一般社団法人西宮市手をつなぐ育成会運動の歩み
事
項
年．月
1963(S38).11 西宮市手をつなぐ親の会発足
1964(S39).５ 会長 金子 正之 就任

会長

長尾

はま子

手をつなぐ親の会愛のひとしずく運動開始

1966(S41).

兵庫県精神薄弱者福祉大会を浜脇中学にて開催
会長
長久 清 就任
1967(S42).５
学齢前障害児通園施設建設の申請
市立海の家にて一泊研修
巡回更生相談始まる

1968(S43).

第１回西宮市福祉大会

1969(S44).
８

学齢前障害児通園施設「北山学園」開園
親子１泊研修（社高校東条分校）にて親なき後を話し合う
（成人居住施設一羊園建設運動の契機となる。）
親の会初の手づくりバザー
（収益金を市へ寄付し、名神あけぼの園に知的障害者の入所決まる）
成人施設建設へ向けて懇談会

11

臨時総会開催、成人居住施設一羊園建設を議決

1970(S45).
1971(S46).１

十日戎

売店・募金始まる（H6まで毎年実施）

愛のチャリティバザーの実施（H22まで毎年実施）
阪神地区手をつなぐ親の会保護者研修会

西宮市で開催

一羊園建設資金作りの街頭募金活動開始
一羊園建設資金作りのスペイン絵画チャリティセール

1972(S47).

阪神養護学校開校 （阪神六市一町組合立）
２泊３日親子研修（市島学園キャンプ）（S59まで毎年実施）
兵庫県精神薄弱者福祉大会

西宮市で開催

西宮青年生活学級開講

1973(S48).

養護高等学校設置請願書を市議会に提出
杉本 常夫 就任
阪神地区相談員研修会 西宮市で開催

1974(S49).５ 会長
1975(S50).３

一羊園建設資金作りのチャリティショー開催
生活訓練学級開設（H9
臨時総会

1976(S51).６

閉級）

一羊園建設問題

「社会福祉法人一羊会」設立認可
阪神地区手をつなぐ親の会保護者研修会

西宮市で開催

一羊会「一羊園」起工式
津守 千代 就任
一羊会「一羊園」開園（山口町）

1977(S52).５ 会長

阪神養護学校

県立に移管

親の会理事会において共同作業所設置を議決
西宮市議会において共同作業所設置の予算案可決

1978(S53).
６

｢すずかけ共同作業所｣開設（石在町・無認可）
一羊園福祉会（後援会）創立総会

1979(S54).５ 会長
12
1980(S55).５

松浦

万里子 就任

一羊会｢すずかけ共同作業所・第２作業場｣開設（下大市東町・無認可）
一羊会「一羊園」小舎竣工式
機関誌「手に手を」第20号発行

1981(S56).

国際障害者年推進協議会発会式
西宮市心身障害児者団体連絡協議会発足
西宮市社会福祉大会にて親の会表彰される

1981(S56).12

「フレンドハウス｣(昼間一時預かり施設)市の委託を受け開設（和上町）
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年．月
1982(S57).６

事
項
「すずかけ共同作業所」法内施設にむけて請願書提出

８

にしのみや市民祭りに参加出店

10

阪神地区手をつなぐ親の会保護者研修会 西宮市で開催
「すずかけ共同作業所･第３作業場」開設(和上町フレンドハウス内・無認可)
（S59.4 閉鎖）
西宮市議会において、市消防局職員待機宿舎を「すずかけ作業所」法内施設として
改造する予算案可決
一羊会理事会に於いて「すずかけ作業所」運営を議決

12
1983(S58).２
11
1984(S59).６

（以後継続）

一羊会「すずかけ作業所」開所式（津門大塚町）
｢フレンドハウス｣和上町より津門大塚町へ移転

1985(S60).４

西宮市総合福祉センター竣工式
西宮市立「いずみ園」開園式

1986(S61).

