生省に障害福祉課新設
精神薄弱相談員全国で２０００人決定
ＮＨＫ主催「精薄児をもつ親の集い」
昭和４４年 第１８回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（大阪市）
1969年
第９回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（福島市）
障害者雇用奨励金制度発足（精薄含む）
養護学校未設置県解消５か年計画決定
国立特殊教育総合研究所設置決定
家庭訪問教育開始（神奈川県）
昭和４５年 第１９回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（札幌市）
1970年
第１０回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（米沢市）
心身障害者基本法制定
心身障害者扶養共済制度発足
昭和４６年 第２０回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
1971年
第１１回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（青森市）
昭和４７年 第２１回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（沖縄県那覇市）
1972年
第１２回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（岩手県）
児童手当法公布

精神薄弱相談員６月１日発足
県内特殊学級１７２（小１０６、中６６）
山大教育学部附小に特殊学級開設
国立療養所（米沢）に
重症心身障害児者病棟創設
国立療養所に創設の
重症心身障害児施設「いこい荘」開所
県内特殊学級１７６（小１０９、中６７）
あおば学園竣工式（鶴岡市）

昭和４８年 第２２回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（三重県津市）
1973年
第１３回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（仙台市）
精神薄弱者寮育手帳実施要領通達
昭和５４年度より養護学校養務制の制令公布
厚生省障害者の就職支度金支給決定（１万円）

「ちえおくれの子の妊婦出産前の調査」
知的障害者更正施設（入所）
「山形県立慈丘園」創設（鶴岡市）
県内特殊学級２１５（小１３１、中８４）
重度心身障害者更生援護施設「梓園」竣工式
県心身障害者総合コロニー「希望が丘」起工式
県内特殊学級２２７（小１４１、中８６）
県心身障害者総合コロニー（入所）
「希望が丘」創設（川西町）
知的障害者授産施設（入所）
「あさひ寮」創設（川西町）
県立米沢養護学校開設
知的障害者更正施設（入所）
「しらさぎ寮」創設（川西町）

昭和４９年 第２３回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（山口県萩市）
1974年
第１４回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（福島市）

昭和５０年 第２４回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（山形市）
1975年
第１５回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（山形市）
全日本精神薄弱者育成会役員会（東京）

昭和５１年 第２５回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
1976年
第１６回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（秋田市）

昭和５２年 第２６回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京）
1977年
第１７回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（盛岡市）
一才半検診実施決定

昭和５３年 第２７回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（新潟県湯沢市）
1978年
第１８回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（青森市）
在宅重度精神薄弱者訪問審査事業新設
文部省特殊教育百年記念大会開催

手をつなぐ親の会及び
及び教育関係者で未就学児をなくす会発足
県内特殊学級１８４（小１１５、中６９）
山大教育学部附中に特殊学級開設
県内特殊学級２００（小１２２、中７８）
心身障害児者を励ます会設立総会（山形市）
県内特殊学級２０９（小１２９、中８３）
一日県庁で県立養護学校（精神薄弱）

「緊急一時保護」の予算化陳情民生部へ
県社協主催、予算対策委員会
心身障害者保養センター起工式
知的障害者更正施設（入所）
「ひめゆり寮」創設（川西町）
精神薄弱者通所援護事業発足
精神薄弱者職業相談員制度発足
５４年度養護学校義務制について研修（県庁）

