
山口県知的障害者福祉協会の活動年表 

年度・施設数 内 容 

昭和41年度 

（６施設） 

・山口県精神薄弱者愛護協会結成〔６施設加入〕（２月）

・会長 福井治郎、副会長 石田 與 就任

・加入施設（児収）県立このみ園（25.12月開設）
（児収）善和園育成部（33.５月開設） 
（児収）城南学園児童部（34.２月開設） 
（児通）白鳩学園育心館（38.７月開設） 
（更生）よしみ園（なごみの里）（40.８月開設） 
（児収）若草園（40.12月開設） 

昭和42年度 

（７施設） 

・第９回中・四国地区精神薄弱施設職員研究会を開催（７月 長門市）

・研究集録 №１発刊

・加入施設（児収）希望の家（鹿野学園）（４月開設）

昭和43年度 

（７施設） 
・研究集録 №２発刊

昭和44年度 

（10施設） 

・会長 田中文治、副会長 石田 與 就任

・研究集録 №３発刊

・加入施設（授産）白鳩学園育成館（４月開設）
（通授）防府市愛光園（６月開設） 
（授産）ふしの学園授産部（７月開設） 

昭和45年度 

（11施設） 

・研究集録 №４発刊

・加入施設（更生）善和園更生部（４月開設）

昭和46年度 

（14施設） 

・研究集録 №５発刊

・加入施設（児収）るりがくえん（４月開設）
（授産）くすの園（９月開設） 
（児通）ふたば園児童部（１月開設） 

昭和47年度 

（14施設） 

・研究集録 №６発刊

・（児収）若草園廃止（３月）

・加入施設（更生）つくし園（12月開設）

昭和48年度 

（16施設） 

・規約一部改正（４月）

・会長 尾崎勇一、副会長 石田 與 就任

・第11回全国精神薄弱児（者）施設職員研究協議会を開催（９月 山口市）

・研究集録 №７発刊

・加入施設（児通）うべつくし園（４月開設）
（通勤）善和園通勤寮（４月開設） 

昭和49年度 

（18施設） 

・研究集録 №８発刊

・加入施設（更生）るりがくえん青年寮（６月開設）

（通授）ふたば園成人部（３月開設） 

昭和50年度 

（18施設） 

・第15回中国地区精神薄弱施設親善球技大会を開催（９月 光市）

・研究集録 №９発刊

昭和51年度 

（18施設） 

・第８回中国地区精神薄弱関係施設長会を開催（５月 山口市）

・研究集録 №10発刊

昭和52年度 

（20施設） 

・組織強化に伴う規約改正（１月）

・会長 尾崎勇一、副会長 石田 與・永山敏照 就任

・研究集録 №11発刊

・加入施設（更生）県立たちばな園（６月開設）
（更生）しょうせいえん（７月開設） 



年度・施設数 内 容 

昭和53年度 

（22施設） 

・第20回中・四国地区精神薄弱施設職員研究協議会を開催（７月 萩市）

・研究集録 №12発刊

・加入施設（通授）うべくるみ園授産部（４月開設）
（通勤）よしみ園（なごみの里）通勤寮（４月開設） 

昭和54年度 

（23施設） 

・副会長 石田 與辞任、富田幸夫 就任

・研究集録 №13発刊

・加入施設（更生）あけぼの園（７月開設）

昭和55年度 

（25施設） 

・副会長 富田幸夫辞任、清水寿一 就任

・第20回中国地区精神薄弱施設親善球技大会を開催（９月 光市）

・研究集録 №14発刊

・加入施設（更生）防府市太平園（４月開設）
（通更）白鳩学園育英館（６月開設） 

昭和56年度 

（26施設） 

・会長 永山敏照、副会長 清水寿一・石田 與 就任

・第13回中国地区精神薄弱関係施設長会を開催（５月 山口市）

・研究集録 №15発刊

・加入施設（授産）安岡苑（６月開設）

昭和57年度 

（29施設） 

・研究集録 №16発刊
・加入施設（更生）鹿野学園成人部（４月開設）

（更生）若葉園（４月開設） 
（通授）小野田市まつば園（４月開設） 
（更生）よしみ園高齢者棟（４月併設） 

昭和58年度 

（31施設） 

・第25回中・四国地区精神薄弱施設職員研究協議会を開催（７月 山口市）

・しょうせいえん通所部併設（４月）

・加入施設（通授）しらかば園（４月開設）
（更生）城南学園更生部（４月開設） 

昭和59年度 

（30施設） 

・会長 清水寿一、副会長 石田 與・福島武彦 就任

・研究集録 №17発刊

・（児通）白鳩学園育心館廃止

・しょうせいえんミニ福祉ホーム併設（２月）

昭和60年度 

（31施設） 

・会長 石田 與、副会長 村上修好・木元アヤ子 就任

・第25回中国地区精神薄弱施設親善球技大会を開催（９月 山口市）

・研究集録 №18発刊

・よしみ園ミニ福祉ホーム併設（４月）

・加入施設（通授）大藤園（４月開設）

昭和61年度 

（33施設） 

・財団法人設立許可申請書提出（６月）

・財団法人設立許可（８月）

・会長 石田 與、副会長 村上修好・木元アヤ子 就任

・財団法人設立記念式典挙行（10月）

・研究集録 №19発刊

・加入施設（更生）しんわ苑（４月開設）

（通授）はまゆう園（４月開設） 

昭和62年度 

（36施設） 

・会長 石田 與 辞任、村上修好 就任

・研究集録 №20発刊

・加入施設（更生）ひかり苑（４月開設）
