
№ 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 米谷 一雄
東京都立水元小合学園
（校長）

125-0032
葛飾区水元1-24-1

03-5699-0141
03-5699-0361

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 菊地 千鶴 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

5 副会長 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

6 副会長 光山 貴之 群馬県立伊勢崎高等特別支援学校
370-0124
伊勢崎市境492

0270-74-1991
0270-74-3643

関東甲信越

7 副会長 梅嵜 玲子 東京都立矢口特別支援学校
146-0093
大田区矢口1-26-10

03-3759-6715
03-3759-2763

東　京

8 副会長 藏野 紀夫 石川県立いしかわ特別支援学校
920-3116
金沢市南森本町リ1-1

076-258-1101
076-258-1102

東海北陸

9 副会長 大西 妙子 兵庫県立いなみ野特別支援学校
675-1114 加
古郡稲美町国安1284-1

079-492-6161
079-492-6162

近　畿

10 副会長 川添 康子 山口県立岩国総合支援学校
741-0061
岩国市錦見3-7-11

0827-43-4331
0827-43-4358

中国四国

11 副会長 山本 由美 宮﨑県立みなみのかぜ支援学校
889-1610
宮崎郡清武町木原4257-6

0985-85-7851
0985-85-7859

九　州

12 理　事 佐々木真由美 市立札幌豊明高等支援学校
002-8034
札幌市北区西茨戸4条1-1-1

011-774-2222
011-774-0764

北海道

13 理　事 竹内　 哲
北海道千歳高等支援学校
（校長）

066-0045
千歳市真々地2-3-1

0123-23-6681
0123-23-6682

〃

14 理　事 石垣 竜也 山形県立村山特別支援学校
990-2314
山形市大字谷柏元下谷柏43

023-688-2995
023-688-2997

東　北

15 理　事 菅原 信治 
宮城県立名取支援学校
（校長）

981-1242
名取市高舘吉田字東真坂6-11

022-384-6161
022-384-6163

〃

16 理　事 大賀 仁美 茨城県立大子特別支援学校
319-3361
久慈郡大子町頃藤3602

0295-74-1444
0295-74-1445

関東甲信越

17 理　事 角田 昭夫
群馬県立伊勢崎高等特別支援学校

（校長）
370-0124
伊勢崎市境492

0270-74-1991
0270-74-3643

〃

18 理　事 成田 裕美 東京都立府中けやきの森学園
183-0003
府中市朝日町3-14-1

042-367-2511
042-369-8476

東　京

19 理　事 濱野 建児
東京都立矢口特別支援学校
（校長）

146-0093
大田区矢口1-26-10

03-3759-6715
03-3759-2763

〃

20 理　事 遠武 真弓 愛知県立瀬戸つばき特別支援学校
489-0965
瀬戸市南山口町474

0561-56-0950
0561-87-2500

東海北陸

21 理　事 橋本 祐之
石川県立いしかわ特別支援学校
（校長）

920-3116
金沢市南森本町リ1-1

076-258-1101
076-258-1102

〃

22 理　事 林田理恵子 大阪府立高槻支援学校
569-0814 高
槻市富田町1-33-17

072-696-2836
072-693-4363

近　畿

23 理　事 高橋 幹夫
兵庫県立いなみ野特別支援学校
（校長）

675-1114 加
古郡稲美町国安1284-1

079-492-6161
079-492-6162

〃

24 理　事 時本貴実子 徳島県立みなと高等学園
773-0015
小松島市中田町新開28-1

0885-34-9100
0885-34-9111

中国四国

25 理　事 藤井 敬明
山口県立岩国総合支援学校
（校長）

741-0061
岩国市錦見3-7-11

0827-43-4331
0827-43-4358

〃

26 理　事 山本 真裕 熊本市立平成さくら支援学校
860-0833
熊本市南区平成2-20-1

096-245-6232
096-245-6242

九　州

27 理　事 仲家 　孝
宮﨑県立みなみのかぜ支援学校
（校長）

889-1610
宮崎郡清武町木原4257-6

0985-85-7851
0985-85-7859

〃
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28 理　事 井上 一仁
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

32 理　事 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（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

№ 役　職 氏　名 所 　属 〒　学校所在地 TEL／FAX 地　域

1 監　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

2 監　事 花澤 雪乃 東京都立久我山青光学園
157-0061
世田谷区北烏山4-37-1

03-3300-6235
03-3300-7136

〃

№ 役　職

1 参　与
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備 考

令令和和４４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

令令和和４４年年度度　　監監  事事

令令和和４４年年度度　　参参  与与


