
№ 役　職 氏　名 所 　属 〒　学校所在地 TEL／FAX 地 域

1 会　長 茨田 一矢 東京都立青山特別支援学校
107-0062
港区南青山2-33-77

03-3478-5061
03-3478-5063

東　京

2 相談役 山本 和彦
東京都立青峰学園
（校長）

198-0014
青梅市大門3-12

0428-32-3811
0428-32-3841

東　京
（全知長）

3 副会長 柳澤 由香
東京都立石神井特別支援学校
（校長）

177-0045
練馬区石神井台8-20-35

03-3929-0012
03-3929-1911

〃

4 副会長 相馬 英幸 北海道札幌高等養護学校
006-0829
札幌市手稲区手稲前田485-3

011-685-7744
011-685-7745

北海道

5 副会長 川村 優子 岩手県立花巻清風支援学校
025-0037
花巻市太田27-207-4

0198-28-2421
0198-28-2089

東　北

6 副会長 小倉 容子 日立市立日立特別支援学校
316-0036
日立市鮎川町3-11-2

0294-36-0530
0294-36-0557

関東甲信越

7 副会長 永田 祐子 東京都立中野特別支援学校
164-0014
中野区南台3-46-20

03-3384-7741
03-3384-7747

東　京

8 副会長 上田 有宇子 三重県立松阪あゆみ特別支援学校
515-0044
松阪市久保町1846-195

0598-30-8170
0598-30-5066

東海北陸

9 副会長 谷川 晋介 兵庫県立氷上特別支援学校
669-4274
丹波市春日町棚原3098-1

0795-75-1737
0795-75-1738

近　畿

10 副会長 本山 有香 愛媛県立みなら特別支援学校
791-0211
東温市見奈良1545

089-964-2395
089-964-8545

中国四国

11 副会長 大久保 紀子 佐賀県立伊万里特別支援学校
848-0023
伊万里市大坪町丙1427

0955-23-8554
0955-20-1005

九　州

12 理　事 織田 聖子 北海道千歳高等支援学校
066-0045
千歳市真々地2-3-1

0123-23-6681
0123-23-6682

北海道

13 理　事 佐々木 建
北海道札幌高等養護学校
（校長）

006-0829
札幌市手稲区手稲前田485-3

011-685-7744
011-685-7745

〃

14 理　事 菅井 詩織 宮城県立名取支援学校
981-1242
名取市高舘吉田字東真坂6-11

022-384-6161
022-384-6163

東　北

15 理　事 中塚 　真
岩手県立花巻清風支援学校
（校長）

025-0037
花巻市太田27-207-4

0198-28-2421
0198-28-2089

〃

16 理　事 山崎 亜紀子 神奈川県立みどり養護学校
226-0002
横浜市緑区東本郷5-18-1

045-471-7494
045-474-4707

関東甲信越

17 理　事 小泉 　功
日立市立日立特別支援学校
（校長）

316-0036
日立市鮎川町3-11-2

0294-36-0530
0294-36-0557

〃

18 理　事 菅藤 和美 東京都立町田の丘学園
195-0063
町田市野津田町2003

042-737-0570
042-737-0580

東　京

19 理　事 和田 慎也
東京都立中野特別支援学校
（校長）

164-0014
中野区南台3-46-20

03-3384-7741
03-3384-7747

〃

20 理　事 河本 さゆり 石川県立明和特別支援学校
921-8834
野々市市中林4-70

076-246-1133
076-294-2879

東海北陸

21 理　事 岡田 恭子
三重県立松阪あゆみ特別支援学校

（校長）
515-0044
松阪市久保町1846-195

0598-30-8170
0598-30-5066

〃

22 理　事 松原 　唯 和歌山県立たちばな支援学校
643-0075
有田郡広川町和田21-3

0737-62-3599
0737-62-3699

近　畿

23 理　事 石田 篤志
兵庫県立氷上特別支援学校
（校長）

669-4274
丹波市春日町棚原3098-1

0795-75-1737
0795-75-1738

〃

24 理　事 磯部 　希 山口県立下関総合支援学校
759-6613
下関市富任町8-9-1

083-258-3033
083-258-3034

中国四国

25 理　事 稲荷 邦仁
愛媛県立みなら特別支援学校
（校長）

791-0211
東温市見奈良1545

089-964-2395
089-964-8545

〃

26 理　事 山本 由美 宮崎県立みなみのかぜ支援学校
889-1601
宮崎市清武町木原4257-6

0985-85-7851
0985-85-7859

九　州

27 理　事 中路 　徹
佐賀県立伊万里特別支援学校
（校長）

848-0023
伊万里市大坪町丙1427

0955-23-8554
0955-20-1005

〃
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№ 役　職 氏　名 所 　属 〒　学校所在地 TEL／FAX 地　域

28 理　事 吉井   徹
東京都立青山特別支援学校
（校長）

107-0062
港区南青山2-33-77

03-3478-5061
03-3478-5063

東　京

29 理　事 原田　 勝
東京都立調布特別支援学校
（校長）

182-0021
調布市調布ヶ丘1-1-2

042-487-7221
042-481-9401

東　京
（全知長）

30 理　事 吉田 祥子
全国特別支援学校知的障害教育校
ＰＴＡ連合会事務局（事務局長）

105-0012
港区芝大門1-5-3 ヤマシタ芝大門ビル5階

03-3433-7651
03-3433-7652

31 理　事 石塚 由江 全国特別支援学校知的障害教育校
ＰＴＡ連合会事務局（事務局次長）

105-0012
港区芝大門1-5-3 ヤマシタ芝大門ビル5階

03-3433-7651
03-3433-7652

№ 役　職 氏　名 所　 属

1 顧　問 金成 祐行
全国特別支援学校知的障害教育校
ＰＴＡ連合会事務局

2 顧　問 木村 加代子
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

1 監　事 中西 万理 東京都立七生特別支援学校
191-0042
日野市程久保843

042-591-1095
042-593-5537

東　京

2 監　事 金子   崇 東京都立石神井特別支援学校
177-0045
練馬区石神井台8-20-35

03-3929-0012
03-3929-1911

〃

№ 役　職

1 参　与
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備 考

令令和和３３年年度度　　顧顧  問問

氏 名 備 考

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

明　官 　 　茂

平成26年度全知Ｐ連会長

平成29年度～令和元年度全知Ｐ連会長

令令和和３３年年度度　　監監  事事

令令和和３３年年度度　　参参  与与


