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令和３年６月 

上伊那特別支援教育研究会  



【資料 本年度の役員および事務局の構成】 
 

 氏名 所属 電話番号 ファックス番号 

会 長 齋藤 良直 伊那養護学校 校長 72-2895 76-9095 

副会長 野溝万智子 南箕輪村たけのこ園 園長 98-6627 98-6637 

副会長 内田 潤一 伊那養護学校 教頭 72-2895 76-9095 

理 事 神山 明彦 伊那養護学校 教頭 72-2895 76-9095 

 井上 ユミ 伊那市小鳩園 園長 72-2576 72-2573 

 向山 恵 箕輪町若草園 園長 79-7070 79-7070 

 黒澤 利恵 駒ヶ根市つくし園 園長 82-4012 82-4144 

 

 氏名 所属 電話番号 ファックス番号 

事務局 小口 真司 南箕輪小学校 72-4511 76-9533 

 竹松 恵子 伊那東小学校 72-2007 72-2022 

  前原 幸太 赤穂東小学校 83-7155 81-7266 

 唐澤 典之 伊那養護学校 地域連携支援室 72-2895 76-9095 

 間宮 仁子 伊那養護学校 小学部 72-2895 76-9095 

 伊藤  瑞恵 伊那養護学校 中学部 72-2895 76-9095 

 塩澤 悠 伊那養護学校 高等部 72-2895 76-9095 

 



令和２年度 上伊那特別支援教育研究会 活動報告 

〈研修の全体テーマ〉 
「発達障害等のある子どもたちの育ちをどうとらえ、どうつなげていくか」 

① 会員数  

会員：学校関係１６７名、保育園関係１４０名、行政関係０名    計３０７名 

② 活動状況 

○研修会を企画・運営 

○会員募集及び研修会案内を学校関係以外に保育園関係、保護者、行政関係に行った。 

 
総会及び第１回研修会 

 

   中止となりました。 

            

上伊那圏域サポート会議 

    

中止となりました。 

 

第２回  研修会（講演会） 

   日時：１１月２１日（土）９：３０～１２：００  ○場所： ニシザワいなっせホール 

演題：「子どもの成長・発達を見通した支援の要点」   

講師：特別支援教育ネット代表 宇部フロンティア大学臨床教授 小栗 正幸 先生 

 

第３回  研修会（講演会） 

日時：１月２３日（土）９：３０～１２：００  ○場所：ニシザワいなっせホール 

演題：「青木村のインクルーシブル教育システムについて」 

講師：青木村教育委員会 教育長 沓掛 英明 先生  

※感染症対策としてオンラインにて開催 

※会員限定オンライン配信 令和３年１月２４日（日）９：３０～３０日（土）１２：００ 

 

その他 

令和 ２年４月１６日（木）第１回事務局会 場所：伊那養護学校会議室（中止） 

             ・Ｈ３１年度事業報告、会計報告について   

・令和２年度事業計画、予算案について 

   ・総会、第１回研修会に向けて 

令和 ３年１月 ８日（金）第２回事務局会 場所：伊那養護学校会議室 

             ・令和２年度研修反省   

・令和３年度の研修の方向について   

・令和３年度の日程について 

             ・第３回研修会に向けて 



総収入額

総支出額

差引残高

1. 収入内訳

摘要 金額

前年度繰越金 66,607

会費 27,400 会員 137 名× 200 円

36,000 30 名× 1,200 円

75,000 150 名× 500 円

上伊那教育会より補助金 137,000 教育会員 137 名× 1,000 円

聴講費 4,000

利息 1

販売手数料（第２回研究会） 560

合計 346,568

2. 支出内訳

摘要 金額

講演会費 100,518

会場使用料 34,000

役員会費 4,792

事務費 79,997

通信費 36,559

その他 30,000

合計 285,866

残金 60,702

令和３年 ３月２６日

事務局会計 　　印

令和３年 ３月２７日

令和３年度監査者 　　印

令和２年度　　上伊那特別支援教育研究会　会計報告

備考

講演料、講師旅費、手土産代、接待費等

第２回：8名×５００円

346,568

285,866

60,702

備考

生涯学習センターホール使用料

事務局会旅費、茶菓子代

　　以上　上伊那特別支援教育研究会会計報告いたします。

　　上記の通り相違ないことを認めます。

　　　北原　紀夫

円は次年度に繰り越します。

　　　伊藤　瑞恵

用紙、カメラ、カメラカバー、三脚費

通知発送代

かみとくれん協力金



令和３年度上伊那特別支援教育研究会 事業計画（案） 

 

 

第１回 総会及び第１回研修会 

○オンラインによる動画配信（総会は中止） 

配信予定日時：６月２０日（土）～７月５日（月） 

 

 

未定 

 

 

 

上伊那圏域サポート会議 「サマースクール」 

○日時：７月３１日（土）９：３０～１５：００   ○場所：伊那養護学校 

主催：上伊那圏域特別支援教育連携協議会（かみとくれん） 

 

