
昭和41年（1966）　 12月 発起人会が発足（40名）

昭和42年（1967）　       2月 自閉症児親の会設立　事務局を子供の生活研究所に置く
8月 第1回全国協議会（大阪）　神戸医大、東京、大阪、名古屋、

静岡の五つの親の会が集まる

　       6月 「自閉症児の治療施設及び教育施設の整備」に関する2通の法案を国会に提出 12月 第2回全国協議会（東京）九つの親の会が集まる

？ 機関誌『いとしご』創刊号発行

昭和43年（1968） 2月 第1回総会・記念講演（秋山ちえ子氏「このごろ思うこと」）

1月 厚生事務次官通達により自閉症施設認められる

中宮病院松心園（大阪）、高茶屋病院あすなろ学園（三重）、

梅ヶ丘病院（東京）

　　　　　 6月 都立梅ヶ丘病院見学
5月 自閉症児親の会全国協議会第1回全国大会（青山学院PS講堂）

常陸宮殿下・同妃殿下ご臨席

昭和44年（1969）　 2月 東京都心身障害者福祉センター見学

　　　　 3月 第2回総会・記念講演（牧田清志氏「自閉症の治療に関して」） 4月 全国初の情緒障害学級が杉並区立堀之内小学校に開級

昭和45年（1970）　 3月 第3回総会・記念講演（上出弘之氏「自閉症と知能の障害」）
10月 自閉症児親の会全国協議会第2回全国大会（大阪）17団体、会

員1,100名

厚生省　心身障害研究を予算化する

昭和46年（1971）　 3月 第4回総会・記念講演（玉井収介氏「自閉症児の治療教育の実際と今後の方

向」）

4月 障害児の父母団体全国組織16団体が協力して（社福）全国心身

障害児福祉財団設立

昭和47年（1972）　 3月 第5回総会・記念講演（小林提樹氏「年長児問題をめぐって」）
10月 自閉症児親の会全国協議会第3回全国大会（名古屋）会員2,000

