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連携のための連携に向けた組織改編・・・まずは身内から！
子どもたちは、みんなの力を合わせて育てていくもの・・・そんな気運がたかまりを見せ始め、外部団
体とのつながりが少しずつ行われはじめてきました。
今まで、各組織で任命された方々がそれぞれで頑張っていただいていたのですが、外部からは「教
育ってわかりづらい、どうなっているの？」との声が聞かれてきています。たしかに、各団体がそれぞ
れで外部へ研修の依頼を出していては、受け入れきれないといった声が出てくるのは自然なことです
し、現に似たような内容の研修会が主催者が違う形で実施されているのも事実です。同日に研修会が
かぶってしまい、参加者の取り合いになる・・・そんな摩擦も起こっています。身内の摩擦を減らし、任
命された方の頑張りが無駄にならないようにしたい、わかりやすくつながりやすい組織にしたい・・・そ
んな願いから昨年度より特別支援教育にかかわる組織の改編に着手しました。
そして、今年度より『上伊那圏域特別支援教育連携協議会』を立ち上げ、各団体が役割分担を明確
にした上で機能的に活動を進めていき、外部とつながりやすい、わかりやすい組織にしていこうと動き
出します。歩き出しの手探りの段階ではありますが、よろしくお願いします。
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窓口が不明瞭
「教育」ってわかりづらい！

被任命者数：のべ６８名→５３名（１５名減） 役割を明確化することで会議数削減も可能
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唐澤 久樹（高遠中学校校長）

郡校長会特別支援教育係
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℡：0265-86-2041
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理事長：加藤 孝志（飯島小校長：校長会・特別支援教育係）

副理事長：伊藤 潤（伊那養護学校校長）
監事：内山 敬子（長谷小学校校長）
会計：福澤 則雄（飯島小学校教頭）校長会・特別支援教育係在籍校教頭

会計監査：倉田 健郎（南部小学校校長）

伊那養護学校校長：伊藤 潤
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委員長：伊藤 潤（伊那養護学校校長）
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岩崎 靖
（上伊那農業高等学校校長）
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本多 俊夫（伊那小学校校長）

各地区教職員会
（同学年会）
※副学籍
交流及び共同学習
小中連携
総括：浦野憲一郎
（伊那養護学校教頭）

上伊那教育会
特別支援教育研究会（特支研）
※同好会：幼保小連携

会長：伊藤 潤（伊那養護学校校長）
副会長：井上 ユミ（伊那市小鳩園園長）
笠井 美樹（伊那養護学校教頭）
浦野憲一郎（伊那養護学校教頭）
理事 黒澤 利恵（駒ヶ根市つくし園園長）
大槻しのぶ（箕輪町若草園・三ヶ日保育園園長）
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辰野町

○武井 秀幸（辰野南小学校） ℡：0266-41-0169 FAX：0266-41-0158

箕輪町

田中 寛美（箕輪中部小学校）℡：0265-79-2017 FAX：0265-79-2144

南箕輪村 丸山 尚志（南箕輪中学校）℡：0265-72-3309 FAX：0265-76-9522
中
伊那市（小） ◎塩入 健（伊那北小学校）℡：0265-72-2264 FAX：0265-72-6029
部
伊那市（中） ○清水 真弓（伊那中学校）℡：0265-72-6168 FAX：0265-72-6169
宮田村