第２回  研修会 

  ○日時：１０月３０日（土）９：３０～１２：００ ○場所：ニシザワいなっせホール 

 

 

 

 

 

 

第３回  研修会 

  ○日時：令和４年１月２９日（土）９：３０～１２：００  ○場所：ニシザワいなっせホール 

 

 

 

 

 

 

その他 

４月１６日（金）  第１回事務局会 場所：伊那養護学校会議室（中止） 

１月 ７日（金）  第２回事務局会 場所：伊那養護学校会議室 

〈研修の全体テーマ〉 
「発達障がい等のある子どもたちの育ちをどうとらえ、どうつなげていくか」 

 講演会 

   内容  「パラリンピックとインクルーシブ」 

講師  渡辺 孝次 先生（伊那養護学校 地域連携支援室） 

講演会 

内容 「未定」   

講師  大河原 美以 先生（大河原美以心理療法研究所） 

 

講演会 

内容 「未定」   

講師  原 哲也 先生（一般社団法人 WAKUWAKU PROJECT JAPAN 代表理事） 

 



1. 収入の部 336,702 円

内訳

摘要 令和3年度予算額 令和2年度決算額 増減

前年度繰越金 60,702 66,607 -5,905

会費 28,000 27,400 600 教育会員 140 名× 200 円

36,000 36,000 0 教職員 30 名× 1,200 円

75,000 75,000 0 その他 150 名× 500 円

上伊那教育会より助成金 137,000 137,000 0 教育会員 137 名× 1,000 円

合計 336,702 341,370 -4,668

2. 支出の部 336,702 円

内訳

摘要 令和3年度予算額 令和2年度決算額 増減

講演会費 160,000 100,518 59,482

会場使用料 50,000 34,000 16,000

役員会費 5,000 4,792 208

事務費 30,000 79,997 -49,997

通信費 35,000 36,559 -1,559

かみとくれん負担金 30,000 30,000 0

予備費 26,702 31,370 -4,668

合計 336,702 341,370 -4,668

令和3年度上伊那特別支援教育研究会　予算（案）

備考

備考

講演料、講師旅費、手土産代、接待費等

生涯学習センターホール使用料

事務局会旅費、茶菓子代

用紙、文具購入費

通知発送切手代

サポート会議費用等



2 
 

上伊那特別支援教育研究会 規約 

第１章 名称 

第１条 本会は、上伊那特別支援教育研究会とする。 

第２条 本会は、事務局を会長が委嘱する学校におく。 

第２章 目的 

第３条 本会は、発達がいや精神的課題を抱えた子ども、またその家族を支えていくための会員に

よる主体的な研修会を行い会員相互の資質の向上を図るとともに、特別支援教育の振興に

寄与することを通して、広く保護者・地域へその成果を発信し特別支援教育に対する理解

を高めていくことを目的とする。 

（１） 実際に臨床に関わり、実践されている講師の先生方をお呼びしての研修会開催 

（２） 教育・保育に携わる会員及び教育保育関係者の実践発表を通しての学びあい 

（３） 広く保護者・地域への呼びかけ、様々な「生きにくさ」「学びにくさ」を抱えた子

どもの教育について共に学び合う場、相談の場としての研修会の開催 

 

第３章 事業 

第４条 本会は、第二章の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 特別支援教育の研究実践とその発展 

（２） 会員の研究と発表の助成 

（３） 保護者、地域と共に学び合う場としての研修会の開催 

（４） その他必要な事業 

 

第４章 組織 

第５条 本会は、会の目的に賛同するものをもって会員とする。 

第６条 本会の会員を正会員とし、必要に応じて顧問をおく。 

 

第５章 役員 

第７条 本会は、下記の役員をおき、その任期を一年とする。但し、その再任を妨げない。 

（１） 会長  １名 

（２） 副会長  ２名 

（３） 理事  若干名 

（４） 事務局・会計 若干名 

（５） その他必要な役員 

 

第６章 役員の任務 

第８条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。 

副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は代理する。 

代表理事は、計画にそって事業を推進する。 
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理事は、会長の委任する会務に当たる。 

事務局会計担当者は、会の会計を行い、結果を会員に報告する。 

 

第７章 会議 

第９条 本会は、下記の会議を行う。 

（１） 総会は年一回とし、規約の改正および重要会務を議決する。 

（２） 理事会は必要に応じて会長がこれを招集し、必要な協議ならびに議決を行う。 

 

第８章 会計 

第１０条 本会の経費は、正会員の納める会費その他の収入をもってこれに充てる。会費は上伊那

教育会に加入できる上伊那地区小学校・中学校・特別支援学校教員は年額 1,200 円、上伊

那教育会に加入できないものは年額 500 円とし、年度当初事務局に納める。 

第１１条 会計は、毎年４月１日より翌年３月３１日をもって年度とする。 

 

第９章 規約 

第１２条 この規約の変更は、総会の議決による。 

第１３条 この規約は、平成３０年度「上伊那特別教育支援研究会」総会をもって発効する。 

 


