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祝・平成 28年度入学式 
 

本年度より稲葉特別支援学校に勤

めさせていただいております、校長の井

坂誠一です。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 稲葉特別支援学校は、自然豊かな

ところにあり、春の風が周りの山々から

花の匂いや鳥のさえずりを運んできてい

ることに大変感動しました。 

 さて、今年は暖かい陽気のため、桜吹雪の中での新学期のスタートとなりましたが、

４月末になり、学校の周りは新緑で目映いばかりです。子どもたちは新しい学年、

新しい教室、新しい担任と新鮮な気持ちで学校生活を送っています。小学部２９

名、中学部３７名、高等部１００名、計１６６名が在籍し、大変大所帯で賑

やかです。 

 本校は、「なかよく、あかるく、たくましく」をモットーに、子どもたちが、確かな成長と発

達を遂げ、それぞれの個性に応じた自立と社会参加の実現を図ることを目指してい

ます。そのため、進路指導やキャリア教育等の充実とともに、学校として指導体制の

一層の充実を図り、教職員の専門性を結集して、子どもたちの支援に努めていきた

いと考えています。 

 保護者の皆様、新しい１年のスタートに際しまして、子どもたちがスムーズに新しい

体制に慣れ、活躍できるよう、皆様と連絡を密にしながら、ともに子どもたちの成長を

見守っていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 
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今年度の新転入学生は、以下の通りです。 
今年度の稲葉特別支援学校の児童・生徒数は 166名でスタートします。 

 【小学部】新入生  8名                       児童数計 29 名 

 【中学部】新入生 21名     転入生 1名        生徒数計 37 名 

 【高等部】新入生 39名                      生徒数計 100名 

新入学生の皆様                          PTA会長からの「お祝いの言葉」  

    第 1回全校集会（4月 13日） 
4月 13日（水）、体育館で今年度初めての全校集会が行われました。初めての全校集会

では、新転入生の紹介と前期役員任命式が行われます。 

 

新転入生の紹介         前期役員任命式 
※写真は一部加工しています。            校長先生より任命書を渡してもらいました。 
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特別支援部紹介 
 

平成 28年度の特別支援部の体制 

特別支援部はコーディネーター3名を含め、10名体制で進めていきます。 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

特別支援部について 

  本校は、中勢地区のセンターとしての役割をもつ特別支援学校で、校内支援だけではなく、

地域の保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校等へも支援を行っています。 

【支援会議】学校だけでなく、外部機関も入っていただき、子どもを中心としたより良い包括的

な支援の方法を考えます。 

【個別の教育支援計画】適切な引継ぎを行うために推進し、毎年見直しを行います。 

【相談業務】教育相談、保護者相談、各種相談に対応しています。 

【校外支援】事例検討会、研修会講師として校内教員を派遣しています。 

【市内就学相談】保育園・幼稚園を巡回相談し、特別支援教育への理解と啓発を行います。 

【広報活動】リーフレットや通信を配布し、広く情報発信に努めています。 

【外部機関との連携】外部機関と連携し、子どもたちの支援に繋がる情報を共有します。 

 

 

 

特別支援部 

【小学部】二反田紀美子 

【中学部】稲葉浩子（田尻泰之～4月末）、前川忠弘 

【高等部】飯田トモ子、田中玲子 

【寄宿舎】波多江久美子、山添哲志 

特別支援教育コーディネーター 

【小学部】竹内千浩  （小学部職員室 059‐252‐2802） 

【中学部】西井孝明  （中学部職員室 059‐252‐2803） 

【高等部】福井知子  （高等部職員室 059‐252‐2801） 
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津市障がい者相談支援センター 

 
 すでに昨年度からの在校生の保護者の方はご存じですが、津市には障がいのある方のための相

談機関があります。相談は、ご家族、関係機関、どなたでも相談が可能です。困った時や福祉サ

ービスの利用を考えておられる方は、ぜひご相談下さい。 

 

①相談受付時間 

 月曜日から金曜日 午前１０:００～午後３:００ 

 土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休みです。 

 

②所在地 

 津センターパレス３階（〒５１４－００２７ 津市大門７－１５） 

 

