
№ 役　職 氏　名 所 　属 〒　学校所在地 TEL／FAX 地 域

107-0062 03-3478-5061
港区南青山2-33-77 03-3478-5063

東京都立府中けやきの森学園 183-0003 042-367-2511 東京
（校長） 府中市朝日町3-14-1 042-369-8476 （全知長）

東京都立青峰学園 198-0014 0428-32-3811
（校長） 青梅市大門3-12 0428-32-3841

006-0829 011-685-7744
札幌市手稲区手稲前田485-3 011-685-7745
025-0037 0198-28-2421
花巻市太田第27地割207-４ 0198-28-2089
246-0005 045-302-1616
横浜市瀬谷区竹村町28-1 045-304-2950
125-0032 03-3600-1871
葛飾区水元1-23-3 03-3600-1252
910-0347 0776-67-0100
坂井市丸岡町熊堂3-36 0776-67-0099
522-0252 0749-38-4880
犬上郡甲良町金屋1798 0749-38-4885
734-0013 082-250-7101
広島市南区出島4-1-1 082-250-7102
904-2213 098-973-1661
うるま市字田場1243番地 098-974-1680
066-0045 0123-23-6681
千歳市真々地2-3-1 0123-23-6682

北海道札幌高等養護学校 006-0829 011-685-7744
（校長） 札幌市手稲区手稲前田485-3 011-685-7745

981-3213 022-379-6555
仙台市泉区南中山5-1-1 022-379-6557

岩手県立花巻清風支援学校 025-0037 0198-28-2421
（校長） 花巻市太田第27地割207-４ 0198-28-2089

321-2116 028-665-2281
宇都宮市徳次郎町39-1 028-665-6681

神奈川県立瀬谷養護学校 246-0005 045-302-1616
（校長） 横浜市瀬谷区竹村町28-1 045-304-2950

157-0061 03-3300-6235
世田谷区北烏山4-37-1 03-3300-7136

東京都立水元特別支援学校 125-0032 03-3600-1871
（校長） 葛飾区水元1-23-3 03-3600-1252
三重県立特別支援学校 519-0427 0596-58-2716
玉城わかば学園 度会郡玉城町宮古726-17 0596-58-2918
福井県立嶺北特別支援学校 910-0347 0776-67-0100
（校長） 坂井市丸岡町熊堂3-36 0776-67-0099

664-0017 072-777-6300
伊丹市瑞ケ丘2-3-2 072-777-6301

滋賀県立甲良養護学校 522-0252 0749-38-4880
（校長） 犬上郡甲良町金屋1798 0749-38-4885

792-0042 0897-31-6656
新居浜市本郷3-1-5 0897-44-5599

広島市立広島特別支援学校 734-0013 082-250-7101
（校長） 広島市南区出島4-1-1 082-250-7102

840-0026 0952-29-9676
佐賀市本庄町大字正里46-2 0952-28-3850

沖縄県立沖縄高等特別支援学校 904-2213 098-973-1661
（校長） うるま市字田場1243番地 098-974-1680
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久保 清美

花澤 雪乃

齊藤 政行

宇都宮 舞

岩井 秀夫

平良 直子

織田 聖子

佐々木 建

佐々木 義知

中 塚 真

佐々木 美樹

神奈川県立瀬谷養護学校

北海道札幌高等養護学校

東京都立青山特別支援学校

北海道千歳高等支援学校

沖縄県立沖縄高等特別支援学校

広島市立広島特別支援学校

滋賀県立甲良養護学校

宮城県立光明支援学校

伊藤 公三子

尾谷 輝雄

小林 輝美

飯田 弘子

岩手県立花巻清風支援学校

東　北

〃

北海道

〃

福井県立嶺北特別支援学校

東京都立水元特別支援学校

兵庫県立こやの里特別支援学校

東京都立久我山青光学園

栃木県立富屋特別支援学校
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岡村 希世子
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平山 昌子
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愛媛県立新居浜特別支援学校

佐賀大学教育学部附属特別支援学校

金森 智恵



№ 役　職 氏　名 所 　属 〒　学校所在地 TEL／FAX 地　域

東京都立青山特別支援学校 107-0062 03-3478-5061
（校長） 港区南青山2-33-77 03-3478-5063
東京都立七生特別支援学校 191-0042 042-591-1095 東京
（校長） 日野市程久保843 042-593-5537 （全知長）

全国特別支援学校知的障害教育校 105-0012 03-3433-7651
ＰＴＡ連合会事務局（事務局長） 港区芝大門1-5-3ヤマシタ芝大門ビル5階 03-3433-7652
全国特別支援学校知的障害教育校 105-0012 03-3433-7651
ＰＴＡ連合会事務局（事務局次長） 港区芝大門1-5-3ヤマシタ芝大門ビル5階 03-3433-7652

№ 役　職 氏　名 所　 属
全国特別支援学校知的障害教育校
ＰＴＡ連合会事務局
全国特別支援学校知的障害教育校
ＰＴＡ連合会事務局

№ 役　職 氏　名 所 　属 〒　学校所在地 TEL／FAX 地　域

193-0834 042-666-5600
八王子市東浅川町546-1 042-666-0550
108-0075 03-3471-9191
港区港南3-9-45 03-3471-9195

№ 役　職 備　　　　考

令和２年度　参 与

氏　　　　名

石塚 由江31 理　事

顧　問 木村 加代子

顧　問 金成 祐行 平成26年度全知Ｐ連会長

東京都立八王子西特別支援学校 東　京

平成29年度～令和元年度全知Ｐ連会長

明星大学 教育学部 常勤教授
全日本特別支援教育研究連盟 理事長

1 参　与 明　官 　 　茂

令和２年度　監 事

2 監　事 竹村 真由美 東京都立港特別支援学校 〃

1 監　事 新堀 知栄子

令和２年度　役員一覧

備　　　　考
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28 理　事 吉 井 徹 東京

29 理　事 中村 由美子

令和２年度　顧 問

30 理　事 吉田 祥子