一羊会「一羊園」作業棟竣工式

1987(S62).４

親の会法外施設基金制度発足

７

一羊会｢すずかけ労働センター｣開設（愛宕山・無認可）

10

親の会宿泊訓練ホーム開始
西宮市立｢名神あけぼの園｣移転開園式

1988(S63).
10
1989(H元).４
５

阪神地区手をつなぐ親の会保護者研修会 西宮市にて開催
一羊会｢すずかけ第２作業所｣開設（上甲子園・無認可）
同敷地内に「すずかけ労働センター」移転
一羊会 グループホーム開設
機関誌「手に手を」第30号発行

1990(H２).４

一羊会｢すずかけ第２作業所｣法内施設となる
一羊会

生活ホーム開設

1991(H３).10

近畿精神薄弱者福祉大会

西宮市にて開催

1992(H４).４

親の会宿泊訓練ホーム、すずかけ宿泊訓練ホームを合併運営
一羊会｢すずかけ第２作業所｣定員増(40→50）

1993(H５).４

一羊会｢すずかけ作業所松並町分場｣開設（～H9.3）
一羊会

1994(H６).２
４
４
11

グループホームと生活ホームを統合、すずかけ生活センター発足（山中町）

西宮市手をつなぐ親の会30周年記念式典
「西宮市手をつなぐ親の会30周年記念誌」発行
宿泊訓練ホーム、すずかけ生活センターを合併しフレンドハウスを含め、
「親の会生活支援センター」とする（H8.3 分離）
一羊会｢すずかけ第３作業所(第１次)｣市の委託を受け開設（浜町・無認可）
(H9.4廃止、武庫川すずかけ作業所となる）
阪神地区手をつなぐ親の会保護者研修会 西宮市にて開催

５

阪神淡路大震災
震災の二次災害により、すずかけ第２作業所、すずかけ労働センター、すずかけ松並町分
場の撤去が決まる
上記移転に関して市長に要望書を提出し面談

９

｢親の会緊急一時預かり事業｣実施について検討会議始まる

1995(H７).１
３

1996(H８).４

「親の会生活支援センター」分離、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、生活ホームは一羊会運営となる
｢親の会緊急一時預かり事業｣開始

９
1997(H９).２
４

一羊会｢すずかけ第２作業所｣移転（西宮浜）
宿泊訓練ホーム、緊急一時預かり、フレンドハウスを合わせ、
名称を｢親の会生活支援事業げんきぼし｣とする
一羊会運営「西宮市立 武庫川すずかけ作業所｣開設 （武庫川町）

1997(H９).５ 会長
10

岡崎

陽子

就任

近畿知的障害者福祉大会

西宮市にて開催

1997(H９).12

一羊会｢すずかけ労働センター｣再建（上甲子園）

1998(H10).４

｢法外施設基金管理委員会｣発足（～H14.10）
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年．月
1998(H10).11

事
項
本人部会準備委員会発足（H11.4

1999(H11).３

第30回愛のチャリティバザー開催

本人活動支援者の会に名称変更）

３

本人部会準備会発足（H11.11

会の名称を「のじぎくの会」とする）

３

機関誌「手に手を」第40号発行

４

一羊会｢一羊園通所部｣開設（山口町）

４

高校生緊急一時利用、フレンドハウス時間外利用開始

５

「親の会法外施設基金制度」見直し

11

ガイドヘルパー派遣事業を市の委託を受け開始（～H15.3)

上限額を定める

４

一羊会「すずかけ生活センター ホーム『俊』」開設
一羊会「すずかけ第３作業所(第２次)」開設（浜町・無認可）
(H17.4 上甲子園に移転）
中学生緊急一時預かり、宿泊訓練ホームの中・高校生利用開始

５

西宮市手をつなぐ育成会に名称変更

８

一羊会と合同で「将来構想検討委員会」を発足

10

一羊会「一羊園地域療育等支援施設事業」開始

2000(H12).２
４

５

第９回ひょうご・ゆうあい音楽祭 西宮市にて開催
（社会福祉法人円勝会「夢の虹工房」開設（無認可・久保町））
（H15.3 枝川町に移転、「ドリーム甲子園」開所 ）
「西宮市手をつなぐ育成会生活支援事業げんきぼし｣から
「西宮市手をつなぐ育成会地域生活支援事業ジョイント」に名称変更
２４時間３６５日の支援として“ケアサービス”開始

