
別紙

（都道府県順）

No
都　道
府　県

団　　体　　名

1 北海道 ほっかいどうていねようごがっこうほごしゃとせんせいのかい

北海道手稲養護学校保護者と先生の会

2 北海道 はこだてしりつあさひしょうがっこうＰＴＡ

函館市立あさひ小学校ＰＴＡ

3 北海道 ひがしかわだいさんしょうがっこうふぼとせんせいのかい

東川第三小学校父母と先生の会

4 北海道 なかとんべつしょうがっこうＰＴＡ

中頓別小学校ＰＴＡ

5 北海道 さっぽろしりつきたくじょうしょうがっこうふぼとせんせいのかい

札幌市立北九条小学校父母と先生の会

6 青森県 しょうようしょうがっこうふぼときょうしのかい

松陽小学校父母と教師の会

7 青森県 へらいしょうがっこうＰＴＡ

戸来小学校ＰＴＡ

8 岩手県 かねがさきしょうがっこうＰＴＡ

金ケ崎小学校ＰＴＡ

9 宮城県 せんだいしりつしろうまるしょうがっこうふぼきょうしかい

仙台市立四郎丸小学校父母教師会

10 宮城県 みやぎきょういくだいがくふぞくとくべつしえんがっこうＰＴＡ

宮城教育大学附属特別支援学校ＰＴＡ

11 宮城県 せんだいしりつろくごうちゅうがっこうふぼきょうしかい

仙台市立六郷中学校父母教師会

12 宮城県 みなみさんりくちょうりつしづがわちゅうがっこうふぼきょうしかい

南三陸町立志津川中学校父母教師会

13 秋田県 ひがししょうがっこうＰＴＡ

東小学校ＰＴＡ

14 秋田県 せんぼくしりつじんだいちゅうがっこうＰＴＡ

仙北市立神代中学校ＰＴＡ

15 秋田県 あきたけんりつおおまがりしえんがっこうせんぼくこうＰＴＡ

秋田県立大曲支援学校せんぼく校ＰＴＡ

16 山形県 おおえちょうりつほんごうひがししょうがっこうＰＴＡ

大江町立本郷東小学校ＰＴＡ

17 山形県 しょうないちょうりつあまるめだいにしょうがっこうふぼときょうしのかい

庄内町立余目第二小学校父母と教師の会

18 福島県 にほんまつしりつあだたらしょうがっこうふぼときょうしのかい

二本松市立安達太良小学校父母と教師の会

19 福島県 いなわしろしょうがっこうふぼときょうしのかい

猪苗代小学校父母と教師の会

令和元年度「優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰」被表彰団体一覧
（小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、私立幼稚園・認定こども園ＰＴＡ）
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20 茨城県 みとしりつみどりおかちゅうがっこうＰＴＡ

