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　平素より、本会に多くのご支援を賜り、誠にありが
とうございます。
　今年度も、新型コロナウイルス感染対策のため、業
務をテレワークで行い、各関係機関、関係団体との連
携、保護者との交流なども実施いたしました。
　全病Ｐ連は、毎年、全病連の活動、研究に参加させ
ていただき、子どもたちの学校生活、家庭生活、地域
の生活の支援に役立てています。今年度も、コロナ禍
の中、全病連の主管校を中心に病弱校先生方の協力と
ご努力でオンデマンド配信など、スマホでの視聴も出
来たので、全国大会、地区大会にも参加しました。夏
休み期間の配信でしたので、じっくりと観られたこと
に感謝します。
　さて、本年、全病Ｐ連は５２年目となり、本年度
の理事会は、各地区の代表の理事のみなさまの全
員参加となり、５０年の歴史の中で活気あふれる交
流理事会となりました。時間のない中で皆様とお
話できましたのは、感慨無量です。これからも、
さらに多くの保護者のみなさまと語り合える場を
作り続けることを目標に、活動をしていきます。
　次年度の目標ですが、ＰＴＡの活動はしていな
くても、会員の枠を外して、お父さん、お母さん、
おじいちゃんおばあちゃんやご兄弟、ご家族の皆
様のご意見や要望などを、お伺いすること。ぜひ、
全病Ｐ連へご連絡ください。みなさま、お一人お
一人の切実な思い、病気のある子どもの親の悩み

や体験談なども、お聞かせください。そして、みんな
で共有して未来ある子どもたちを応援しましょう！
　この会報に目を通してくださり、ありがとうござい
ます。保護者のみなさまへの伝言です。
　こんな世の中で、つらくて、しんどくて、そんな思
いありますよね。でも、我が子は、頑張っています。
何をしても、三日坊主でもいいです。三日坊主が１０回
続いたら、一か月続いたなんて、すごいですよね！た
くさんほめてあげてください。応援しています。
　全病Ｐ連はみなさまとともに安心できる活動を模索
して前進してまいります。今後とも温かいご支援をお
願い申し上げます。

第44号発刊にあたり（令和４年度）

『みなさまと共に
  安心できる活動をめざして』
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　今年度は新型コロナウイルス感染対策 ３年目を迎え
ている中で初めてオンラインによる理事会を開くこと
ができました。これまで、全病長会大会（東京大会）
の機会に都内の青少年オリンピックセンターでご参加
できる理事さんで開催してきました。欠席の時は委任
状を提出して少ない人数で行ってきましたが、オンラ
インを通して、画期的なソフトが活用できることがわ
かり、本会も利用することができました。理事さんが
ご参加できない場合、特別に代理の方に参加する形を
取りました。このことにより、理事さん（代理を含め）
全員が出席できた歴史に残る理事会になりました。
　大会については規約にありますように「全病Ｐ連は
理事会が最高の議決機関」となっており、理事会の報

令和 4 年度　理事会・大会令和 4 年度　理事会・大会

令和４年度全病Ｐ連理事・事務局一覧
役　職 理事・事務局 現在の所属学校または事務局

会 長 羽田　京子 事務局（元都立久留米特別支援学校ＰＴＡ会長）

副 会 長 千葉県立仁戸名特別支援学校ＰＴＡ会長� 武井　　琴 千葉県立仁戸名特別支援学校

副 会 長 大阪府立刀根山支援学校ＰＴＡ会長� 河西ゆかり 大阪府立刀根山支援学校

理 事 宮城県立西多賀支援学校ＰＴＡ会長� 永浦　典子 宮城県立西多賀支援学校

理 事 群馬県立赤城特別支援学校ＰＴＡ会長� 海野亜希子 群馬県立赤城特別支援学校

理 事 三重県立かがやき特別支援学校ＰＴＡ� 組 織 無 近畿地区刀根山校が兼務します。

理 事 山口県立豊浦総合支援学校ＰＴＡ会長� 小山　知紀 山口県立豊浦総合支援学校

理 事 鹿児島県立加治木養護学校ＰＴＡ会長� 瀬口　　綾 鹿児島県立加治木養護学校

監 事 横浜市立浦舟特別支援学校　校長　� 和内　正也 横浜市立浦舟特別支援学校

監 事 東京都立光明学園ＰＴＡ副会長� 長谷川美鈴 東京都立光明学園

顧 問 越川　年 元全国病弱虚弱教育学校ＰＴＡ連合会長

事 務 局 長 南風野　久子 元全国特別支援学校病弱教育校長会長

　全病Ｐ連は理事会が議決権を持っていますので議決
して大会資料になります。

令和４年度事業計画
 （ １ ）理事会の開催　
　�新型コロナウイルス感染対策のため、オンラインに
よる理事会を開催し、理事各位に資料を送付して事
務局の説明に目を通して意見交換をする。

告という形で毎年、全国の会員校に冊子を送ってきま
したので、今年も各校に ２部ずつ送り、無事、理事会・
大会を終えることができました。ここに、主な内容を
掲載します。

理事会
１ 　令和 ４年 ６月２２日
２ 　オンラインＷＥＢ（ZOOMミーティング方式）
３　�全病Ｐ連事務局がホストで全国の会員校を結んで
開催

４　理事監事一覧

 （ ２）大会の開催
　�理事会を受けて、理事会資料を大会冊子に編集して、
全国の会員校に配布する。
 （ ３）機関誌の発行
　�「全国病弱虚弱教育学校ＰＴＡ連合会会報�第４４号」、
２月下旬に全国の会員校に配布する。

 （ ４）陳情・請願活動
　�特別支援教育に係る課題解決に対し、全国特別支援
教育推進連盟、全国特別支援学校校長会、全国特別



ＰＴＡ連合会会報・第44号 ｜ 3

支援学校病弱教育校長会、全国病弱虚弱教育研究連
盟等関係団体と連携して活動する
 （�５ ）国（文部科学省、厚生労働省）に令和 ５年度予
算要望を全国特別支援教育推進連盟と連携して要望
した。
 （�６ ）補助・助成事業の配分と事業実施校・団体への
助成
　�コロナ禍のため、ＷＥＢによる希望団体に社会自立
講座、本会の会報発行の事業を行う予定。
 （�７ ）�全国病弱虚弱教育研究連盟との連携、大会への
参加
　�会員として１０名登録している。コロナ禍のため、Ｗ
ＥＢ大会が中心となり、全国大会は主管校の山口豊
浦総合支援学校のオンライン開催に、本会事務局が
全員参加予定。その他、関病連大会、近病連大会に
オンラインで事務局が参加する。
 （ ８）全国特別支援教育推進連盟理事会に出席
　�コロナ禍のため、ＷＥＢ会議となり、パソコンを通
しての参加で関係団体との交流を図る。国の情報（文
科省、厚労省、国総研等）を収集。
 （ ９）全国特別支援教育振興協議会に出席
　�３ 年振りに都心の会場で開催予定なので、コロナ対
策をして、参加する。 　全国の病弱校に冊子として ２部ずつ送付しました。

