平成３０年度 上伊那圏域特別支援教育連携協議会

（略称：かみとくれん）組織図

会 長 ： 片桐 俊男（伊那養護学校校長・特支委員会 委員長特支研 会長）
会 計 ：
乾 由理子（伊那養護学校 教頭）
副会長 ： 橋枝 英紀（中川東小学校校長：郡特連理事長・校長会特別支援教育係）
原 潤（伊那養護学校 教頭）
監 事 ： 柴田 惇（南信教育事務所：特別支援教育推進員）
市瀬 一宏（中川東小学校 教頭：校長会特別支援教育係在籍校教頭）
本会事務局 ： 渡辺
孝次（伊那養護学校：教務主任 上伊那郡代表特コ）
理 事 ：
田中 君彦（上伊那圏域障がい者総合支援センターきらりあ：所長
福島 徹（伊那養護学校：地域連携支援室・教育相談・多様な学びの場総括）
・上伊那圏域地域自立支援協議会事務局）
塩入 健（伊那北小学校：上伊那郡代表特コ・伊那市代表特コ）
田村 巴（駒ヶ根市役所 上伊那圏域地域自立支援協議会会長）
地区事務局 ： 北部
竹松 恵子（辰野西小学校：北部地区代表特コ）
原田 謙（長野県立こころの医療センター駒ヶ根：副医院長）
中部 加藤 博美（西箕輪中学校：中部地区代表特コ）
○ 木下 達也（伊那中央病院：小児科部長） ※医療代表理事
南部 城倉 知巳（東中学校：南部地区代表特コ）
滝 芳樹（滝小児科医院：医院長）
広岡 明美（広岡歯科医院長：上伊那歯科医師会会長）

上伊那圏域

伊那養護学校地域連携支援室

（

役
員

FAX：0265-76-9095

柴田 惇（南信教育事務所：特別支援教育推進員）
松田 佳大（上伊那圏域障がい者総合支援センターきらりあ：発達障がいｻﾎﾟｰﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ）

北部地区（辰野町・箕輪町・南箕輪村）
◎ 竹松

恵子（辰野西小学校）：北部地区代表特コ・辰野町代表特コ

○ 中山 美佳（南箕輪小学校）：北部地区副代表特コ・南箕輪村代表特コ

縣 真由美（箕輪中部小学校）：箕輪町代表特コ
水野 弘子（辰野病院）：医療連携支援 室長兼看護部長補佐

中村 由実（上伊那生協病院）：小児科医
小平 綾（上伊那生協病院）：作業療法士

塚平 真巳（上伊那圏域障がい者総合支援センターきらりあ：療育コーディネーター）

）

相
談
窓
口

直通℡ ：0265-72-2899

総合
相談窓口

阿部 佳正（長野県立こころの医療センター駒ヶ根：精神保健福祉士）
松崎 幸代（長野県立こころの医療センター駒ヶ根：児童精神科師長）

山口
宮﨑
中山
小口

香織（伊那市小鳩園：園長・特支研副会長・療育部会部会長）
美代子（上伊那農業高等学校：高等学校コーディネーター代表）
亮（伊那養護学校 副教務）
真司（伊那養護学校：上伊那教育会特別支援教育委員会副委員長）