県立養護学校（精神薄弱）村山地区へ建設陳情
県内特殊学級２０８（小１３６、中７２）
県肢体不自由協議会創立２０周年大会（山形市）
知的障害児通園施設
「山形ひかり学園」創設（上山市）
知的障害者更正施設（入所）
「まつのみ寮」創設（川西町）
山形県知的障害者福祉協会設立
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昭和５４年 第２８回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（北海道札幌市）
1979年
第１９回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（仙台市）
全日本特殊教育連盟３０周年記念大会（東京）
厚生省、精神薄弱者福祉ホーム整備運営費補助創設
文部省、養護学校義務制実施
養護学校教育義務制実施
精神薄弱者福祉ﾎｰﾑ、心身障害者総合通園ｾﾝﾀｰ制度発足
設置運営センター設置運営要項制定
心身障害者共済制度改正
昭和５５年 第２９回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（和歌山県白浜町）
1980年
第２０回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（福島市）
昭和５６年 全日本精神薄弱者育成会３０周年記念全国大会（東京）
1981年
第２１回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（天童市）
第１回スペシャルオリンピック全国大会（藤沢市）
国際障害者年記念国民会議開催
国際障害者年中央記念集会東京大会
１２月９日を「障害者の日」とする
昭和５７年 第３１回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（静岡県熱海市）
1982年
第２２回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（秋田市）
第１回手をつなぐ作品展（東京）
第２回スペシャルオリンピック全国大会（東京）
第８回世界精神薄弱者育成連盟世界大会
身障者運賃割引の方法、窓口で
手帳呈示の方法によることに改正
国際障害者年推進本部 「障害者対策に関する長期計画」発表
昭和５８年 第３２回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（愛媛県松山市）
1983年
第２３回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（青森市）
国連・障害者の１０年
昭和５９年 第３３回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（岩手県盛岡市）
1984年
第２４回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（盛岡市）

知的障害者授産施設（入所）
「こだま寮」創設（川西町）

昭和６０年 第３４回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（兵庫県神戸市）
1985年
第２５回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（白石市）

知的障害者更正施設（入所）
「清流園」創設（戸沢村）
知的障害者通勤寮「蔵王通勤寮」創設（山形市）
べにばな作業所開所（山形市手をつなぐ親の会）
（ワークランドべにばなの出発点）

昭和６１年
1986年
昭和６２年
1987年
昭和６３年
1988年
昭和６４年
平成元年
1989年
平成２年
1990年

平成３年
1991年

平成４年
1992年
平成５年
1993年

第３５回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
第２６回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（飯坂温泉）
第３６回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（鳥取県米子市）
第２７回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（上山市）
第３７回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（長崎県長崎市）
第２８回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（鹿角市）
第３８回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（石川県金沢市）
第２９回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（三沢市）
第３９全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（北海道札幌市）
第３０回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（盛岡市）

知的障害者授産施設（入所）
「愛光園」創設（鶴岡市）

知的障害者更正施設（入所）
「新生園」創設（尾花沢市）
知的障害者授産施設（通所）
「寒河江共労育成園」創設（寒河江市）

知的障害者更正施設（通所）
「まんさくの丘」（恵光園）創設（山形市）

知的障害者授産施設（通所）
「のぞみの家」創設（山形市）

山形市特殊学級親の会結成総会

知的障害者更正施設（入所）
「山形育成園」創設（上山市）
知的障害者更正施設（入所）
「最上ふれあい学園」東京都委託（最上町）
第４０回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（東京都）
知的障害者更正施設（入所）
第３１回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（福島市）
「和光園」創設（酒田市）
知的障害者授産施設（通所）
「さくらんぼの家」創設（米沢市）
第４１回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（大阪府大阪市）
知的障害者更正施設（入所）
第３２回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（気仙沼市）
「水明苑」（東京都委託）創設（大石田町）
第４２回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（宮城県秋保温泉） 知的障害者授産施設（通所）
第３３回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（仙台市）
「上山いずみの家」創設（上山市）
障害者基本法制定（心身障害者基本法改正）同日施行
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平成６年
1994年
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
2000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
平成２０年
2008年
平成２１年
2009年
平成２２年
2010年
平成２３年
2011年

第４３回全日本精神薄弱者育成会全国大会開催（徳島県徳島市）
第３４回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（天童市）
社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会と改称
第４４回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（大分県別府市）
第３５回精神薄弱者育成会東北ブロック大会（秋田市）
市町村障害者計画策定指針策定
（政府障害者推進本部が策定）
第４５回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催
（埼玉県大宮市・浦和市・川口市）
第３６回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（十和田湖町）
大臣官房に障害保健福祉部設置
第４６回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（岡山県岡山市）
第３７回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（盛岡市）
介護保険法制定

