沿 革
昭和 56 年４月１日

昭和 56 年５月 27 日

昭和 56 年 12 月 16 日
昭和 59 年７月７日
昭和 60 年 12 月１日
昭和 61 年３月 25 日
昭和 61 年４月１日
昭和 61 年４月 19 日
昭和 62 年２月 16 日
昭和 62 年４月 21 日
昭和 63 年２月 15 日
昭和 63 年４月１日
平成元年２月 15 日
平成２年２月 15 日
平成２年 10 月 12 日
～13 日
平成３年２月 14 日

平成３年４月１日
平成４年２月 13 日
平成４年３月 19 日
平成４年８月 31 日
平成５年２月 10 日
平成５年４月１日
平成６年２月 10 日
平成７年２月 17 日
平成７年４月 18 日
平成７年５月 12 日
平成７年８月 21 日
平成７年 10 月 30 日
平成８年２月 16 日

福島県心身障害児総合療育センター(仮称)並びに福島県養護教育センター
(仮称)基本構想検討委員会設置要綱制定
25 氏に委員を委嘱
第１回合同検討委員会を開催
委員長に大原甞一郎氏、委員長職務理者に太田緑子氏、心身障害児総合療育セ
ンター部会長に太田秀夫氏、養護教育センター部会長に片岡義信氏を選出
福島県知事松平勇雄に対して、委員長名で「福島県心身障害児総合療育センタ
ー(仮称)並びに福島県養護教育センター(仮称)基本構想報告書」を提出
福島県養護教育センター並びに福島県心身障害児総合療育センター整備事業
第１期工事着工
福島県養護教育センター開設準備室設置
福島県養護教育センター条例並びに福島県養護教育センター組織規則公布
福島県養護教育センター開所
初代所長 松浦淳一就任
教育相談、教職員研修、調査研究事業開始
福島県養護教育センター開所式を挙行
第１回福島県養護教育センター研究報告会開催
福島県養護教育センター並びに福島県心身障害児総合療育センター落成式を
挙行
第２回福島県養護教育センター研究報告会開催
松浦淳一 福島県立須賀川女子高等学校へ転出
２代所長 鴫原 弥就任
第３回福島県養護教育センター研究報告会開催
第４回福島県養護教育センター研究報告会開催
第 14 回全国特殊教育センター協議会総会・研究協議会福島大会開催
全国より 40 機関、140 名が参加
第５回福島県養護教育センター研究報告会開催
記念講演 国立特殊教育総合研究所総合企画調整官 高石道明 氏
鴫原 弥 福島県立盲学校へ転出
３代所長 鈴木信良就任
第６回福島県養護教育センター研究報告会開催
記念講演 お茶の水女子大学名誉教授 津守 真 氏
防音室整備工事竣工
駐車場入口整備竣工
第７回福島県養護教育センター研究報告会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 横浜市立大学教授 伊藤隆二 氏
鈴木信良 福島県立郡山養護学校へ転出
４代所長 佐藤英昭就任
第８回福島県養護教育センター研究報告会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 日本自閉症協会常務理事 大野智也 氏
第９回福島県養護教育センター研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 電子オルガン奏者 大島 彰 氏
教育相談専用電話架設
松下視聴覚教育研究財団より第 21 回視聴覚教育研究助成認定
特別研究：「肢体不自由教育におけるコンピュータ活用の実際」
図書資料室、教材・教具研究室の冷房設備設置工事竣工
所報「養護教育」創立 10 周年記念特別編集号発行
福島県養護教育センター創立 10 周年記念（第 10 回）研究発表会開催（県ハイ
テクプラザ）
記念講演 炎天寺住職 吉野孟彦 氏
創立 10 周年記念自作教材・教具作品コンクール実施

平成８年４月１日
平成９年２月 14 日
平成９年４月１日
平成 10 年２月 17 日
平成 10 年４月１日
平成 11 年２月 17 日
平成 11 年３月 31 日
平成 11 年４月１日
平成 12 年２月 16 日
平成 12 年４月１日
平成 12 年 10 月 31 日
平成 12 年 11 月２日
平成 13 年２月２日

平成 13 年４月１日
平成 14 年２月１日
平成 15 年２月 21 日
平成 15 年４月１日
平成 16 年２月 20 日
平成 16 年４月１日
平成 16 年６月 15 日
平成 16 年８月
平成 17 年１月
平成 17 年２月 18 日
平成 17 年４月１日
平成 18 年２月 17 日