有賀 歩（宮田小学校）℡：0265-85-2007 FAX：0265-85-5440

駒ヶ根市（小） 井内 久美子（赤穂小学校）℡：0265-83-3131 FAX：0265-81-6170

小学校：髙嶋 久美子（辰野西小学校）
北部作品展係
北部

中学校：山田 美和（箕輪中学校）

水村 節子（中川東小学校）℡：0265-88-3011 FAX：0265-88-3074

伊那養護学校 ◎渡辺 孝次 ℡：0265-72-2895 FAX：0265-76-9095
※◎印：郡代表特コ ○印：地区代表特コ

伊那養護学校
総合支援室

渡辺 孝次（教務主任・特コ）

中高コーディネーター会

小松 共一（副教務）

※中高連携

古田 昌三（進路指導主事）

沖村 明美
（上伊那農業高等学校）

℡ ：0265-72-2895

小笠原博文（教育相談：中・高）

FAX：0265-76-9095

福島 徹（教育相談：小・中）

小木曽かづ江（辰野西小学校）
山田 美和（箕輪中学校）

横内 美佳
（川島小学校）

田中 由里（赤穂小学校）

事務局

小学校：牛山 明彦（伊那東小学校）

世話役：浦野 栄一
（辰野西小学校校長）

事務局代表：唐澤 典之（伊那養・小学部）

中学校：大隅 光子（東部中学校）
中部作品展係

委員長：稲垣 高幸
（東春近小学校）

深澤 雅子（伊那養・高等部）

熊谷 千波（伊那養・中学部）

中部

南
駒ヶ根市（中） ○城倉 知巳（東中学校）℡：0265-83-4014 FAX：0265-81-6261
部
飯島町 竹村 由布紀（飯島小学校）℡：0265-86-2041 FAX：0265-86-5913
中川村
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有賀 春美（南箕輪村たけのこ園園長）

委員長：上野 真理
（箕輪東小学校）

南部

小学校：田中 由里（赤穂小学校）
南部作品展係
中学校：角屋 有希（赤穂中学校）

伊那養

高等部：金澤 宏一郎
ホームページ係

小笠原 博文
（伊那養護学校総合支援室）

中
部 副委員長：早川 葉子
地 （西春近北小学校）
区
世話役：浦野 憲一郎
（伊那養教頭）

大野 俊浩
南
（赤穂南小学校教頭）
部
地
川上 一美
区
（赤穂小学校）

長野県教職員組合上伊那支部
障害児教育部（障教部）※組合
要望の実現・施設見学
部長：倉澤 信二（東伊那小学校）

北部 米田 真那（辰野南小学校）
中部
南部
伊那養

太田由香里（東春近小学校）
山口 幸枝（西箕輪中学校）
倉澤 信二（東伊那小学校）
代田みどり（赤穂東小学校）
副部長：唐澤 典之（小学部）
滝澤 直子（中学部）

連携の窓口となります
※今年度は「上伊那圏域特別支援教育連携協議会」立ち上げの年なので、臨時会報として組織図を配布しますが、来年度より「窓口名簿」として組織図のみを配布する形にしたいと考えています。

今年度の主な動き（構想）
基 本 方 針
各組織が行っていた活動枠を最大限活用し、新たなものを作らず改善していく。

５／２１（木）上伊那圏域特別支援教育連携協議会：伊那養護学校にて
○例年行われていた「郡特連総会及び障教部定期大会」の枠を活用して行います。
例年行われている内容に加え、各組織の今年度の活動計画をお知らせすることによ
り、上伊那郡における特別支援教育全体の動きが見えるようにできたらと考えていま
す。
主な内容
郡特連より 例年の内容＋組織改編について
特支委員会より 今年度の活動計画について
特支研より 今年度の活動計画について
副学籍を生かした交流及び共同学習の充実を目指して
中高コーディネーター会より 今年度の活動計画について
自立支援協議会療育部会より 縦につなぐ連携ファイルについて
障教部定期大会
※県で行われる地区代表者会の開催日を基準に、開催日を決定しました。
※今年度より、上伊那郡特別支援教育コーディネーター等連絡会（２回）は行いません。
※詳細が決まり次第開催通知を発送しま
※５／１２案内通知発送予定 対象：教育現場
す。

※各学校の年間行事計画に位置づけられていると思います。

８／１（土）上伊那圏域連携サポート会議：伊那養護学校にて
今までは、教育各団体が共催の形で実施していましたが、今年度は教育は「上伊那
圏域特別支援教育連携協議会」と１本化し他団体と共催の形で実施していきたいと考
えています。他団体の方々と準備の段階からつながっていかれたらと思っています。
現在の構想
ＡＭ：心の医療センター駒ヶ根 副院長 原田先生の講演
連携にかかわるパネルディスカッション
ＰＭ：事例研または症例研
※６／２６案内通知発送予定 対象：教育現場及び外部関係機関

１０／１４（水）教育課程研究協議会
昨年度も好評を多くいただいた午後の研究協議会ですが、「マンネリ化している！」
と感じられているの方も多いのではないのでしょうか？
先生方のニーズや圏域の抱えている課題に直結した内容に変えて行かれたらと
思っています。できるかどうかはわかりませんが、少しでもご意見をいただけると助か
ります。最寄りの委員に思いをお伝え下さい。
尚、今年度の会場校は伊那東小学校の１校となっています。会場校の都合で人数
制限を行う可能性があります。ご承知おき下さい。