山形県内の歴史

知的障害者授産施設（通所）
「せせらぎの家」創設（長井市）
小規模作業所「はばたき」開所
（山形市手をつなぐ親の会）

知的障害者更正施設（入所）（通所）
「らふらんす大江」創設（大江町）
知的障害者更正施設（通所）
「根っ子杉」創設（鶴岡市）
第４７回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（岐阜県下呂温泉） 小規模作業所「どんぐり」開所
第３８回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（仙台市）
（山形市手をつなぐ親の会）
知的障害者福祉法（精神薄弱者福祉法改題）
第４８回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（北海道札幌市）
知的障害者授産施設（通所）
第３９回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（磐梯熱海町）
「夢工房」創設（山形市）
第４９回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（奈良県奈良市）
第４０回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（天童市）
社会福祉事業法等一括改正法制定、同日施行
全日本手をつなぐ育成会創立５０周年
知的障害者更正施設（通所）
第５０回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（東京都）
「さくらんぼ共生園」創設（寒河江市）
第４１回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（男鹿市）
第５１回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（青森県青森市）
知的障害者更正施設（入所）
第４２回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（青森市）
「恵風園」創設（鶴岡市）
障害者終業・生活支援センター
（サポートセンターおきたま）創設（長井市）
支援費制度施行
知的障害者授産施設（通所）
第５２回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（香川県高松市）
「こぶしの家」創設（白鷹町）
第４３回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（花巻市）
「べにばな作業所」と作業所「どんぐり」が
合併デイサービスしろにしで再スタート
（山形市手をつなぐ親の会）
第５３回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（沖縄県宜野湾市） 知的障害者更正施設（通所）「にじの家」創設
第４４回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（松島町）
障害者終業・生活支援センター
障害者基本法一部改正
（ジョブサポートぱる）創設（山形市）
第５４回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（広島県広島市）
知的障害者更正施設（通所）
第４５回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（福島市）
「ゆうとぴい」創設（遊佐町）
県内小規模作業所ＮＰＯ法人化加速（自立支援移行に向けて）
第５５回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（千葉県千葉市）
障害者終業・生活支援センター
第４６回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（天童市）
（サポートセンターかでる）創設（酒田市）
障害者自立支援法施行
ＮＰＯ法人べにばな設立
（山形市手をつなぐ育成会）
第５６回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（富山県富山市）
社会福祉法人「手をつなぐ会」設立
第４７回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（十和田市）
（山形市手をつなぐ育成会）

第５７回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（北海道札幌市）
第４８回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（秋田市）
第５８回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（滋賀県大津市）
第４９回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（盛岡市）
第５９回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（福島県郡山市）
第５０回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（郡山市）
全日本手をつなぐ育成会創立６０周年
第６０回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（東京都）
第５１回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（山形市）
平成２４年 第６１回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（高知県高知市）
2012年
第５２回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（宮城県仙台市）

２００８スペシャルオリンピックス
日本冬季ナショナルゲーム・山形開催

全日本育成会・全国育成会連合会
・手をつなぐ東北ブロック協議会の歴史及び関係情報
平成２５年
2013年
平成２６年
2014年

第６２回全日本手をつなぐ育成会全国大会開催（大分県別府市）
第５３回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（秋田県秋田市）
全日本手をつなぐ育成会解散
全国手をつなぐ育成会連合会を発足
第１回全国手をつなぐ育成会連合会開催（島根県松江市）
第５４回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（青森県三沢市）
平成２７年 第２回全国手をつなぐ育成会連合会開催（愛知県名古屋市）
2015年
第５５回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（岩手県花巻市）
平成２８年 第３回全国手をつなぐ育成会連合会開催（神奈川県横浜市）
2016年
第５６回手をつなぐ育成会東北ブロック大会（宮城県仙台市）

平成２９年
2017年

平成３０年
2019年

山形県内の歴史

県内特別支援学校分校が４校開校
（山形校・天童校・寒河江校・長井校）

県内特別支援学校分校が１校開校
（大江校）
アビリンピックやまがた開催