10

阪神地区手をつなぐ育成会保護者研修会

11

のじぎくの会第１回総会・報告会の開催

11

全国地域生活支援ネットワーク「にしのみやフォーラム」西宮市にて開催

2001(H13).２
４
４

2002(H14).１
３

西宮市にて開催

常任理事会、理事会において社団法人設立を承認、社団法人設立準備委員会設置
｢愛のチャリティバザー｣から｢にしのみや愛のチャリティバザー｣に名称変更

５

定期総会において社団法人設立を承認

５

「法外施設基金」を｢育成会基金」に名称変更

10

社団法人西宮市手をつなぐ育成会創立総会

10

社団法人西宮市手をつなぐ育成会設立許可申請

2002(H14).11
12
2003(H15).４

社団法人西宮市手をつなぐ育成会設立 会長 岡崎 陽子 就任
社団法人西宮市手をつなぐ育成会

第１回理事会

知的障害者居宅介護事業、児童居宅介護事業を県の指定を受け開始

４

「ジョイント」正規職員辞令交付式

４

社会福祉法人一羊会「地域生活支援センター」開設

５

社団法人設立＆結成40周年特集号「感謝をこめて」の刊行
一羊会地域生活支援センターと育成会地域生活支援事業「ジョイント」との統合につい
て、「一羊会・育成会合同検討委員会」を設置（～H16.4）
臨時総会において、一羊会地域生活支援センターと育成会地域生活支援事業「ジョイン
ト」との統合を決議
平成15年度定期総会（育成会初の予算総会）において、上記事業統合について、定款の変
更を可決承認
育成会地域生活支援事業「ジョイント」廃止

11
2004(H16).１
３
３

４ 会長

2005(H17).２

西尾 永子 就任
一羊会「地域生活支援センター『ジョイント』」スタート
「一羊会・育成会合同検討委員会」は「ジョイント連絡会」となる
機関誌「手に手を」第50号発行

2005(H17).２

第１回「はばたくアート展」（知的障害児・者作品展）の開催（以後、隔年で開催）

４

4
10

（社会福祉法人聖徳園「ワークメイト西宮」開設（久保町・無認可））
（H19.4 浜町に移転、新事業体系に移行）
内規（組織規程、旅費・交通費規程、慶弔規程、会議運営規則）の制定
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５

事
項
市より市制80周年記念感謝状受賞
「育成会基金の使途についての検討委員会」設置（～H18.5）
育成会基金の使途について検討を開始
「入会金及び会費規約」改正 積立金を廃止し協力金のみとする
平成18年度通常総会（平成17年度決算総会）において、ジョイント本拠地建設のため、
土地代を一羊会に寄付することを議決
一羊会「ジョイント本拠地建設準備委員会」を設置

７

会費・協力金の自動引き落としを開始

７

公益法人の業務状況等検査（県の監査）

11

育成会案内リーフレットの作製

2007(H19).２

第２回はばたくアート展を開催

年．月
2005(H17).10
10
2006(H18).４
５

５
５
11

育成会ホームページの開設
平成1９年度通常総会（平成1８年度決算総会）において、前年度総会で議決した土地代と
しての寄付を建設資金としての寄付へと変更し、金額を定める
一羊会「ジョイント」の本拠地建設用地が決まる（津門大塚町）
一羊会「ジョイント本拠地建設準備委員会」は「ジョイント本拠地建設委員会」になる