ZOOMミーティングで理事会の様子

全病 P 連大会冊子表紙
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令和４年度全病連夏の大会報告
　全病Ｐ連は毎年、全病連全国大会、各地域大会にそ
れぞれの大会会場に出掛けて参加しています。
　皆さんの実践の中から、保護者（全病Ｐ連）の活動
の様子を会報を通じて会員の皆様にお知らせしてきま
した。令和 ２年より新型コロナウイルス感染が発生、
拡大して全病連の活動は地区大会は書面開催、全国大
会はオンライン大会開催と一変して懸念されましたが、
今年度は全国大会、地区大会が全て、オンライン大会
という形で開催されて、研究大会が新たな動きに大き
く進展しました。その様子を全病Ｐ連事務局が電波を
介して皆さんと交流できましたのでその様子を会報に
掲載いたします。

分科会（動画による配信）
・ �第 １ 分科会　教科・領域等の指導～個々の病状に配
慮し児童生徒の主体的で対話的な深い学びを育む指
導のあり方～宮城県立拓桃支援学校・山形県立山形
養護学校
・ �第 ２ 分科会　心身症・発達障害等の児童生徒の指導
～個々の病状を理解し、児童生徒の主体的で対話的
な深い学びを育む指導のあり方～岩手県立盛岡青松
支援学校・岩手県立釜石祥雲支援学校
・ �第 ３ 分科会　重度・重複障害の児童生徒の指導～
個々の障がいの状況や特性を基に、児童生徒の主体
的で対話的な深い学びを育む指導のあり方～秋田県
立秋田きらり支援学校・宮城県立山元支援学校
・ �第 4 分科会　自立活動の指導～児童生徒個々の主体
的で対話的な深い学びを育み、社会参加と自立を目
指した自立活動のあり方～市立札幌山の手支援学
校・岩手県立盛岡となん支援学校

○�分科会は同時に配信されたので、分担して視聴しま
した。

　昨年から、東北地区と北海道が地区病連を合併して
２年目の大会となり、コロナ禍対策のため、オンライ
ン大会になった概要と分科会の骨子を報告します。

○日時　２０２２年 ７ 月２８日㈭
○�目的　病弱虚弱教育関係者が、日頃の教育実践活動
やその中での様々な課題について、発表・協議し、
病弱虚弱教育の深化と充実を図る。
○�主題　「多様化する病弱教育の主体的・対話的で深
い学びの実現を目指して」～これからの病弱教育が
求めるもの～
○�主催　北海道東北地区病弱虚弱教育研究連盟

　開会行事のあと、
○�行政報告
「病弱教育における課題と今後の展望について」
　　　　文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
� 特別支援教育調査官　深草　瑞世 氏
○�講演
　「こころの病気のある子どもの教育的支援について」
　　　　講師　福島県立矢吹病院　副院長
� 井上　祐紀 氏

北海道東北病連大会 福島大会

全病連大会に参加全病連大会に参加
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ＰＴＡ分科会に参加
 全病Ｐ連　事務局　平野　洋一

１ 　ねらい　近畿・東海・北陸地区における病弱虚弱
教育の研究及び実践の成果と課題について、発表・協
議を通した研修の機会とし、特別支援教育（病弱教育）
の充実と発展を期する。あわせて、会員相互の連携を
深める。
２ 　主題「児童生徒個々の教育的ニーズに応じた、生
きる力を育む病弱教育の在り方～病弱教育における専
門性のさらなる向上をめざす
３ 　主管校　三重県立かがやき特別支援学校
　開催形式＜Ｗｅｂ上での開催＞
　・�Ｗｅｂ上にて、参加登録者が編集動画等を閲覧す
る形式での開催。

　・期間中はいつでも、何回でも閲覧可能。
4 　開催期間　令和 ４年 ８月 １日㈪～ ８月３１日㈬
５ 　内容

〈分科会 4 〉
「病弱特別支援学校における保護者連携について」
 三重県立かがやき特別支援学校小学部

Ⅰ　学校概要
　平成２９年 ４ 月に「三重県立子ども心身発達医療セン
ター」として整備されたのに伴い、それまで施設に隣
接・併設していた小中学校の分校と県立肢体不自由特
別支援学校分校を県立緑ヶ丘特別支援学校に再編統合
して、新たに県内唯一の病弱特別支援学校として開校
した。在籍する児童生徒の大半は保護者と離れ、入院
生活を送っている。
　長期入院する児童生徒の在籍がなくなり、在籍者数
の減少に伴いＰＴＡの組織・活動も縮小していく状態
で、ＰＴＡ活動の継続と組織化が難しく、新たな学校
開校にともない、ＰＴＡ組織化を行っていない。

Ⅱ　保護者との連携の現状（小学部）
（ １）教育相談
　転入時に実施している。保護者と顔を合わせる貴重
な機会であり、転入児童の生活の様子や学習状況等の
把握、保護者の学校に対する不安や希望をうかがって
いる。
（ ２）日常的な連絡（電話・学級通信・連絡帳・連絡袋）
　担任を中心に児童の実態や保護者のニーズに応じて
日々の情報を個別に提供している。連絡帳は、病室に
付き添っていたり、近隣に住んでいたりする保護者と
の毎日のやり取りにしている。
（ ３）学校行事（授業参観・個別懇談会・文化祭）
　児童の実際の様子を知っていただく貴重な機会とな
っている。コロナ禍では中止の時期もあったが昨年度
は参観者数を制限して実施した。
（ ４）テスト通学
　退院前に治療の一環として主治医が判断し、児童・
保護者が希望した場合には、前籍校への「テスト通学」
を実施している。保護者の全面的な協力が不可欠なも
のとなっている。

Ⅲ　保護者の学校運営への参画について
・ �毎年 ２回開催している「学校関係者評価委員会」に
保護者代表が参加している。
・ �保護者の意見を学校運営に生かす手段として、「学
校生活アンケート」し、結果をホームページで公開
するとともに、学校に対する意見は職員会議で取り
上げ、学校運営に反映させるようにしている。

Ⅳ　今後の保護者との連携について
　学習に関する希望など「子ども一人ひとり」に係る
事柄については聞き取ることができているが、「学校
のあるべきすがた」「在籍する全ての子ども」に係る
事柄の聞き取りは十分とは言えない。学校運営協議会
（コミュニティ・スクール）導入の意見もあり、引き
続き連携の在り方について考えていく。