水戸市立緑岡中学校ＰＴＡ

21 茨城県 ひたちおおたしりつずいりゅうちゅうがっこうＰＴＡ

常陸太田市立瑞竜中学校ＰＴＡ

22 栃木県 みぶちょうりつふじいしょうがっこうＰＴＡ

壬生町立藤井小学校ＰＴＡ

23 栃木県 うつのみやだいがくきょういくがくぶふぞくしょうがっこうＰＴＡ

宇都宮大学教育学部附属小学校ＰＴＡ

24 群馬県 ながのはらちょうりつおうくわしょうがっこうＰＴＡ

長野原町立応桑小学校ＰＴＡ

25 群馬県 みどりしりつかさかけちゅうがっこうＰＴＡ

みどり市立笠懸中学校ＰＴＡ

26 群馬県 ぐんまけんりつもうがっこうＰＴＡ

群馬県立盲学校ＰＴＡ

27 埼玉県 さいたましりつときわしょうがっこうＰＴＡ

さいたま市立常盤小学校ＰＴＡ

28 埼玉県 さいたましりつはちおうじちゅうがっこうふぼときょうしのかい

さいたま市立八王子中学校父母と教師の会

29 埼玉県 かわぐちしりつはとがやちゅうがっこうＰＴＡ

川口市立鳩ヶ谷中学校ＰＴＡ

30 埼玉県 くきしりつわしのみやにしちゅうがっこうＰＴＡ

久喜市立鷲宮西中学校ＰＴＡ

31 埼玉県 さいたまだいがくきょういくがくぶふぞくとくべつしえんがっこうＰＴＡ

埼玉大学教育学部附属特別支援学校ＰＴＡ

32 千葉県 ふなばししりつならしのだいだいいちしょうがっこうＰＴＡ

船橋市立習志野台第一小学校ＰＴＡ

33 千葉県 まつどしりつこがねしょうがっこうＰＴＡ

松戸市立小金小学校ＰＴＡ

34 千葉県 やちまたしりつちょうようしょうがっこうＰＴＡ

八街市立朝陽小学校ＰＴＡ

35 千葉県 もばらしりつとよおかしょうがっこうＰＴＡ

茂原市立豊岡小学校ＰＴＡ

36 千葉県 きょなんちょうりつきょなんちゅうがっこうＰＴＡ

鋸南町立鋸南中学校ＰＴＡ

37 東京都 あだちくりつひがしかへいしょうがっこうＰＴＡ

足立区立東加平小学校ＰＴＡ

38 東京都 みなとくりつあかさかちゅうがっこうＰＴＡ

港区立赤坂中学校ＰＴＡ
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39 東京都 いたばしくりつかみいたばしだいいちちゅうがっこうＰＴＡ

板橋区立上板橋第一中学校ＰＴＡ

40 東京都 あだちくりつかがちゅうがっこうＰＴＡ

足立区立加賀中学校ＰＴＡ

41 東京都 ひがしやまとしりつだいにちゅうがっこうＰＴＡ

東大和市立第二中学校ＰＴＡ

42 神奈川県 かわさきしりつみやまえしょうがっこうＰＴＡ

川崎市立宮前小学校ＰＴＡ

43 神奈川県 さがみはらしりつきょうわしょうがっこうＰＴＡ

相模原市立共和小学校ＰＴＡ

44 神奈川県 えびなしりつかいせいちゅうがっこうＰＴＡ

海老名市立海西中学校ＰＴＡ

45 神奈川県 よこはましりつしのはらにししょうがっこうＰＴＡ

横浜市立篠原西小学校ＰＴＡ

46 神奈川県 あつぎしりつこあゆしょうがっこうＰＴＡ

厚木市立小鮎小学校ＰＴＡ

47 神奈川県 よこはましりつえだみなみちゅうがっこうＰＴＡ

横浜市立荏田南中学校ＰＴＡ

48 神奈川県 かわさきしりつふるいちばしょうがっこうＰＴＡ

川崎市立古市場小学校ＰＴＡ

49 神奈川県 おおいそちょうりつおおいそちゅうがっこうＰＴＡ

大磯町立大磯中学校ＰＴＡ

50 神奈川県 よこすかしりつながうらしょうがっこうＰＴＡ

横須賀市立長浦小学校ＰＴＡ

51 新潟県 いといがわしりついそべしょうがっこうＰＴＡ

糸魚川市立磯部小学校ＰＴＡ

52 新潟県 にいがたけんりつにいがたもうがっこうＰＴＡ

新潟県立新潟盲学校ＰＴＡ

53 新潟県 にいがたしりつまきひがしちゅうがっこうＰＴＡ

新潟市立巻東中学校ＰＴＡ

54 新潟県 とおかまちしりつたざわしょうがっこうＰＴＡ

十日町市立田沢小学校ＰＴＡ

55 富山県 あさひちょうりつさみさとしょうがっこうＰＴＡ

朝日町立さみさと小学校ＰＴＡ

56 富山県 とやましりつごふくしょうがっこうＰＴＡ

富山市立五福小学校ＰＴＡ

57 石川県 しかちょうりつしかしょうがっこうＰＴＡ

志賀町立志賀小学校ＰＴＡ
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58 石川県 はくさんしりつあさひがおかしょうがっこうＰＴＡ

