
 

 

（別紙１） 

審議会等設置状況報告 

 

審議会等の名称 富良野市特別支援連携協議会 

所 掌 事 項 

（審議・検討内容） 

心身に障がいのある幼児及び児童生徒の適正な就学を図るた

め、調査、研究及び巡回指導等必要な活動を行う。 

設 置 根 拠 富良野市特別支援連携協議会設置規則 

委員任期・人数 ２年 ・ ５０人以内 

会議の公開非公開 非公開 
非公開の場合 

の理由 
個人情報保護のため 

公募委員の可否  不可 
公募しない場

合の理由 

個人情報を扱うため公募に

なじまない 

担当部署（問合せ先） 教育委員会学校教育課学務係（0167-39-2320） 

備     考  

 

 

委員名簿（添付可） 

 

＜委員任期＞ 平成２７年５月１日 ～ 平成２９年４月３０日 

№ 委員氏名 選任区分 所 属 備 考 

１ 田村 啓一  富良野小学校 校長  

２ 大高 俊樹  富良野東中学校 校長  

３ 室  篤宏  扇山小学校 校長  

４ 鷹合 勇  東小学校 校長  

５ 亀井 雅秀  麓郷小中学校 校長  

６ 伊山 亜砂子  富良野小 教諭  

７ 三谷 海広  富良野小 教諭  

８ 引地 景子  富良野小 教諭  

９ 杉本 彩美  扇山小 教諭  

10 川上 幸代  扇山小 教諭  

 



 

 

 

№ 委員氏名 選任区分 所 属 備 考 

11 長谷川 朋子  扇山小 教諭  

12 大友 風花  扇山小 教諭  

13 稲吉 直人  東小 教諭  

14 柞山 孝則  東小 教諭  

15 名和 勇雄  麓郷小 教諭  

16 三上 陽子  布部小 教諭  

17 青木 利香  鳥沼小 教諭  

18 掛川 雅弘  布礼別小 教諭  

19 トーヴィー由子  樹海小 教諭  

20 砂川 邦裕  山部小 教諭  

21 中村 公暢  東中 教諭  

22 髙山 弥生  東中 教諭  

23 加門 克哉  西中 教諭  

24 谷川 理恵  西中 教諭  

25 熊谷 健一  麓郷中 教諭  

26  林 真知子  布部中 教諭  

27 藤原 賢  樹海中 教諭  

28 横田 明晴  山部中 教諭  

29 寺島  尚  富良野高等学校 教諭  

30 阿部 順二  
富良野緑峰高等学校 

教諭 
 

31 奥田 由紀  市職員  

32 佐々木 美香  市職員  

33 増田 美智子  市職員  



 

 

 

№ 委員氏名 選任区分 所 属 備 考 

34 多田 牧子  市職員  

35 棟方 康明  市職員  

36 池田 敏美  市職員  

37 笹田 めぐみ  市職員  

38 室田 智江  市職員  

39 久田 到  
ふらの地域生活支援セ

ンター 
 

40 児玉 夕貴  
ふらの地域生活支援セ

ンター 
 

41 向井 万利子  児童発達支援センター  

42 金子 悦代  放課後等デイサービス  

43 宮地 晶子  市職員  

44 白旗 理恵  市職員  

45 青木 京子  ひまわり幼稚園  

46 木戸 慈子  ルンビニ幼稚園  

47 山崎 夏江  聖園幼稚園  

48 木村 なつ希  みどり幼稚園  

49 角谷 不二雄  富良野協会病院 医師  

50 小松 香織  
富良野協会病院 

作業療法士 
 

51 松本 輔  
富良野協会病院 

作業療法士 
 

52 千葉 恒  
富良野協会病院 

理学療法士 
 

53 前野 このえ  
富良野協会病院 

言語聴覚士 
 

 