第５８回　近畿・東海・北陸地区病弱虚弱教育研究連盟研究協議会・三重大会

大会参加を終えて
　主管校の福島県立須賀川の先生方が配信する動画映
像に開会式が始まるまで福島の風景、歴史などが流れ
て工夫してありました。大会事前に関係資料が届いて
いたので新たなＷＥＢの操作もスムーズにできました。
コロナ禍が落ち着くまではネットによる大会を開催す
ることが続くと思いますが保護者もインターネット時

代の波についていけるようにトレーニングしたいと思
っています。コロナ禍の状況でなければ地区の校長先
生とＰＴＡ代表の方が一緒に集まり、意見交換する懇
談会がこれまで持たれていたのですが、今後はＷＥＢ
会議システムを使って同じようにＰＴＡとの意見交換
できる企画が持てることを期待しています。
� 全病Ｐ連事務局　清水三枝、坂田紀行
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Ⅴ　助言等
　Ｗｅｂ開催（Ｗｅｂ上）の動画視聴の形式のため、
意見交換はできなかったが、病弱特別支援学校が課題
として抱えているＰＴＡについての課題や現状につい
て、助言というより、他校（他県）の保護者との連携
（ＰＴＡ活動）についての取組の情報提供を中心に行
った。
　スライドを中心に、特別支援学校のＰＴＡの二つの
側面（図 １）について触れた。

　「保護者の情報源」として、医療の情報、地域・自
治体の病気に対する制度だったり支援だったりの情報
交換の場としての役割である。もう一つは、学校だけ
でなく、行政等へ保護者の声を届けるという側面につ
いて紹介した。

図２

図３

　また、発表にもあったとおり、「規模」や「入院・
在籍期間」が関係するＰＴＡ組織・活動の課題や現状
についてまとめ（図 ２・図 ３）、そのうえで、他校の
保護者（ＰＴＡ）との連携の取り組みについて紹介し
た。（図 ４・図 ５・図 ６）

　ハイブリッド会議とは、ＺＯＯＭ会議などＷｅｂ会
議システムを使った会議のことで、「集合できないか
らＺｏｏｍで会議」ということからＷｅｂ会議を前提
にして、学校以外から（どこからでも）、誰もが会議
に参加できる環境にした事例です。病弱学校の保護者
は、自宅と学校が離れており、学校の集まることが難
しい場合も多いので、話し合いに参加しやすいという
声は出ていると考察される。
　組織活動の見直しとして、回数や時間は必ず検討さ
れる。紹介事例では、年 ４回とし、役員会議もハイブ
リット型のＷｅｂ会議で行い、学校へ集まらずに参加
できる場所から参加することで、負担を少しでも軽減

図４

図５

図６
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する取り組みを行っている。このことは、参加のしや
すさという面では、コロナ禍において、子どもたちの
学習活動がオンライン授業やホームページを活用した
課題配信など工夫された取り組みが進んだと同様に、
ＰＴＡ（保護者連携）においても、ＩＣＴ機器の活用
が重要なポイントとなってくると思われる。　さらに、
ＩＣＴ機器を使った取り組みとして、コロナ禍だから
こそといえるのが、「Ｗｅｂ茶話会」や集まらずに情
報交換を行う「質問箱」の設置を行っている学校もあ
った（図 ６）。
　コロナ禍で集まれる状況ではないが、保護間の情報
交換やちょっとした話せる場が欲しいという願いから
始まった取り組み。学校が設定するのではなく、保護
者だけのコミュニティの場となっている。
　「質問箱」は学校に関係することや共有する必要の
あること以外は、保護者間の情報交を目的とし、運営
も保護者が行っている。今回の発表は、病弱特別支援
学校でも抱えていることである。紹介した取り組みか
らも、ＰＴＡ活動や保護者連携を図るツールとしてＩ
ＣＴ機器の活用があげられる。また、ＳＮＳやオンラ
インシステムを利用した連携・活動が広がっていけれ
ばと感じた。ＰＴＡは組織の有無だけではなく、保護
者との連携が大切であることを改めて感じた。貴重な
情報共有の場となった。

　本大会のｗｅｂ開催実施に向けた大会運営関係の皆
様と発表いただいたかがやき特別支援学校に感謝申し
上げます。

ＰＴＡ分科会以外の分科会

〈分科会 １ 〉
 「 豊かな心を持ち、人との関わりを広げ、自分ら

しく活動できる力の育成～転出後の安定した日
常生活と学校生活に向けて～」

 京都府立城陽支援学校

　肥満の生徒が継続してダンスに取り組み肥満を改善
する過程で、子ども同士の関わりが広がって、学校や
病院で毎日、課題のダンスに取り組む中で次第にダン
スをする者が増え、生徒みんなで踊る動画の作成に発
展。その中で、自分の思いを表出することや他者と一
緒に活動することが苦手な生徒が、振付のアイディア
を出したり、動作を合わせたりして工夫をこらし盛り
上がって、振付の統一感やキレが向上しダンス動画が
完成した頃には、みんなで達成感を味わい、生徒の肥
満も改善した実践等の発表があった。

〈分科会 ２ 〉
 「 ＩＣＴ機器を活用した高等部における学習保障

と進路指導」 愛知県立大府特別支援学校

　大府特別支援学校は、愛知県内唯一の病弱・身体虚
弱の特別支援学校であり、従来より校内教育だけでな
く、施設内教育や訪問教育を県内各所で実施してきた。
コロナ禍になり、対面での教育活動が難しくなったこ
とで、オンライン授業の必要性に迫られた。ＩＣＴ活
用の実践の発表があった。また、今年度から始まった
愛知県内の高校に在籍する「病気療養中の生徒への学
習支援制度」によって位置づけられた本校の「医教連
携コーディネーター」の取組状況についても報告もあ
った。

〈分科会 ３ 〉
 「 『キャリア教育』なりたい自分になる～確かな

支援～」 福井県立福井東特別支援学校

　自立活動を主に履修するコースの高等部「キャリア
教育」における進路の事例
・「夢をかなえるノート」の活用
・進路学習会・職場訪問
・実践事例（生徒Ａ）具体的な目標
・キャリアチェックリスト・レーダーチャートの活用
令和 ４年度（本年度）の取組
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関病連長野大会（オンライン開催）
ＰＴＡ分科会に参加して
 全病Ｐ連 事務局次長　佐々木　啓治

１ 　主管校
　長野県寿台養護学校
２ 　期日
　令和 ４年 ８月１９日（金）１３：３０～１６：００
３  　テーマ
　コロナ禍のＰＴＡ活動における情報交換を中心に
4 　内容