北原 紀夫（伊那養護学校：上伊那教育会特別支援教育研究会事務局代表）
宮田 真知子（南箕輪中学校：長野県教組上伊那支部障害児教育部部長）

福澤 浩明（伊那養護学校：地域連携支援室 進路指導主事）
登内 光（伊那養護学校：地域連携支援室・教育相談）

中部地区（伊那市）
◎

南部地区（宮田村・駒ヶ根市・飯島町・中川村）

加藤 博美（西箕輪中学校）：伊那市代表特コ（中）

○ 塩入

健（伊那北小学校）：郡代表特コ・伊那市代表特コ（小）

熊谷 千波（手良小学校）：伊那市代表特コ（小）

近藤 俊彦（伊那中央病院）：臨床心理士
唐澤 久美子（滝小児科医院）：言語聴覚士

◎ 城倉

知巳（東中学校）：南部地区代表特コ：駒ヶ根市代表特コ（中）

○ 竹村

由布紀（飯島小学校）：南部地区副代表特コ・飯島町代表特コ

山田 美和（宮田中学校）：宮田村代表特コ
下島 和伸（赤穂南小学校）：駒ヶ根市代表特コ（小）

大隅 光子（東部中学校）中高特別支援教育連絡会代表

藪原 栄樹（伊那小学校）難聴学級代表
延藤 浩毅（伊那北小学校）日本語指導教室代表
中原 美千穂（伊那中学校）院内学級連絡会代表

唐澤 美和（中川東小学校）：中川村代表特コ
新谷 将（昭和伊南総合病院）：社会福祉士
田中 聖美（赤穂小学校）ＬＤ等通級指導教室代表

倉田 文代（赤穂東小学校）ことばの教室代表

平出 吉範 （ひらいで歯科医院長：上伊那歯科医師会副会長）

各市町村教育長

郡小中学校校長会長
小松 雅人
（東部学校）

上伊那郡特別支援教育研究連盟（郡特連）

上伊那教育会長
飯澤 隆
（赤穂小学校）

理事長：橋枝 英紀（中川東小校長：校長会・特別支援教育係）

監事：田中 敏彦（七久保小学校校長・校長会監事）

北部地区（辰野町・箕輪町・南箕輪村）

各地区教職員会（同学年会）
※サテライト会の運営
上伊那教育会特別支援教育委員会
（特支委員会）
※研修・情報発信
中高特別支援教育連絡 ※中高連携
総括：福島 徹（伊那養護学校地域連携支援室）

多様な学びの場
連絡会

通級指導教室連絡会

（伊那養護学校地域連携支援室）

院内学級連絡会

総括：福島 徹

上伊那教育会
特別支援教育研究会（特支研）
※幼保小連携
長野県教職員組合上伊那支部
障害児教育部（障教部）

長：竹松 恵子（辰野西小学校）
副：中山 美佳（南箕輪小学校）
委員長：片桐 俊男（伊那養護学校校長）
小学校：石川 典子（箕輪南小学校）
中学校：西牧 健（辰野中学校）
中村 弘幸（伊那養護学校 小学部）
塚越 さやか（箕輪中学校）
○ 宮﨑 美代子（上伊那農業高等学校）
谷 美也子（伊那養護学校）

清水 祐子
浦野 博
加藤 孝志

（辰野南小学校）
（東春近小学校）
（飯島小学校）

副理事長：片桐 俊男（伊那養護学校校長）
監事： 堀内 克敏（東伊那小学校校長・校長会監事）

中部地区（伊那市）
長：加藤 博美（西箕輪中学校）
副：塩入 健（伊那北小学校）
世話役：乾 由理子（伊那養護学校教頭）
副委員長：小口 真司（伊那養護学校）
小学校：三澤 一宏（東春近小学校）
中学校：池田 杏奈（東部中学校）
◎ 大隅 光子（東部中学校）

郡高等学校校長会代表
藤江 明雄
（上伊那農業高等学校）

事務局校：中川東小学校
会計：市瀬 一宏（中川東小学校教頭）校長会・特別支援教育係在籍校教頭

南部地区（宮田村・駒ヶ根市・飯島町・中川村）
長：田中 智之（赤穂南小学校教頭）
副：竹村 由布紀（飯島小学校）
小学校：前原 幸太（赤穂東小学校）
中学校：竹松 哲（赤穂中学校）
山田 美和（宮田中学校）

松田 佳大（上伊那圏域障がい者総合支援センターきらりあ：発達障がいｻﾎﾟｰﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 塚平 真巳（上伊那圏域障がい者総合支援センターきらりあ：療育コーディネーター）

北嶋 昭（就業・生活支援センター）

◎ＬＤ等通級代表：田中 聖美（赤穂小学校：LD等通級指導教室連絡会南信支部上伊那総括者）

ことばの教室代表：倉田 文代（赤穂東小学校）

難聴学級代表：藪原 栄樹（伊那小学校）

日本語指導教室：延藤 浩毅（伊那北小学校）

○ 伊那中央病院：中原 美千穂（伊那中学校）
会長：片桐 俊男（伊那養護学校校長）
理事：矢澤 美樹（箕輪町若草園）
理事：乾 由理子（伊那養護学校教頭）
事務局：唐澤 典之（伊那養護学校・小学部）
事務局：薩摩林 未佳（辰野西小学校）
○ 小口 真司（伊那養護学校）
◎ 宮田 真知子（南箕輪中学校）

① 小・中学校・高等学校・大学・特別支援学校の教職員 ③市町村教育委員会担当者

会員： ②幼稚園・保育園の関係者

北部教職員会 会長
中部教職員会 会長
南部教職員会 会長

④医療・保健・福祉・労働の関係者

長野県こころの医療センター駒ヶ根：城倉 知巳（東中学校）
副会長：山口 香織（伊那市小鳩園園長）
理事：野溝 万智子（南箕輪村たけのこ園園長）
事務局長：北原 紀夫（伊那養護学校・中学部）
事務局：田村 由加里（伊那養護学校・高等部）
事務局：矢萩 昌之（西箕輪小学校）
寺島 琢也（伊那養護学校）
熊谷 千波（手良学校）
和田 邦彦（春富中学校）
⑤南信教育事務所特別支援教育推進委員
⑥上伊那圏域障がい者総合支援センターきらりあ

副会長：原 潤（伊那養護学校教頭）
理事：黒澤 利恵（駒ヶ根市つくし園園長）
事務局：伊藤 瑞恵（伊那養護学校・中学部）
事務局：保科 泉（宮田小学校）
武藤 裕香（宮田中学校）
他 この連携協議会の趣旨に賛同する個人または団体