白山市立旭丘小学校ＰＴＡ

59 福井県 わかさちょうりつきやましょうがっこうＰＴＡ

若狭町立気山小学校ＰＴＡ

60 福井県 さかいしりつみくにちゅうがっこうＰＴＡ

坂井市立三国中学校ＰＴＡ

61 福井県 ふくいけりつふくいひがしとくべつしえんがっこうＰＴＡ

福井県立福井東特別支援学校ＰＴＡ

62 山梨県 いちかわみさとちょうりついちかわちゅうがっこうＰＴＡ

市川三郷町立市川中学校ＰＴＡ

63 長野県 うえだしりつひがししょうがっこうＰＴＡ

上田市立東小学校ＰＴＡ

64 長野県 とよおかそんりつとよおかみなみしょうがっこうＰＴＡ

豊丘村立豊丘南小学校ＰＴＡ

65 長野県 ながのけんいなりやまようごがっこうＰＴＡ

長野県稲荷山養護学校ＰＴＡ

66 岐阜県 ぎふしりつあくたみしょうがっこうＰＴＡ

岐阜市立芥見小学校ＰＴＡ

67 静岡県 まきのはらしりつさがらしょうがっこうＰＴＡ

牧之原市立相良小学校ＰＴＡ

68 静岡県 もりちょうりつみくらしょうがっこうＰＴＡ

森町立三倉小学校ＰＴＡ

69 静岡県 ふじしりつよしわらだいさんちゅうがっこうＰＴＡ

富士市立吉原第三中学校ＰＴＡ

70 愛知県 とよかわしりつはちなんしょうがっこうふぼきょうしかい

豊川市立八南小学校父母教師会

71 愛知県 いちのみやしりつあざいちゅうがっこうＰＴＡ

一宮市立浅井中学校ＰＴＡ

72 愛知県 とよたしりつさなげだいちゅうがっこうふぼきょうしかい

豊田市立猿投台中学校父母教師会

73 愛知県 なごやしりつみたちゅうがっこうＰＴＡ

名古屋市立御田中学校ＰＴＡ

74 三重県 なばりしりつみのわしょうがっこうほごしゃときょうしょくいんのかい

名張市立箕曲小学校保護者と教職員の会

75 滋賀県 しがけんりつやすようごがっこうＰＴＡ

滋賀県立野洲養護学校ＰＴＡ

76 滋賀県 ひのちょうりつひのしょうがっこうＰＴＡ

日野町立日野小学校ＰＴＡ
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77 滋賀県 りっとうしりつはるたしょうがっこうＰＴＡ

栗東市立治田小学校ＰＴＡ

78 京都府 あやべしりつきみしょうがっこうＰＴＡ

綾部市立吉美小学校ＰＴＡ

79 京都府 きょうとしりつあんしゅしょうがっこうＰＴＡ

京都市立安朱小学校ＰＴＡ

80 京都府 きょうとしりつからくちゅうがっこうＰＴＡ

京都市立嘉楽中学校ＰＴＡ

81 京都府 きょうたなべしりつたなべしょうがっこうＰＴＡ

京田辺市立田辺小学校ＰＴＡ

82 大阪府 かどましりつおおわだしょうがっこうＰＴＡ

門真市立大和田小学校ＰＴＡ

83 大阪府 おおさかしりつほりえちゅうがっこうＰＴＡ

大阪市立堀江中学校ＰＴＡ

84 大阪府 さかいしりつきんさいしょうがっこうＰＴＡ

堺市立錦西小学校ＰＴＡ

85 大阪府 おおさかしりつべんてんしょうがっこうＰＴＡ

大阪市立弁天小学校ＰＴＡ

86 大阪府 おおさかふりつさかいしえんがっこうＰＴＡ

大阪府立堺支援学校ＰＴＡ

87 大阪府 さかいしりつみややまだいちゅうがっこうＰＴＡ

堺市立宮山台中学校ＰＴＡ

88 兵庫県 こうべしりつやまのてしょうがっこうＰＴＡ

神戸市立山の手小学校ＰＴＡ

89 兵庫県 こうべしりつたかとりだいちゅうがっこうＰＴＡ

神戸市立高取台中学校ＰＴＡ

90 兵庫県 たんばしりつかすがちゅうがっこうＰＴＡ

丹波市立春日中学校ＰＴＡ

91 奈良県 いかるがちょうりついかるがみなみちゅうがっこうＰＴＡ

斑鳩町立斑鳩南中学校ＰＴＡ

92 和歌山県 こうやさんしょうがっこうＰＴＡ

高野山小学校ＰＴＡ

93 鳥取県 とっとりしりつみほしょうがっこういくゆうかい

鳥取市立美保小学校育友会

94 鳥取県 とっとりけんりつはくとようごがっこうＰＴＡ

鳥取県立白兎養護学校ＰＴＡ

95 鳥取県 くらよししりつくめちゅうがっこうＰＴＡ

倉吉市立久米中学校ＰＴＡ
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96 島根県 まつえしりつうちなかはらしょうがっこうＰＴＡ