（ １ ）発表 １
「長野県寿台養護学校あゆみ部ＰＴＡ活動の様子」

①【成果 １：ベルマーク・テトラパックの回収】
　・�１０年続く活動。校内数か所に回収箱を配置。保護
者各位は自分の都合で来校した際に提供する。コ
ロナ禍では役員の保護者が中心に回収、整理。大
勢が一同を介さずにも収益を上げることができた。
収益金で文具や教材を購入することができた。

　 【成果 ２：理容ボランティアの運営】
　・�２ ～ ３ カ月に １回のペースで理容ボランティアの
方が来校。家庭での散髪が困難なご家庭に機会を
提供した。コミュニケーションの場として活動で
きた。

　 【成果 ３：進路学習会】
　・�卒業生の保護者を招いて卒業後の生活づくり・制
度の話をしていただいた。保護者はオンラインの
参加。卒業後の具体的な話が聴けて好評であった。
今後は施設事業所の見学等も予定している。

②【課題と対策：皆が集まる機会の縮小や消滅】
　・�コロナウイルス感染対策のために参観日の縮小、
集まる機会の消滅など、顔を合わせてのＰＴＡ活

動ができない。保護者各位への周知や啓蒙活動が
困難。役員ばかりが活動している感がする。

　・�対策としてはそれらをオンラインで開催すること
で、画面越しではあるが顔を合わせることができ
た。今後の交流や意見交換の在り方を相談してい
きたい。

（ ２ ）発表 ２
「 茨城県立友部東特別支援学校ＰＴＡの活動に

ついて」

①学校概要
　・�県内唯一の病弱特別支援学校。病院に訪問学級が
あり治療を受けながら教室やベッドサイドで学習
している。在籍期間が短いことからＰＴＡ活動に
参加する保護者は少ないが、それでもＰＴＡはほ
っとできる場になっており、活動への参加者が増
えてきている。

②コロナ禍でのＰＴＡ活動
　・�活動の在り方を役員中心に検討。親同士が関われ
る場がないことや学校生活への不安を解消するた
めに広報紙を発行。オンラインで保護者交流会を
設けた。オンラインの交流活動も工夫し、「楽し
かった」「リラックスできた」と好評であった。

③今後の活動
　・�ＰＴＡ活動の在り方についてはさまざまな意見は
あるが、関係者が支えあう原点に返り、今後も活
動を継続して信頼関係の構築や保護者同士のつな
がりを深めていきたい。

（ ３ ）意見交換並びに助言等

　助言というよりは、参加者がＰＴＡの在り方につい
てそれぞれの視点で意見が言えたことが大きな成果と
言える。経験談も交え、有意義な情報交換の場にもな
った。寿台養護学校や友部東特別支援学校での活動は
とても意義深く、今後も継続していただきたい。
　タブレット端末は児童生徒一人一台が当たり前の時
代になってきたが、我々周辺の大人がどのように工夫
して教育に生かすかが求められている。全国では病弱
教育のみならず、遠隔支援の方策を工夫している組織
が多数ある。病弱教育のＰＴＡ活動としても、どのよ
うに支え合える活動ができるか、皆さんで知恵を絞り
ながら模索していきたい。

関病連長野大会（オンライン開催）
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分科会②ＰＴＡ　指導助言
　　　　全国病弱虚弱教育学校ＰＴＡ連合会
 事務局長　南風野　久子

　分科会⑤ＰＴＡ指導助言の全国病弱虚弱教育学校Ｐ
ＴＡ連合会事務局長の南風野久子です。よろしくお願
いいたします。
　ＰＴＡの分科会では、二つの提案をしていただきま
した。熊本県立黒石原支援学校　前ＰＴＡ会長　古関
　由加里様より、『 ３年間のＰＴＡ活動の振り返りと
今後の展望について』と題して、コロナ禍以前のＰＴ
Ａ活動の実践について、ＰＴＡ活動のご苦労と今後の
展望について提案していただきました。二つ目の提案
は山口県立豊浦総合支援学校　教頭　坂井　直樹　様
より、『コロナ禍だからこそ活性化させたいＰＴＡ活
動』と題して、コロナ禍だから取り組んだ内容と今後
のＰＴＡ活動について提案していただきました。二つ

の提案について振り返っていきたいと思います。
　取り組みの様子です。黒石原支援学校は小学部、中
学部と高等部の三つの学部があり、現在は９４名の在籍
です。各学部、 ４つの教育課程で児童生徒は学んでい
ます。そのため、ＰＴＡ役員会が貴重な場となってい
るとのことです。 ３学部と ４つの教育課程は、児童生
徒個々に合わせた指導の大切な環境です。その中での
役員会は本当に有意義だと思います。
　医療的ケアに関する意見交換は、安心安全な医療的
ケアを実施するために、保護者の意見やニーズを集約
する貴重な場になっています。児童生徒の命を守るた
めには、確認や見直しが常に必要です。今後も継続し
て取り組んでください。熊本地震から ６年が経過しま
すが、感染症対策や自然災害を予想した普段からの医
療的ケアやさまざまな非常時への準備、児童生徒を支
える人々の事前の意思の疎通が、いざというときに役
立つことを忘れてはいけないと改めて思いました。
　ＰＴＡ研修会では、障がい者支援施設や地域生活セ

全病連山口大会（オンデマンド方式によるオンライン開催）

５ 　その他、長野大会全体の概要は以下の通り
午前：基調講演「病弱教育の現状と今後の展望」
� 文部科学省　初等中等教育局特別支援教育課
� 特別支援教育調査官　深草　瑞世 様
　　　講演「学んだことと、学んでほしいこと
　　　　　　～医療の立場から」
　　　　長野県立こども病院
� 副院長兼神経小児科部長　稲葉　雄二 様
午後：分科会
　・慢性疾患
　　　　助言者：長野医療生活協同組合長野中央病院
� 関　千夏 様
　・神経・筋疾患等
　　　　助言者：信州大学医学部小児医学教室
� 講師　福山　哲広 様
　・心身症等Ⅰ
　　　　独立行政法人国立病院機構東長野病院
� 関　ひろみ 様
　・心身症等Ⅱ
　　　　信州大学医学部
　　　　こどものこころの発達医学教室
� 特任教授　樋端　佑樹 様
　・重度重複
　　　　独立行政法人国立病院機構
　　　　まつもと医療センター小児科医
� 西村　貴文 様