（更生）福祥苑（４月開設） 
（通授）さつき園（４月開設） 



年度・施設数 内 容 

昭和63年度 

（37施設） 

・会長 脇本正昭、副会長 木下生也・藤井一夫 就任

・第１回山口県精神薄弱施設福祉振興大会を開催（９月 山口市）

・研究集録 №21発刊

・加入施設（更生）陽の出園（４月開設）

平成元年度 

（37施設） 

・第２回山口県精神薄弱施設福祉振興大会を開催（11月 山口市）

・研究集録 №22発刊

平成２年度 

（39施設） 

・会長 脇本正昭、副会長 池田定夫・吉岡公夫 就任

・第３回山口県精神薄弱施設福祉振興大会を開催（９月 徳山市）

・第30回中国地区精神薄弱施設親善球技大会を開催（10月 山口市）

・研究集録 №23発刊

・加入施設（更生）みつば園（４月開設）
（通授）鳴滝園（４月開設） 

平成３年度 

（42施設） 

・第４回山口県精神薄弱施設福祉振興大会を開催（10月 萩市）

・第23回中国地区精神薄弱関係施設長会を開催（４月 山口市）

・研究集録 №24発刊

・加入施設（更生）ひらきの里（４月開設）
（更生）第二くすの園（４月開設） 
（通勤）るりがくえん通勤寮（５月開設） 

平成４年度 

（43施設） 

・会長 脇本正昭、副会長 池田定夫・村上修好 就任

・第５回山口県精神薄弱施設福祉振興大会を開催（10月 小野田市）

・第34回中・四国地区知的障害関係施設職員研究協議会を開催（7月 山口市） 

・研究集録 №25発刊

・加入施設（更生）員光園（４月開設）

平成５年度 

（45施設） 

・第６回山口県精神薄弱施設福祉振興大会を開催（10月 岩国市）

・研究集録 №26発刊

・加入施設（更生）ふしの学園更生部（４月開設）
（更生）城南学園第二更生部（４月開設） 

平成６年度 

（47施設） 

・会長 脇本正昭、副会長 池田定夫・村上修好 就任

・第７回山口県精神薄弱施設福祉振興大会を開催（10月 下関市）

・研究集録 №27発刊

・加入施設（更生）うべくるみ園更生部（４月開設）
（児通）鼓ヶ浦整肢学園つばさ園（４月開設） 

平成７年度 

（48施設） 

・第８回山口県精神薄弱施設福祉振興大会を開催（10月 防府市）

・第35回中国地区精神薄弱施設親善球技大会を開催（10月 山口市）

・研究集録 №28発刊

・加入施設（児通）はたぶ園（４月開設）

平成８年度 

（49施設） 

・会長 脇本正昭、副会長 村上修好・木下生也 就任

・第９回山口県精神薄弱施設福祉振興大会を開催（９月 光市）

・第28回中国地区精神薄弱関係施設長会を開催（４月 山口市）

・研究集録 №29発刊

・加入施設（通授）グリーンヒル山陽（４月開設）

平成９年度 

（50施設） 

・第10回山口県精神薄弱施設福祉振興大会を開催（11月 長門市）

・研究集録 №30発刊

・加入施設（更生）あそかの園（６月開設）



年度・施設数 内 容 

平成10年度 

（51施設） 

・会長 池田定夫、副会長 中村豊継・平尾 要 就任

・山口県精神薄弱者愛護協会を山口県知的障害者愛護協会に改名

・第11回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（10月 宇部市）

・研究集録 №31発刊

・加入施設（更生）さんみ苑（４月開設）

平成11年度 

（52施設） 

・第12回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（10月 大和町）

・研究集録 №32発刊

・加入施設（更生）第２しょうせいえん（４月開設）

平成12年度 

（54施設） 

・会長 池田定夫、副会長 中村豊継・平尾 要 就任

・会長 池田定夫 辞任、会長 平尾 要、副会長 村上修好・隅田壽三子 就任

・山口県知的障害者愛護協会を山口県知的障害者福祉協会に改名

・第40回中国地区知的障害施設親善球技大会を開催（10月 山口市）

・研究集録 №33発刊

・加入施設（通授）大和あけぼの園（４月開設）
（通更）通所員光園（９月開設） 

平成13年度 

（56施設） 

・第13回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 下関市）

・第33回中国地区知的障害関係施設長会を開催（４月 山口市）

・研究集録 №34発刊

・加入施設（更生）柳井ひまわり園（４月開設）
（更生）ゆうあい（４月開設） 

平成14年度 

（58施設） 

・会長 平尾 要、副会長 服部和夫・石田邦彦 就任

・第14回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 山口市）

・研究集録 №35発刊

・加入施設（更生）王司山田園（４月開設）
（更生）ひかりの里（４月開設） 

平成15年度 

（62施設） 

・第15回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 下松市）

・研究集録 №36発刊

・加入施設（更生）日の山のぞみ苑（４月開設）

（通授）セルプ岡の辻（10月開設） 