③相談方法 

 来所…事前に連絡してください。 

 訪問…センターのスタッフが訪問します。事前に相談日時の調整が必要です。 

 電話…０５９－２７２－４５５４ 

 FAX…０５９－２２９－１３８２ 

 E メール…tsu-soudan@true.ocn.ne.jp 
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津市健康福祉部障がい福祉課 
 

障がい福祉全般に関することは、津市役所内の津市健康福祉部障がい福祉課にお尋ね下さ

い。また、地域には各総合支所がございますので、そちらに問い合わせをして頂いても対応して頂

けます。 

 

１．津市健康福祉部障がい福祉課 

  ①相談受付時間 

   月曜日から金曜日  午前９:００～午後 5:００ 

   土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休みです。 

  ②所在地 

   津市役所（津市西丸之内 23番 1号） 

   電話０５９－２２９－３１５７  FAX０５９－２２９－３３３４ 

  ③相談方法 

   来所相談、電話相談 

 

 （各総合支所） 

久居総合支所福祉課 電話 059-255-8834 FAX059-255-6634 

河芸総合支所市民福祉課 電話 059-244-1703 FAX059-244-1713 

芸濃総合支所市民福祉課 電話 059-266-2515 FAX059-266-2522 

美里総合支所市民福祉課 電話 059-279-8116 FAX059-279-8125 

安濃総合支所市民福祉課 電話 059-268-5516 FAX059-268-3357 

香良洲総合支所市民福祉課 電話 059-292-4303 FAX059-292-4318 

一志総合支所市民福祉課 電話 059-293-3003 FAX059-293-3021 

白山総合支所市民福祉課 電話 059-262-7015 FAX059-262-5010 

美杉総合支所市民福祉課 電話 059-272-8084 FAX059-272-0235 
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中勢児童相談所 
１．児童相談所とは 

  児童相談所は、児童福祉法に定められた相談機関であり、一義的な相談窓口である市町

の後方支援機関として、児童についての相談のうち、専門性を要する事例や児童虐待など難しい

事例に対応する行政機関です。 

 

２．相談の内容 

・児童虐待通告の受付け  

 ・いろいろな事情があって、家庭で子どもを育てることができない。 

 ・暴力やシンナー吸引、無断外泊などがある。（非行）  

 ・学校に行けない。（行かない） 

 ・ことばの発達・きこえの相談  

・里親になりたい方の相談。等 

 

３．一時保護所の機能 

一時保護所は、保護者の事情により家庭で養育できない児童や、家庭から一時離さなければ

ならない児童を保護するための施設で、北勢・中勢児童相談所内に併設されています。 

 児童の適切かつ具体的な処遇方針を定めるため、行動観察や生活指導を行います。また、短

期間の集中的な心理療法・カウンセリングが有効と判断される児童を一時的に入所させて指導を

行います。 

 

４．相談の申し込み 

  相談は、あらかじめ電話で予約してください。但し、急を要する場合は、ご遠慮なくご相談くださ

い。下記の相談所をご利用ください。 

  相談日は、土・日曜日、祝日、年末年始を除く毎日です。 

  相談内容の秘密は固く守ります。また、相談は無料です。 

 

５．相談の申し込み先  

中勢児童相談所 管轄地域：津市、松阪市、多気郡 

〒514－0113 津市一身田大古曽 694－1  

電話 059－231－5666 FAX059－231－5903  

JR一身田駅より徒歩 15分 

津駅より三重交通バス「夢が丘団地行」乗車「人権センター口」下車徒歩 5分 

【時間によっては「身障者福祉センター」下車が便利です（徒歩 1分）】 
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本校お迎えの福祉サービス電話番号 
50音順 