　・ＰＴＡ
　　　　全国病弱虚弱教育学校ＰＴＡ連合会事務局
� 次長　佐々木　啓治

６ 　感想
　コロナ禍での大会でしたが全体的に運営がよく整備
されていた。余裕のある事前の動作確認や通信環境の
チェックも行き届いていた。パソコンが苦手な参加者
でも戸惑うことなくスムーズに参加できるよう、きめ
細やかで丁寧な案内が素晴らしかった。
　本大会はリアルタイムだけでなく、オンデマンドで
の配信は大会を自分の時間と場所で振り返ることもで
き、講演内容や協議後の再確認ができた。今後の大会
の在り方だけでなく、広くとらえると関係者がＩＣＴ
を活用して様々な事業を展開するうえでの手本となる
大会であった。
　感染症が心配な病弱教育では対面が難しい状況が今
後も想定される中、本大会の工夫した点を大いに参考
にしていきたい。
　改めて大会関係者のご尽力に感謝申し上げます。
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ンターの見学説明会を実施しました。保護者や児童生
徒にとって、学校を卒業した後のことが心配です。地
域の障がい者施設や支援センターを訪問しての情報収
集は、保護者の不安を軽減したり、今後のことを考え
るきっかけになったりします。有意義な時間です。
　卒業生に贈るプレゼントは、毎年、何が良いのか悩
みます。卒業学部や教育課程を配慮したプレゼントに
は工夫があり、頭が下がります。さらにＰＴＡで、卒
業生が胸に付けるコサージュを手作りしたとのこと。
温かさを感じる取り組みです。卒業生がほほ笑んでい
る姿が目に浮かんできました。
　夏休み最終週のＰＴＡ合同環境整備は、炎天下のも
と、大変だと思います。長い夏休みの間に伸びた雑草
はどこの学校も悩みの種です。この機会をうまく活用
して保護者と教職員が作業を通し、意思の疎通が図れ
たとのこと。汗を流しながら、同じ作業に取り組むと
コミュニケーションが深まっていきます。きれいにな
った校庭や花壇は、児童生徒が気持ちよく登校できる
環境です。
　文化祭のバザーは各学校の定番になっていると思い
ます。バザーの品々に値段をつけるのは頭を悩ませま
すが、保護者間のやりとりが活発になり、楽しい時間
でもあります。誰が買ってくれるのかと、さまざまな
思いが皆さんの中に湧き起こったことと思います。
　取り組みの成果と考察です。提案では、ＰＴＡ活動
が保護者との交流に役立っていることがよく分かりま
した。令和 ２年から ４年。全世界が対応に苦慮した新
型コロナウイルスです。現在はワクチン接種や感染予
防に対する意識の向上やマスクの着用、手指消毒、検
温等が浸透しています。病弱の児童生徒は日頃から健
康状態の維持や感染予防に対して、一般の小学校、中
学校、高等学校とは比較にならないほど徹底していま
す。ＰＴＡ活動がコロナウイルスまん延の中、実施で
きなかったことは残念でしたが、環境の変化に応じた
最善の対応でした。
　課題と今後の対策として、仕事に従事される保護者
の増加に伴い、ＰＴＡ行事の期日や時間、児童生徒の
将来を含めた内容の取り組みを見直すことが、多くの
保護者の皆さんが参加するＰＴＡ活動につながってい
くと思います。今後は、オンラインでの総会、役員会、
研修会の実施、さらに動画の視聴など工夫を重ねてい
くことで、ＰＴＡ活動のさらなる充実につなげること
を願います。時代や環境の変化に応じた工夫が、今後
のＰＴＡ活動に求められます。現在のそれぞれが置か
れた状況を判断し、より良い方向へ進んでいくことは、
児童生徒の成長にもつながっていきます。皆さんで、
今後も力を合わせていってください。
　山口県立豊浦総合支援学校では、寄宿者生や病棟生

は現在、在籍しておらず、小学部、中学部、高等部の
通学生が７９名在籍しています。児童生徒の多くは県内
各地からの転入生のため、病気が回復すると現籍校に
戻ります。そのため、保護者が定期的に集まりＰＴＡ
活動を実施しにくい環境でした。先生がたが主導にな
るＰＴＡ活動になる現状がありました。このことは、
全国の病弱特別支援学校が共通して常に抱える課題で
す。病気の回復は児童生徒、保護者、先生がたにとっ
てうれしいことです。しかし、ＰＴＡ活動を継続して
充実するためにはどうしたらよいかと、いつも全国の
各学校も工夫しながらＰＴＡ活動に取り組んでいます。
　コロナ禍以前は、保護者が直接、顔を合わせるのは
授業参観日や学校行事に限られていました。そのため、
保護者同士の顔と名前が一致しないという意見が保護
者の中から上がっていました。さらに、また、両親が
仕事を日中しているため、役員、理事会などに参集す
ることが困難であることも、他の病弱特別支援学校や、
小学校中学校高等学校等でも抱える課題です。
　令和 ２年から ３年度は、新型コロナウイルス感染拡
大に伴う緊急事態宣言の発令のため、学校は休校とな
り、学校行事も中止となりました。しかし、ＰＴＡ会
長と相談して、ＺＯＯＭを使ってのオンライン＆会場
参集のハイブリッド型の研修会を企画しました。各家
庭のＷｉ－Ｆｉなどの通信環境の整っていなかったり、
端末がない実態を考慮して取り組んだりしたことは素
晴らしいことです。これにより、ＰＴＡ活動が進んで
いきました。
　研修会の内容は、卒業後の生き方や性に関する指導
を講師の先生に取り上げてもらい、充実したものにな
りました。保護者の皆さんのニーズに応じた研修会に
なったことが分かります。ＺＯＯＭにより、横須賀市
と下関市をつないだ研修は感動するものがあったと思
います。
　保護者同士の関わりの希薄さを何とかしたいと立ち
上がった『ふれあい座談会』がオンライン併用のハイ
ブリッド型で行うことができました。アンケートもＧ
ｏｏｇｌｅフォームを活用して行い、集計の短縮にも
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　令和 ４年度第６２回九州地区病弱虚弱教育研究連盟研
究協議会・鹿児島大会が開催され、その大会記録集が
事務局に届きましたのでそれを元に概要を報告します。

１ 　開催方法
　オンライン会議システム（Ｚｏｏｍ）で
　発信元：鹿児島県立加治木養護学校
２ 　目的
　�　病弱虚弱児の療育及び教育の当面する課題につい
て、病院・学校関係者が日頃の実践活動や今後の方
向性を研究協議し、病弱虚弱教育の充実と発展を図
る。

３ 　主題
　 「�子供たちの可能性を引き出す病弱虚弱教育の在り
かた方を求めて」～子供たちに寄り添った指導と
支援を目指して～

4 　期日　令和 ４年 ８月１７日㈬１８日㈭の ２日間
５ 　大会内容

○講演Ⅰ
 「子供たちの可能性を引き出す病弱教育」
 文科省特別支援教育調査官　深草　瑞世氏

　病弱教育の現状、その施策、充実に向けて講演され、
最後に ４つの願いを話されました。

九病連大会の報告

◇�特別支援教育、病弱教育の専門性の向上が求められ
ています。
◇�学習指導要領を踏まえた各学校における日頃からの
授業づくり、研究・研修等の積み重ねを大事に
◇�小・中学校等や関係機関との連携を充実しましょう。
◇�子供たちに心の寄り添う指導と支援を願います。