（通授）ワークショップすさ“ゆめ”（11月開設） 
（通授）あそかの園授産部（２月開設） 

平成16年度 

（64施設） 

・会長 平尾 要、副会長 石田邦彦・桝本裕之 就任

・第16回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 美祢市）

・研究集録 №37発刊

・るりがくえん福祉ホーム開設（４月）

・加入施設（通授）るりがくえんきらら夢KOBO（４月開設）

（通更）じねんじょ（４月開設） 

平成17年度 

（65施設） 

・第17回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 宇部市）

・第45回中国地区知的障害施設親善球技大会を開催（10月 山口市）

・研究集録 №38発刊

・加入施設（通授）周南あけぼの園（４月開設）

平成18年度 

（67施設） 

・会長 平尾 要、副会長 石田邦彦・古川英希 就任

・第18回山口県知的障害施設福祉振興大会〔協会設立40周年・法人設立20

周年記念大会〕を開催（11月 岩国市）

・第38回中国地区知的障害関係施設長会を開催（４月 山口市）

・研究集録 №39発刊

・（児収）善和園育成部廃止

・加入施設（更生）だいち善和（４月開設）

（児通）子ども発達支援センター“愛”（４月開設） 

（通授）むべの里あゆみ（４月開設） 



年度・施設数 内 容 

平成19年度 

・第19回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 下関市）

・障害者自立支援法制定により、各施設・事業所は順次事業移行

・研究集録 №40発刊

平成20年度 

・会長 平尾 要、副会長 石田邦彦・古川英希 就任

・第20回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 山口市）

・研究集録 №41発刊

平成21年度 

・第21回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 周南市）

・第49回中国地区知的障害施設親善球技大会を開催（９月 山口市）

・研究集録 №42発刊

平成22年度 

・会長 平尾 要、副会長 石田邦彦・古川英希 就任

・第52回中国・四国地区知的障がい関係職員研究協議会を開催(７月 山口市)

・第22回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 萩市）

・研究集録 №43発刊

平成23年度 

・第23回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 山陽小野田市）

・第43回中国地区知的障がい関係施設長会を開催（４月 山口市）

・研究集録 №44発刊

平成24年度 

・会長 古川英希、副会長 石田邦彦・岡本 実 就任

・第24回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 岩国市）

・研究集録 №45発刊

平成25年度 

・会長 古川英希、副会長 石田邦彦・岡本 実 就任

・一般財団法人認可申請書提出（６月）

・一般財団法人認可（４月）

・第25回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 下関市）

・研究集録 №46発刊

平成26年度 
・第26回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 山口市）

・研究集録 №47発刊

平成27年度 

・会長 古川英希、副会長 石田邦彦・岡本 実 就任

・第27回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 光市）

・第55回中国地区知的障害施設親善球技大会を開催（10月 山口市）

・研究集録 №48発刊

平成28年度 

・第28回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 長門市）

・第48回中国地区知的障がい関係施設長会を開催（４月 山口市）

・協会設立50周年・法人設立30周年記念誌を発刊

・研究集録/実践報告 №49発刊

平成29年度 

・会長 古川英希、副会長 石田邦彦・岡本 実 就任

・第29回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 宇部市）

・研究集録/実践報告 No.50発刊

平成30年度 

・第56回全国知的障害福祉関係職員研修会を開催（11月14日～16日 山口市）

（中国・四国地区知的障害関係施設職員研究協議会及び第30回山口県知的障

害福祉振興大会は、全国大会と併催）

・研究集録/実践報告 No.51発刊

平成31年度 

令和元年度 

・会長 古川英希、副会長 石田邦彦・岡本 実 就任

・第31回山口県知的障害施設福祉振興大会を開催（11月 岩国市）表彰は2年分

・研究集録/実践報告 No.52発刊