番号 事業所名 連絡先（電話） サービス形態 

１ あしたば介護ステーション ０５９８－２５－６８８８ 日中一時支援 

２ いなば園 ０５９－２５２－１７８０ 日中一時支援 

３ クラップ ０５９－２５５－７５０２ 放課後等デイサービス 

４ スカイ２ ０９０－３３８０－６７５０ 放課後等デイサービス 

５ スプルース一志高野教室 ０５９－２９３－０８０８ 放課後等デイサービス 

６ つくしんぼ ０５９－２２８－０７１５ 日中一時支援 

７ 寺子屋オレンジキッズ ０５９－２２１－５１２２ 放課後等デイサービス 

８ ひかり ０５９－２３７－２１１２ 日中一時支援 

９ ひかりくらぶ ０５９－２３９－０２７５ 放課後等デイサービス 

１０ ぴーす ０５９－２５５－２３４５ 放課後等デイサービス 

１１ プリズム ０５９－２５２－１７８０ 放課後等デイサービス 

１２ ローゼルキッズクラブ ０５９－２７１－６３６０ 放課後等デイサービス 

１３ ローゼル 2ND キッズクラブ ０５９－２５３－３９２０ 放課後等デイサービス 

１４ ローゼル 3RD キッズクラブ ０５９－２３８－１２３６ 放課後等デイサービス 

上記以外にも福祉サービス提供事業所は、たくさんございます。津市障がい福祉課や津市障

がい者相談支援センターにお尋ね頂いたり、しえんマップや過去のいなばタイムズ（ホームペー

ジで公開しています）などにも情報を掲載しています。そちらも参考にしてください。 

 

新規福祉サービス情報 
事業所名 

（サービス形態） 
連絡先（所在地及び電話） 

スカイ２ 

放課後等デイサービス 

 

 

４月１日運営開始（本校までの送迎あり） 

〒５１４－１２５４ 

津市久居森町２０３９－５０ 

連絡先 ０９０－３３８０－６７５０ 

レインボーキッズクラブ 

放課後等デイサービス 

 

内覧会（10 時～15 時）4月 27 日（水）～4 月 30 日（土） 

５月１日（日）オープニングイベント １０：００～１６：００ 

津市高茶屋６－１１－８ アイム A105 

電話 ０５９－２５３－７６９４（角畑） 
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しえんマップ 2015配布しました。 
 今年度新転入の皆様に「2015年度調査版 しえんマップ」を配布しました。昨年度、特別支

援部と進路指導部で調査した福祉サービスと進路資源の情報が掲載されています。保護者の皆

様にも大変ご好評いただいています。 

 福祉に関わる最新の情報は、津市健康福祉部障がい福祉課や津市障がい者相談支援センタ

ー等にお聞きいただくとよいかと思います。また、この「いなばタイムズ」でも、新しい福祉サービスの情

報は、できる限り掲載したいと思っています。なお、「しえんマップ」も「いなばタイムズ」も本校のホー

ムページにおいて公開しております。またご確認ください。 

 

「自分らしい暮らし」支えます 

～計画相談事業の利用について～ 
先日、津市障がい福祉課において、新しい「『自分らしい暮らし』支えます～計画相談事業の

利用について」を頂きました。学校で印刷し、折り込みとして今号のいなばタイムズに挟んでいます。

福祉サービスの利用方法や、更に増えた特定相談支援事業所の情報が掲載されています。どう

ぞ、参考にしてください。また、今年度版の「障がい福祉のてびき」が完成したということです。無料

で頂けるということですので、是非、障がい福祉課に足を運んでいただければと思います。 

 

第 1回保護者支援研修会について 
5月 26日（木）に第 1回保護者支援研修会を開催します。自閉症協会みんぐるの皆様に

お越し頂いて、「はっぴぃのーと」研修会を行います。新転入生の保護者の皆様には、是非、この

機会に申込みをされて、「はっぴぃのーと」をお受け取りになられるとよいかと思います。学校でもらっ

た個別指導計画や、病院でもらった投薬の情報、福祉サービスの情報など、子どもの情報のすべ

てを1冊に綴じることで、必要とするときに取り出して使ったり、初めての機関に持っていき、子どもの

スムーズな理解へとつなげたり、活用方法は様々に広がります。5月 10日が締切となっています。 

担任まで申込み用紙を提出して下さい 

 

【連絡】 

8月 18日（木）に、本校において第 9回地域支援講座を開催します。今年度は保護者の

皆様も参加できる形で計画しています。兵庫教育大学の井澤信三先生のご講演の他、様々な

講座やブース、販売等を予定しています。保護者の皆様もどうぞご予定下さい。 