○講演Ⅱ
 「特別支援学校における摂食指導の意義と役割」
　　　鹿児島大学病院　発達系歯科センター
 小児歯科　佐藤　秀夫 氏

　ＬＩＶＥ配信で話されました。

○分科会
　 ３つの分科会で ６校の提言がありました
　・教科・領域の指導
　 「�不登校である生徒の継続した学習に向けた取り組
み」～ＩＣＴを活用した学習支援を通して～

　� 福岡県立古賀特別支援学校
　 「�本校児童生徒の自己と向き合う制作活動と展覧会
等の活用について」～児童生徒のニーズに沿った
制作指導と作品展・コンクールの活用～

� 鹿児島県立加治木養護学校
　・自立活動の指導

つながった新しい取り組みでした。この取り組みでＰ
ＴＡ活動が大きく変化していきました。子どもたちが
ＧＩＧＡスクール構想により、ＩＣＴの活用が日常化
しています。保護者や教職員も、ＩＣＴを普段使いの
状態までスキルアップすることは非常に大切です。コ
ロナまん延の中、保護者と教職員が協力した取り組み
を提案していただきました。
　コロナウイルス感染防止の各学校での工夫は、ＩＣ
Ｔ活動を推進するきっかけになりました。こうして山
口大会が、各学校の皆さんが離れていても実施できる
ことなど、多くのメリットを学習する機会にもなりま
した。
　 ２校から、病弱特別支援学校が抱える転出入の多さ
や、県内の広範囲に自宅があり、病気が回復すると地
域の学校に戻っていく児童生徒の特徴に合わせたＰＴ
Ａ活動の取り組みを提案していただきました。また、
近年の保護者の就労状況に合わせた活動や感染症対策
によるＩＣＴ活用など、多くのことを提案していただ

きました。
　この課題と現状は、繰り返しになりますが、全国の
病弱特別支援学校の共通の課題です。新型コロナウイ
ルス感染対策を取り入れながら、ＰＴＡ活動の充実を
図ることは、新しい工夫が必要でした。どうしたら多
くの保護者が限られた時間の中で、充実したＰＴＡ活
動ができるのかを、ＰＴＡの皆さんがさまざまな工夫
をされていることが、具体的に分かる提案でした。
　今後も教育現場では、感染症対策や自然災害等さま
ざまな対応が求められます。児童生徒の学校生活がさ
らに充実するため、今後のＰＴＡ活動が継続し、時代
の変化に応じた取り組みを重ねていくことを願ってい
ます。
　最後に、熊本県立黒石原支援学校の古関由加里様、
山口県立豊浦総合支援学校の坂井直樹様、本当にご苦
労さまでした。今後も全国のＰＴＡ活動が、さらに充
実していくことを願います。ご清聴ありがとうござい
ました。
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　 「�個々の目標に迫るための授業改善への取り組み」
　　�～ベッドサイド授業の一事例研究を通して～
� 佐賀県立中原特別支援学校
　 「�自ら相談し、整理し、安心して行動できる力の育
成を目指して」～自分らしく　耀く　つながる　
ふみ出す　授業の実践～

� 熊本県立黒石原支援学校
　・発表校による独自の提言
　 「�自ら課題を設定し、表現力を高めることのできる
生徒の育成」～学び合いの活動の中でつくる創作
ダンスを通して～

� 福岡市立屋形原特別支援学校
　 「�病弱特別支援学校における自立活動の取組」
� 長崎県立大村特別支援学校西大村分教室

全病連大会（全国大会、地区大会）に
おける文部省特別支援教育教科調査官
の講演を聞いて

○特別支援学校等の児童生徒の増加の状況
　（Ｈ２３→Ｒ ３ ）
　直近１０年間で義務教育段階の児童生徒の数は減少し
ているが、特別支援教育を受けている児童生徒数は増
えている

平成２３年度 令和３年度

義務教育段階の
児童生徒数� 減少 1,054万人 561万人

特別支援教育を
受けている児童生徒数� 増加 ２8.5万人 5３.9万人

○入院等による病気療養中の児童生徒の学ぶ場所
　病院内において多様な教育の場所
　　→特別支援学校（病弱）の分校、分教室
　　→小中学校の病弱・身体虚弱特別支援学級
　　→�特別支援学校等の教員を派遣して行われる
　　　訪問教育
・ �これら学びの場所おいて、対面による授業やＩＣＴ
機器を活用した遠隔教育、ベッドサイドへの訪問に
よる指導が行われる。学習支援として学習支援員や
ボランティアを活用している場合もある。
・ �退院後に自宅療養をする場合であっても、訪問によ
る指導やＩＣＴ機器を活用した遠隔教育を受けるこ
とができる。

○ＧＩＧＡスクール構想の推進
・ �ＧＩＧＡスクール構想とは １人 １台端末、通信ネッ

トワーク等学校ＩＣＴ環境を整備・活用することで、
個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実など
教育の質を向上する構想
・ �１ 人 １ 台端末の整備は公立小中においては令和 ３年
３月概ね達成している。
・ �通信ネットワークの環境整備
　�学校ネットワーク環境の全国整備中、ネットワーク
供用を開始した学校９０％以上の状況
・ �日常的な支援員やＧＩＧＡスクールサポーター配置
を促進して行く。
・ �１ 人 １ 台端末の円滑な運営には学校設置者・学校・
保護者との間で活用ルールだけでなく、ＩＣＴ環境
の活用目的や意義について共通理解を図ることが不
可欠である。
・ �ＧＩＧＡスクール構想の実現、教育の情報化に関す
る手引き、遠隔教育システム活用ガイドブック

○医療的ケア・医療的ケア児について
・ �医療的ケアの法律上の定義
　→�人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医
療行為

・ �医療的ケア児の法律上の定義
　→�日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療
的ケアを受けることが不可欠である児童（１８歳以
上の高等学校に在籍するものを含む）

・ �医療行為とは医師の医学的判断と技術をもって行わ
なければ、人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼす
おそれのある行為を反復継続する意思を持って行う
こと。基本的に、医師又は医師の指示を受けた看護
師等の医療職が行う。

○ 学校における医療的ケアの実施体制の充実に向けた
取り組み
　医学の進歩を背景として、特別支援学校のみならず、
地域の小中学校においても医療的ケア児が増加傾向に
あること、「医療的ケア児及びその家族に対する支援
に関する法律」の成立・施行されたことなどを踏まえ、
文部科学省では学校における医療的ケアの実施体制の
充実を図る