名

　 　　　4月 事務局移転（子供の生活研究所から全国心身障害児福祉財団内へ）

昭和48年（1973）　 　　　4月 第6回総会・記念講演（中川四郎氏「自閉症の療育についての基本的な諸問

題」）
？ 国庫及び日本自転車振興会から自閉症児親の会へ補助金交付

4月 国立久里浜養護学校開校

4月 機関誌『心を開く』創刊

12月 厚生省　自閉症研究専門委員会発足

昭和49年（1974）　 　　　5月 第7回総会・記念講演（十亀四郎氏「年長児問題をめぐって」） 5月 自閉症児親の会全国協議会と東京親の会を分離する

東京都養護学校全入制度実施

昭和50年（1975）　　 　　4月 第8回総会・記念講演（宮本実氏「米国における自閉症児の治療教育の実

際」）

8月
自閉症児親の会全国協議会第4回全国大会（東京）会員2,700名

昭和51年（1976） 6月 第9回総会・記念講演（佐々木正美氏「自閉症児の発達のために」）

？ 海水浴（保田海岸・日帰り）

昭和52年（1977） 6月 第10回総会・懇談会（助言者　村田保太郎氏）
5月 自閉症児親の会全国協議会第5回全国大会（京都）水上勉氏講

演

？ 花鳥山脈バス旅行（富士宮・日帰り）
袖ヶ浦のびろ学園（千葉）が自閉症児を主として療育する精神

薄弱児施設として開所

昭和53年（1978） 3月 遠足（こどもの国）

6月

第11回総会・記念講演（野村東助氏「年長自閉症児の将来についての提言」）

ともえ学園（広島）が三次病院より分離し自閉症施設として開

園

厚生省　自閉症問題検討委員会が発足

昭和54年（1979） 3月 ファミリー運動会

6月 第12回総会・記念講演（秋山泰子氏「てんかんについて」）
8月 自閉症児親の会全国協議会第6回全国大会（長崎）灰谷健次郎

氏講演

？ バスハイク（富士宮・日帰り）

11月 ファミリー運動会

        11月 希望の家（鹿沼市）見学 養護学校義務化　全員就学実施

昭和55年（1980）
6月 第13回総会（子どもがかゝえている問題について話し合う会）

1月 自閉症対策費予算通過　約2億円の措置費を病院6ヶ所、児童福

祉施設2ヶ所計8ヶ所を対象に組む

8月 バス旅行（日帰り）
3月 自閉症児の療育についての法制化なる

　第一種医療型8、第二種福祉型2施設認定

昭和56年（1981）         2月 年長児部会発足

6月 第14回総会・記念講演（吉川正義氏「取材ノート……自閉症追跡」） 6月 全国初の自閉症者施設あさけ学園（三重）開園

8月 夏のバスハイク（裾野・日帰り）

　　　　12月 年少学齢部会発足 11月
自閉症児親の会全国協議会第7回全国大会（神奈川）会員4,600

名

昭和57年（1982） 4月 ファミリー運動会

　　　　5月 第15回総会・記念講演（上出弘之氏「発達障害としての自閉症」）

専門家による相談役会解散
9月 『いとしご』16号より日本自閉症児・者親の会全国協議会の機

関紙になる。

東京自閉症児・者親の会と名称を変更（「者」の文字を入れた） 11月 マイケル・ラター博士（英）来日

8月 夏の修善寺合宿（1泊２日）

昭和58年（1983）　　　　2月 弘済学園見学

4月 春がすみ青梅丘陵ハイキング

　　　　5月

第16回総会・記念講演（山崎晃資氏「自閉症児の社会適応をよくするには」）

5月 自閉症児・者親の会全国協議会第8回全国大会（千葉）　常陸

宮殿下・同妃殿下ご臨席

永 六輔氏講演「みちをもとめて」

8月 夏の修善寺合宿（1泊２日）

　　　　9月 駿東学園見学 全国協の法人化について話し合いが始まる

昭和59年（1984）　　　　6月
第17回総会・記念講演（奥村幸子氏、中川厚子氏「現場からの諸問題につい

て」）
厚生省が「自閉症の療育体制の総合的研究」開始

規約を改正　会長職を置く（三宅代表幹事→三宅会長）
袖ヶ浦ひかりの学園（千葉）自閉症者を療育する精神薄弱者更

正施設として開設

　　　　11月 国立コロニーのぞみの園見学

昭和60年（1985） 6月 第18回総会・記念講演（片倉信夫氏「自閉症児・者の生きがいを求めて」） 7月 けやきの郷初雁の家（埼玉）開設

◆日本自閉症協会 東京支部・東京都自閉症協会のあゆみ ◆関係機関・団体との連携・その他



8月 夏のキャンプ（伊豆長岡・1泊２日） 8月 自閉症児・者親の会全国協議会第9回全国大会（大阪）

11月 袖ヶ浦のびろ・ひかりの両学園見学

昭和61年（1986） 2月 新薬説明会（成瀬浩氏）

3月 プール遊び

4月 入所施設建設発起人会発足 4月 障害基礎年金に一本化（障害福祉年金廃止）

5月
第19回総会・記念講演（飯田雅子氏「障害児・者の社会自立に向けての生活指

導」）

自閉症について考えるジャーナリストの集い発足

　朝日・毎日・読売・共同通信・ラジオ短波

8月 夏期合宿（那須・2泊3日）

12月 いすみ学園（千葉）見学

昭和62年（1987） 3月 ファミリー運動会

5月 第20回総会・記念講演（山崎晃資氏「最近の自閉症治療教育について」）