松江市立内中原小学校ＰＴＡ

97 島根県 おおだしりつきたさんべしょうちゅうがっこうＰＴＡ

大田市立北三瓶小・中学校ＰＴＡ

98 岡山県 つきだしょうがくかい

月田奨学会

99 岡山県 おかやましりつはたしょうがっこうほごしゃとせんせいのかい

岡山市立幡多小学校保護者と先生の会

100 岡山県 くらしきしりつひがしちゅうがっこうふぼときょうしのかい

倉敷市立東中学校父母と教師の会

101 広島県 ひがしひろしましりつひらいわしょうがっこうＰＴＡ

東広島市立平岩小学校ＰＴＡ

102 広島県 ふくやましりつむべやましょうがっこうＰＴＡ

福山市立宜山小学校ＰＴＡ

103 広島県 くれしりつよしうらちゅうがっこうＰＴＡ

呉市立吉浦中学校ＰＴＡ

104 広島県 ひろしまけんりつはつかいちとくべつしえんがっこうＰＴＡ

広島県立廿日市特別支援学校ＰＴＡ

105 山口県 たぶせちょうりつじょうなんしょうがっこうＰＴＡ

田布施町立城南小学校ＰＴＡ

106 山口県 しゅうなんしりつとんだちゅうがっこうＰＴＡ

周南市立富田中学校ＰＴＡ

107 香川県 さかいでしりつとうぶしょうがっこうＰＴＡ

坂出市立東部小学校ＰＴＡ

108 香川県 ぜんつうじしりつせいぶしょうがっこうＰＴＡ

善通寺市立西部小学校ＰＴＡ

109 愛媛県 まつやましりつばんちょうしょうがっこうＰＴＡ

松山市立番町小学校ＰＴＡ

110 愛媛県 しょうはくしょうがっこうＰＴＡ

松柏小学校ＰＴＡ

111 高知県 あきしりつあきだいいちしょうがっこうＰＴＡ

安芸市立安芸第一小学校ＰＴＡ

112 高知県 しまんとちょうりつひがしまたしょうがっこうＰＴＡ

四万十町立東又小学校ＰＴＡ

113 福岡県 ふくおかしりつわかみやしょうがっこうＰＴＡ

福岡市立若宮小学校ＰＴＡ

114 福岡県 きたきゅうしゅうしりつたのうらしょうがっこうＰＴＡ

北九州市立田野浦小学校ＰＴＡ
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115 佐賀県 たけおしりつたちばなしょうがっこういくゆうかい

武雄市立橘小学校育友会

116 佐賀県 かんざきしょうがっこうＰＴＡ

神埼小学校ＰＴＡ

117 長崎県 みなみしまばらしりついいのしょうがっこういくゆうかい

南島原市立飯野小学校育友会

118 長崎県 いさはやしりつたかきにししょうがっこうＰＴＡ

諫早市立高来西小学校ＰＴＡ

119 熊本県 たまなしりつはっかしょうがっこうＰＴＡ

玉名市立八嘉小学校ＰＴＡ

120 熊本県 くまもとけんりつひのくにこうとうしえんがっこうＰＴＡ

熊本県立ひのくに高等支援学校ＰＴＡ

121 熊本県 くまもとだいがくきょういくがくぶふぞくとくべつしえんがっこうＰＴＡ

熊本大学教育学部附属特別支援学校ＰＴＡ

122 熊本県 みなまたしりつみなまただいにちゅうがっこうＰＴＡ

水俣市立水俣第二中学校ＰＴＡ

123 大分県 うさしりつよっかいちきたしょうがっこうＰＴＡ

宇佐市立四日市北小学校ＰＴＡ

124 宮崎県 みやこのじょうしりつありみずしょうがっこうＰＴＡ

都城市立有水小学校ＰＴＡ

125 宮崎県 のべおかしりつおかとみしょうがっこうほごしゃとせんせいのかい

延岡市立岡富小学校保護者と先生の会

126 鹿児島県 わどまりちょうりつくにがみしょうがっこうＰＴＡ

和泊町立国頭小学校ＰＴＡ

127 鹿児島県 まくらざきしりつたてがみちゅうがっこうＰＴＡ

枕崎市立立神中学校ＰＴＡ

128 沖縄県 いえそんりついえちゅうがっこうＰＴＡ

伊江村立伊江中学校ＰＴＡ

129 沖縄県 なはしりつとまりしょうがっこうＰＴＡ

那覇市立泊小学校ＰＴＡ
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