・ �基本的な考え
　 １　学校における医療的ケアの今後の対応の整理
　 ２　医療的ケア児を安心・安全に受け入れる体制
　 ３　医療的ケア児及びその家族に対する支援の整備
・ �医療的ケア看護職員等への研修
　 １　�学校における医療的ケア実施対応のマニュアル

作成
　 ２　�学校における教職員による喀痰吸引等を行う際
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保護者の活動報告・研修会開催しました

　全病Ｐ連はこれまで国庫補助を受けて療育研
修事業（保護者研修会）実施して来ましたがコ
ロナ禍のため、実施を控えていました。今年は
コロナ対策を考えてＰＴＡ研修を予定している
ＰＴＡ会員校がありましたので報告します。

１ 　研修を行った学校
　青森県立青森若葉養護学校
２ 　日時　令和 ４年 ９月２６日㈪
３ 　会場　青森県立青森若葉養護学校
4  　研修内容
「�生理のある時のトラブル、月経困難症を中
心に」

　�　 ３ 年振りに学校に保護者が参集して専門家
を招いて講話を聴いてその後、講師を交えて、意見
交換をしました。日頃、分かっているようで、子ど
もに十分な指導ができていないことや大事な医学的
な話などを学ぶ機会になり、たいへん有意義な研修
になりました。今後、家庭での指導に役立てていき
たい。

　今後も保護者研修の活動は続けたいと考えています。
研修内容幅広く受け入れています。

講話の様子

に行う基本研修資料活用
　 ３　�地域で医療的ケア児を支援する学校の看護師と

訪問看護師の連携の資料活用

○ 最後に文部科学省等からの情報を掲載します。
・ �主な刊行物
　季刊特別支援教育（年 ４回　 ３，６，９，１２月）
　�特別支援学校教育要項・学習指導要領解説「総則編」
「各教科等編」「自立活動編」「幼稚園、小学部・中
学部」「高等部」
　通級による指導の手引き
　よりよい理解のためにー交流及共同学習事例集
　�新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する
ＨＰ【内閣府、厚生労働省】
　�独立行政法人国立特別支援教育総合研究所ＨＰ
　メールマガジン、発達障害教育推進センター

第44回全国特別支援教育振興協議会

１ 　主催
　全国特別支援教育推進連盟
　文部科学省
　独立行政法人　国立特別支援教育総合研究所
２ 　開催日時
　令和 ４年１２月 ２ 日㈮　１０時～１５時４５分
３ 　開催場所
　南大塚ホール　東京都豊島区南大塚 ２－３６－ １

4 　主題
　「インクルーシブ教育システムの充実に向けて」
　～ＩＣＴ教育、交流及び共同学習～
　　 １部　ＩＣＴ教育の充実に向けて
　　 ２部　�交流及び共同学習の充実に向けて

～シンポジウム～
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５ 　内容
 【午前の部】１０時～１２時３０分
　挨拶
　　　　全国特別支援教育推進連盟理事長
� 宮﨑　英憲 様
　　　　文部科学省　初等中等教育局
� 特別支援教育課長　山田　泰造 様
　　　　独立行政法人　国立特別支援教育総合研究所
� 理事長　中村　信一 様
　行政説明
　　　　文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長
� 　山田　泰造 様
　　　　厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
　　　　障害福祉課　障害児・発達障害者支援室
� 室長補佐　稲田　征之 様
　 １部
　「ＩＣＴ教育の充実に向けて」
　講演　文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
� 特別支援教育調査官　森田　浩司 様
　「特別支援教育におけるＩＣＴ教育の現状と課題」
　講演　一般社団法人SOZO.Perspective
� 代表理事　海老沢　穣 様
　「ＩＣＴを活用した特別支援学校の授業実践
　－アイデアや表現を広げるＩＣＴの活用－

 【午後の部】１３時３０分～１５時４５分
　事業説明
　　　　独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
　　　　研究企画部上席総括研究員(兼)研究企画部長
� 牧野　泰美 様
　「交流及び共同学習について」
　 ２部「交流及び共同学習の充実に向けて」
　　　　～シンポジウム～
　令和 ３年度文部科学省委託事業報告
　「特別支援学校に在籍する児童生徒の居住地との
　つながりに関する調査研究」
　趣旨説明・調査結果概要報告
　　　　全国特別支援教育推進連盟
� 副理事長　岩井　雄一 様
　現状報告
　　　　全国特別支援学校長会
� 会長　市川　裕二 様
　現状報告
　　　　全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長
� 協会会長　喜多　好一 様

　シンポジスト
　　　　関西学院大学教育学部
� 教授　丹羽　登 様
　　　　東北福祉大学教育学部
� 教授　大西　孝志 様
　　　　神戸親和女子大学教育学部　准教授
� 武富　博文 様
　　　　全国特別支援学校長会
� 会長　市川　裕二 様
　　　　全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長
� 協会会長　喜多　好一 様
　コーディネーター
　　　　全国特別支援教育推進連盟　副理事長
� 岩井　雄一 様
　閉会挨拶
　　　　全国特別支援教育推進連盟
� 副理事長　岩井　雄一 様
大会に参加して
　コロナ感染拡大の影響により、令和 ３年の昨年は、
２年ぶりの開催となり、Ｗｅｂ開催でした。令和 ４年
度の今年は、規模を縮小し、感染予防のため室内喚起
や手指消毒、マスク着用等を徹底しての開催でした。
　 １部 ２部を通して、今の社会環境の変化や感染症等
の流行により児童生徒の学校教育等が、大きく変わっ
てきている現状を踏まえた内容でした。ＩＣＴ教育で
は、ＧＩＧＡスクール構想により整備されているＩＣ
Ｔを活用した授業づくりについて、各教育委員会や各
学校において、すぐに活用できるアイデアを具体的に
紹介していただきました。交流及び共同学習に向けて
のシンポジウムでは、２０２２年 ９ 月に国連障害者の権利
委員会の総括所見勧告が公表されたことに対しての提
案がされました。勧告において、分離しない教育が強
調されていますが、一人一人の能力を最大限まで発達
させるため、どのような仕組みを整備していくかが今
後の課題です。推進連盟の会議においても加盟団体か
らは、特別支援教育により保証される個に応じた教育
を大切にして欲しいとの声が聞かれており、分離しな
い教育は、児童生徒の多様化や通常教育の在り方を踏
まえ長期的な展望を持って取り組んでいく必要性を感
じました。
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　　第 １ 章　　名　称
第 １条　�この会は全国病弱虚弱教育学校ＰＴＡ連合会

と称し事務所を会長指定の所に置く。

　　第 ２ 章　　目的および事業
第 ２条　�この会は全国における病弱虚弱教育関係学校、

分校、学級等のＰＴＡ相互の連絡提携をはか
り、病弱虚弱教育の進展充実を促進すること
を目的とする。

第 ３条　�この会は前条の目的を達成するため次の事業
を行う。

　　　　 １　病弱虚弱教育学校設置促進
　　　　 ２　�病弱虚弱者の就学促進のための措置
　　　　 ３　�病弱虚弱教育費の充実と施設設備の整備
　　　　 ４　�その他、この会の目的を達成するために