7月 自閉症新薬の二重盲検法の研究経過報告（成瀬浩氏） 7月 障害者雇用促進法改正　知的障害者も対象となる

8月 夏期合宿（那須・2泊3日）
8月 自閉症児・者親の会全国協議会第10回全国大会（山口）牟田悌

三氏講演「人生は人と人との支えあい」

11月 進和やましろホーム（平塚市）見学

昭和63年（1988） 5月 第21回総会・記念講演（佐々木正美氏「自閉症児・者の生涯教育」） 3月 日本自閉症協会発起人会発足

8月 夏期合宿（那須・2泊3日　講師：栗田広氏）

12月 しもふさ学園（千葉）見学

・アンケート集計報告（62年1月現在の状況調査）

 平成1年（1989） 2月 講演会（栗田広氏、片倉信夫氏「自閉症児者の行動の理解と対応」）

4月 ファミリー運動会

5月 第22回総会・記念講演（西村章次氏「自閉症児・者の言葉のかゝわり」） 8月 自閉症児・者親の会全国協議会第11回全国大会（北海道）

8月 夏期合宿（那須・2泊3日）

8月 梅の里　あいの家（茨城）見学 10月 社団法人日本自閉症協会認可

？ （社）日本自閉症協会東京支部と組織名を変更

 平成2年（1990） 3月 ファミリー運動会

5月 第23回総会・記念講演（成瀬浩氏「自閉症新薬のの研究経過と効果につい

て」）
1月 精神薄弱者福祉法改正　福祉の責任主体を市町村に委譲

6月 東京自閉症児・者親の会が母体となる社会福祉法人いちょうの里みずほ学園開

所
7月 アメリカ：「障害を持つアメリカ人法案」制定

8月 夏期合宿（那須・2泊3日）

11月 東やまた工房（神奈川県）見学 10月 東京精神薄弱者・痴呆性高齢者権利擁護センター設立

父親の会（以後、「夕の集い」→「おやじの会」と発展）

 平成3年（1991） 5月 第24回総会・記念講演（佐々木正美氏「自閉症児・者の地域ぐるみの治療プロ

グラム」）
8月 （社）日本自閉症協会第12回全国大会（兵庫）

？ いたる臨床発達指導センター（杉並）見学

8月 夏期合宿（那須・2泊3日）

 平成4年（1992） 4月 ファミリー運動会

5月 第25回総会・記念講演（藤尾真子氏「無→通所施設→会社まで」） 4月 軽度障害児の通級制実施

？ けやきの郷初雁の家見学

8月 夏期合宿（那須・2泊3日　講師：小橋氏）

 平成5年（1993） 4月 大戸谷公園カレー作り

５月 第26回総会・記念講演（小橋隆一郎氏「小児自閉症概念の変遷と今後の研究動

向について」）

7月

8月
（社）日本自閉症協会第13回全国大会（富山）

8月 夏合宿（那須・2泊3日）

11月 「障害者基本法」成立に向けて国会要請活動に参加
11月 「障害者基本法」成立……12月3日　施行

　自閉症も付帯決議の中で障害の範囲内

？ みずほ学園（千葉）見学

 平成6年（1994） 4月 春のレクリエーション(昭和記念公園）

５月 第27回総会・記念講演（篁一誠氏「幼児から成人期までの自閉症療育」）

8月 夏合宿（那須・2泊3日）

11月 中山みどり園（横浜の通所施設）見学

11月 講演会・記念講演（宮本紀夫氏「私がかゝわった自閉症教育と、これからの情

緒障害教育」）

 平成7年（1995）　　4月 高尾山ハイキング 1月 阪神・淡路大震災

５月 第28回総会・記念講演（滝沢久美子氏「家族サポートー障害児と家族の暮らし

を考える」）

4月 けやきの郷が、やまびこ製作所(自閉症者のための初の福祉工

場）を開所

三宅温子氏会長辞任、名誉会長となる　古野晋一郎氏会長に就任 （社）日本自閉症協会会長に江草安彦氏就任

8月 夏合宿（鬼怒川温泉・2泊3日） （社）日本自閉症協会『自閉症の手引き』初版発行

7月 （社）日本自閉症協会第14回全国大会（熊本）

11月 講演会（大竹邦明氏「障害を持つ子どもの口腔保健について」） 7月 厚生省に障害保健福祉部新設

12月 都立七生福祉園（日野市）見学

 平成8年（1996） ２月 目黒区立五本木小学校ゆりの木学級見学

講演会（新井利明氏「自閉症児・者のライフステージと家族」/篁一誠氏「幼

児期の教育」/大南英明氏「学童期の課題」）

3月 講演会（田部井恒雄氏「成人の生活と余暇活動」/金子秀雄氏「これからのグ

ループホーム・通勤寮・施設」）

4月 高尾山ハイキング

5月
第29回総会・記念講演（内山登紀夫氏「自閉症児・者の薬物服用について」）

8月 夏合宿（那須・2泊3日　講師：清水氏）

8月 NHKと共催　福祉フォーラム「自閉症児・者の生活をどう広げるか」



9月

〜

施設及び作業所職員を対象に自閉症研修会（9月〜1月10回シリーズ）

内山登紀夫氏、柴田洋弥氏、内山登紀夫氏、篁一誠氏、新井利明氏、小野貴三

江氏、福田年之氏、梅永雄二氏、沼倉実氏、鈴木修一氏

12月 平和の家（八王子）見学

平成 9年（1997） ？ 第30回総会・記念講演（永井洋子氏「自閉症のライフサイクルと家族」）

30周年記念誌発行

8月 夏合宿（那須・2泊3日　講師：仙田周作氏） 7月 （社）日本自閉症協会第15回全国大会（岩手）

※30周年までは、地区会、夕の集い、会報発行等々、活動の一部を割愛いたしました。