2008(H20).４

「入会金及び会費規約」改正

入会金を一律１万円に変更

７

オープンセミナー（連続公開講座・全４回）の開催（以後毎年実施）

10

阪神地区手をつなぐ育成会保護者研修会

12

財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成金事業として、パソコン及び印刷機を購入

2009(H21).２

西宮市にて開催

財団法人長谷川福祉会助成金事業として、第３回はばたくアート展を開催

６

一羊会「ジョイント」本拠地建設に関わる寄付（１億４千万円）

８

親子教室「創作活動」の開催

11

市内小中学校特別支援学級との交流の実施

2010(H22).１

機関誌「手に手を」第60号発行

２

特別支援教育にかかる情報化研修の開催

２

第41回にしのみや愛のチャリティバザーの開催（最終回）

３

一羊会「一羊園」移転建替に関わる寄付（４２０万円）

一羊会「ジョイント」新本拠地竣工式（育成会事務所併設）
４ 会長 山本 加津美 就任
３
４

育成会新事務所へ移転（津門大塚町）

４

（社会福祉法人聖徳園「ワークメイト西宮聖徳園」開設（久保町）)

４

兵庫県立芦屋特別支援学校開校

６

西宮市知的障害者相談員による「第１回知的障害者相談会」の開催（以後偶数月開催）

６

兵庫県平成22年度障害児等療育支援設備充実事業として

７

一般社団法人移行準備委員会の設置

７

知的障がい児の余暇支援「エンジョイ・サマー」の実施（以降2014年まで毎年実施）

８

「臨床動作法研修会」の開催（以降2015年まで毎年実施）

2011(H23).２

ﾊﾟｿｺﾝ、ﾐｼﾝ等購入

大和証券福祉財団助成金事業として、第４回はばたくアート展を開催

３

「第三者評価」の実施（評価先：すずかけ作業所）

４

新公益法人法により一般社団法人西宮市手をつなぐ育成会に移行

４

育成会体験入会の開始

５

一般社団法人西宮市手をつなぐ育成会

11

「第三者評価」の実施（評価先：すずかけ第２作業所）

2012(H24).２
２

第１回理事会

「地区懇談会」の実施
一羊会「一羊園」竣工式

（移転建替

山口町）

2012(H24).11

「第三者評価」の実施（評価先：すずかけ労働センター）

2013(H25).２

一羊会「今津上野町ホーム」竣工式（ユニット型女子ホーム）

２

第5回はばたくアート展を開催
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年．月
2013(H25).５

事
項
西宮市手をつなぐ育成会結成50周年記念式典
「西宮市手をつなぐ育成会結成50周年記念誌」発行

５

市長より結成50周年にあたり感謝状受賞

５

「入会金及び会費規約」改正
学齢期会員の入会金は免除に、年会費は5,000円に変更
学齢期会員（中学生以下）の協力金は「猶予できる」に変更
本人会員の年会費を免除に変更
生活保護家庭の年会費を5,000円に変更

６

社会福祉協議会の協力で「地区懇談会」を開催

10

近畿知的障害者福祉大会（兵庫県知的障害者福祉大会併催）

2014(H26).３

育成会体験入会制度の終了

５ 会長
2015(H27).１

西宮市にて開催

小川

加代子

就任

機関誌「手に手を」第70号発行

７

社会福祉法人丸紅基金助成金事業として、第６回はばたくアート展を開催
一羊会「上甲子園事業所」竣工式
「上甲子園すずかけ作業所」「カノン上甲子園（カノン今津出張所）」「上甲子園ホー
ム」
余暇活動の実施

10

阪神地区手をつなぐ育成会保護者研修会

２
４

2016(H28).５ 会長

近藤

眞由美

西宮市にて開催

就任

ホームページリニューアル
「西宮市手をつなぐ育成会」のシンボルロゴ作成
６

市内地域生活支援事業運営法人・行政との地域生活基盤整備についての協議開始

10

啓発音楽ライブイベント「Imajin 2020 inにしのみや」開催

12
2017(H29).11

2018(H30).２

西宮啓発隊「輪・和・ＷＡ」発足
全国手をつなぐ育成会地域活性化助成金事業として
「育成会フォーラム2017～みんなですすめる「安心」のまちづくり」を開催
（地域自立支援協議会共催）
第7回はばたくアート展を開催
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