必要な事業

　　第 ３ 章　　方　針
第 ４条　�この会は教育を本旨とする民主団体であって、

次の方針に従って活動する。
　　　　 １　�この会の目的を達成するために他の団体

および機関と協力する。
　　　　 ２　�特定の政党、宗派にかたよることなく、

またもっぱら営利を目的とする行為は行
なわない。

　　第 4 章　　構　成
第 ５条　�この会は全国の病弱虚弱教育学校、分校、学

級等の単位ＰＴＡで組織する。
第 ６条　�この会を構成する単位ＰＴＡは分担金を納め

るものとする。

　　第 ５ 章　　役　員
第 ７条　この会に次の役員を置く。
　　　　・会長 １名　　　・副会長 ２名
　　　　・事務局長 １名　・理事若干名
　　　　・監事 ２名　　　・評議員若干名
第 ８条　�会長・副会長・事務局長は理事会において推

挙する。
　　　　・会長は会務を総理する。
　　　　・��副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき

はこれに変わる。
　　　　・��事務局長は会長の意を体し庶務・会計を総

括する。
第 ９条　�理事は各ブロック別（全病連ブロック別に依

る） １名を各ブロック別評議員会から推薦す
る。

第１０条　�評議員は単位ＰＴＡより各 １名ずつ選出する。
第１１条　�監事は理事以外から選出する。監事は会計監

査を行なう。
第１２条　�役員の任期は ２年とする。ただし重任を妨げ

ない。
第１３条　�この会に庶務、会計各 １名を置く。庶務及び

会計は理事会にはかり会長が委嘱する。
第１４条　�理事会の推せんにより顧問を置くことができ

る。
第１５条　�補欠により選任された役員の任期は前任者の

残任期間とする。

　　第 ６ 章　　会　議
第１６条　�理事会はこの会の最高議決機関であり、予算・

決算の承認、事業計画ならびに役員の選出、
その他重要事項を審議する。

　　　　・理事会は毎年 １回開催する。
　　　　・��会長が必要と認めた時は臨時に開くことが

できる。
　　　　・��会議の決議は出席者の過半数によるものと

する。

　　第 7 章　　経　費
第１７条　�この会の経費は分担金および寄付金の収入に

よって支弁する。
第１８条　�単位ＰＴＡの分担金は児童生徒 １人当たり年

額５００円の割合で算出した金額とする。
第１９条�　この会の会計年度は毎年 ４月 １日に始まり、

翌年の ３月３１日に終わる。

　　第 8 章　　付　則
　　　　 １　�この規約は理事会の決議を経なければ変

更することができない。
　　　　 ２　�この会の運営に関しては別に細則を定め

る。
　　　　 ３　�本規約は昭和５４年 ４ 月 １ 日より実施する。
　　　　 ４　�昭和６２年 ６ 月２２日一部改定
　　　　 ５　平成 ６年 ６月２３日一部改定
　　　　 ６　�平成２６年 ６ 月２６日一部改正
　　　　 ７　�平成２９年 ６ 月２８日一部改正

○�令和 ４年度　役員名簿は理事会のところに記載しま
した。

全国病弱虚弱教育学校ＰＴＡ連合会規約
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　全病Ｐ連事務局は全国心身障害児福祉財団ビルの ５
階の一角に他のＰＴＡ連合会と一緒に事務所を置いて
おります。ＪＲ山の手線・大塚駅下車 ５分の場所で便
利なところです。保護者や学校関係者からの相談や関
係者からの情報収集などを行っています。
・�郵便番号　１７０-０００５
　所在地　東京都豊島区南大塚 ３ -４３-１１
　　　　　全国心身障害児福祉財団ビル ５階
・�ＴＥＬ／ＦＡＸ　０３-３９８４-１３１３
・�メール　zenbyou-pren@yahoo.co.jp
＊コロナ禍における事務局の動き　
　これまで毎週水曜日の午前１０時から午後 ３時まで、
事務局員が交代しながら常駐して、福祉相談や、全国
の病弱校との連絡を行ってまいりました。現在は新型
コロナウイルス感染対策のため、テレワークという形
で事務局員が自宅で事務所のパソコンに届く情報を受
信し、関係機関、団体、会員との連絡を行っておりま
す。
▪ホームページの開設
　会報等も掲載しており、本会の歩みや活動の概要を
みることができます。
　ＵＲＬ�http://www.zenbyopren.sakura.ne.jp
▪本会の分担金
　各学校単位ＰＴＡの児童生徒 １人当たり年額５００円
となっております。今後とも納入のご協力をよろしく
お願いいたします。
　振込先　　三菱ＵＦＪ銀行　高田馬場支店
　口座番号　普通　２０７４４０９
　口座名義　�全病Ｐ連会長　羽田　京子
　　　　　　　　　　　　 （ハダ　キョウコ）

▪次年度の動き
　今後もコロナウイルス感染対策が続くと考えられ、
当分の間、テレワークという形で事務局業務を遂行し
ていく予定です。関係団体とは対面での連携が難しい
ことが想定されますが、引き続きインターネット環境
を活用して連携を図りたいと考えます。また、今後の
具体的な情報は本会のＨＰでお知らせできるようにし
ていきます。
▪ 編集後記
　本年もコロナウイルスの
影響により、生活の在り方
や働き方も大きな改革が求
められた年でした。With
コロナの状況を考えますと、
これまでできていた様々な
日常から逸脱することを、
マイナス面と捉えるのでは
なく、更に新しい生き方や
働き方を工夫する時代に入
ってきたと認識しております。全病Ｐ連の活動もパソ
コンのネット環境を利用することで、データを生かし
た書面会議での理事会や、各病連の大会にオンライン
参加をすることができました。これらの方法は、リア
ルタイムではなくともオンデマンドで自由に自分の時
間で参加できますし、会の内容を確認できるメリット
もあります。また、遠隔地での大会参加につきまして
は、高額な出張旅費等の削減にも生かせます。これか
らも皆様のお知恵を拝借し、ご協力を仰ぎながら病弱
児教育に貢献してまいりたいと考えます。さらなるご
支援を賜りますようお願い申し上げます。

福祉相談について
・�コロナウイルス感染対策のため、業務はテレワークで行っています。
・�事務所内の電話・ファックスでの対応はありませんので、当分の間、全病Ｐ連メールでの対応
とさせていただきます。
・�ご相談がある場合は、以下のメールをご利用ください。

＊全病Ｐ連�mail�address�⇒【�zenbyou_pren@yahoo.co.jp�】
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