平成 18 年９月
平成 19 年２月 16 日
平成 19 年４月１日
平成 20 年２月 15 日
平成 20 年６月
平成 20 年７月

佐藤英昭 福島県立石川養護学校へ転出
５代所長 大谷 明就任
第 11 回福島県養護教育センター研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 石川県母子通所センター課長 木村幸子 氏
組織規則改正により係制が廃止され、主任指導主事が配置される
第 12 回福島県養護教育センター研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 千葉大学教育学部助教授 太田俊己 氏
大谷 明 福島県立富岡高等学校へ転出
６代所長 穴澤由美就任
第 13 回福島県養護教育センター研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 東京学芸大学名誉教授 山口 薫 氏
養護教育センター内情報ネットワーク整備
長期研究員１名（心理検査に関する研究員）増員
第 14 回福島県養護教育センター研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 宮城教育大学教授 清水貞夫 氏
研修員１名（義務教育籍研修員）配置
うつくしま教育ネットワーク事業による情報ネットワーク接続
Ｗｅｂサイト開設
第 15 回福島県養護教育センター研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 社会福祉法人「訪問の家」理事長 日浦美智江 氏
穴澤由美 福島県立大笹生養護学校へ転出
７代所長 真鍋ヒロ子就任
第 16 回福島県養護教育センター研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 群馬大学教育学部教授 松田 直 氏
第 17 回福島県養護教育センター研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 京都大学大学院教授 鯨岡 峻 氏
真鍋ヒロ子 福島県立平養護学校へ転出
８代所長 中村雅彦就任
第 18 回福島県養護教育センター研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 早稲田大学教授 安彦 忠彦 氏
組織規則改正により事業部の名称が企画事業部に改められる
高等学校における軽度発達障害支援プラン策定
特別支援教育体制に関する調査実施
特別な教育的支援を必要とする児童生徒の調査
第 19 回福島県養護教育センター研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念講演 独立行政法人国立特殊教育総合研究所理事長 細村迪夫 氏
中村雅彦 福島県立盲学校へ転出
９代所長 志賀 力就任
福島県養護教育センター開所 20 年記念研究発表会開催（県ハイテクプラザ）
記念児童生徒作品展開催
記念講演 北海道大学大学院教授 田中康雄 氏
特別支援教育に関する教職員意識調査（公立小・中学校、高等学校、盲・聾・
養護学校教職員）
第 21 回福島県養護教育センター研究発表会（県農業総合センター）
記念講演 金沢大学教育学部教授 木村允彦 氏
志賀 力 相馬市立桜丘小学校へ転出
10 代所長 吉田雄二就任
第 22 回福島県養護教育センター研究発表会（県農業総合センター）
講演 山形県立上山高等養護学校校長 花輪敏男 氏
高等学校における特別支援教育を必要とする生徒の実態と特別支援教育の現
状と課題に関する調査
特別支援学校のセンター的機能に関する調査

平成 21 年２月 13 日

平成 21 年３月 31 日
平成 21 年４月１日
平成 21 年８月
平成 22 年２月 10 日
平成 22 年４月１日
平成 22 年８月
平成 23 年２月９日
平成 24 年２月９日

平成 24 年４月１日
平成 24 年４・５月
平成 25 年１月 29 日

平成 25 年 12 月５日
平成 26 年１月
平成 26 年４月１日
平成 26 年５・６月
平成 26 年９・10 月
平成 26 年 12 月５日
平成 27 年 12 月４日
平成 28 年４月１日
平成 28 年 12 月５日
平成 29 年２月 24 日
平成 29 年３月 17 日
平成 29 年４月１日
平成 29 年５・６月
平成 29 年 12 月１日

平成 30 年４月１日

第 23 回福島県養護教育センター研究発表会（県農業総合センター）
講演 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授
（同大学附属久里浜特別支援学校長） 西川公司 氏
長期研究員（５名）配置廃止
指導主事（研究担当）２名配置
特別支援教育の理解と充実に向けた小・中学校の取り組みに関する調査
第 24 回福島県養護教育センター研究発表会（県農業総合センター）
シンポジウム提言 群馬大学教育学部准教授 霜田浩信 氏
吉田雄二 相馬市立中村第一小学校へ転出
11 代所長 圓谷美智子就任
幼稚園等における特別支援教育と特別支援学校における教育の現状と課題に
関する調査
第 25 回福島県養護教育センター研究発表会（県ハイテクプラザ）
講演 全日本中学校長会会長 新藤久典 氏
第 26 回福島県養護教育センター研究発表会「特別支援教育フォーラム」
（県農業総合センター）
講演 広島大学大学院教育学研究科教授 落合俊郎 氏
圓谷美智子 福島県立大笹生養護学校へ転出
12 代所長 眞部知子就任
きこえに課題のある児童生徒の学習環境等に関する実態調査（一次・二次調査）
第 27 回福島県養護教育センター研究発表会（県ハイテクプラザ）
基調講演 日本理化学工業株式会社取締役会長 大山泰弘 氏
第 28 回福島県養護教育センター研究発表会（県ハイテクプラザ）
講演 岡山大学大学院教育学研究科教授 佐藤 曉 氏
きこえに課題のある児童生徒の学習環境等に関する実態調査（三次調査）
眞部知子 福島県立郡山養護学校へ転出
13 代所長 片寄 一就任
小・中学校に在籍する肢体不自由のある児童生徒の学習状況調査（一次調査）
小・中学校に在籍する肢体不自由のある児童生徒の学習状況調査（二次調査）
第 29 回福島県養護教育センター研究発表会（県ハイテクプラザ）
講演 毎日新聞社論説委員 野澤和弘 氏
第 30 回福島県養護教育センター研究発表会（県ハイテクプラザ）
講演 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長 宍戸和成 氏
片寄 一 福島県立大笹生養護学校へ転出 14 代所長 須田康仁就任
第 31 回福島県養護教育センター研究発表会（県ハイテクプラザ）
講演 発達障がいファミリーサポート Marble 代表理事 国沢 真弓 氏
ネットコモンズによるＷｅｂサイトにリニューアル
県議会２月定例会において福島県養護教育センター条例の一部を改正する
条例議案が可決
福島県養護教育センターから、福島県特別支援教育センターと名称変更
須田康仁 福島県立視覚支援学校へ転出 15 代所長 橋本淳一就任
きこえに課題のある児童生徒の学習環境等実態調査（一次・二次調査）
第 32 回福島県特別支援教育センター研究発表会（県ハイテクプラザ）
講演 国立障害者リハビリテーションセンター病院、発達障害者情報・支援セ
ンター 病院長・センター長（併任） 西牧謙吾 氏
橋本淳一 福島県立須賀川支援学校へ転出 16 代所長 鈴木基之就任

