
別紙２

No 都道府県 団　　体　　名

1 北海道 おおまがりひがししょうがっこうほごしゃとせんせいのかい

大曲東小学校保護者と先生の会

2 北海道 ほっかいどうむろらんようごがっこうふぼとせんせいのかい

北海道室蘭養護学校父母と先生の会

3 北海道 えんべつしょうがっこうＰＴＡ

遠別小学校ＰＴＡ

4 北海道 さっぽろしりつみなみつきさむしょうがっこうふぼとせんせいのかい

札幌市立南月寒小学校父母と先生の会

5 北海道 さっぽろしりつにしのちゅうがっこうほごしゃときょうしのかい

札幌市立西野中学校保護者と教師の会

6 青森県 あおもりしりつこうだちゅうがっこうふぼときょうしのかい

青森市立甲田中学校父母と教師の会

7 青森県 むつしりつおくないしょうがっこうふぼときょうしのかい

むつ市立奥内小学校父母と教師の会

8 青森県 ようじょうようちえんふぼのかい

養生幼稚園父母の会

9 岩手県 とおのきたしょうがっこうＰＴＡ

遠野北小学校ＰＴＡ

10 宮城県 せんだいしりつみやぎのちゅうがっこうふぼきょうしかい

仙台市立宮城野中学校父母教師会

11 宮城県 おおひらそんりつおおひらしょうがっこうＰＴＡ

大衡村立大衡小学校ＰＴＡ

12 宮城県 せんだいしりつさいわいちょうみなみしょうがっこうＰＴＡ

仙台市立幸町南小学校ＰＴＡ

13 秋田県 だいせんしりつおおかわにしねしょうがっこうＰＴＡ

大仙市立大川西根小学校ＰＴＡ

14 秋田県 あきたしりつとよいわちゅうがっこうＰＴＡ

秋田市立豊岩中学校ＰＴＡ

15 山形県 ひがしねしりつおおもりしょうがっこうＰＴＡ

東根市立大森小学校ＰＴＡ

16 山形県 ふくらしょうがっこうふぼときょうしのかい

吹浦小学校父母と教師の会

17 福島県 なかさとしょうがっこうふぼときょうしのかい

中郷小学校父母と教師の会

18 福島県 あさひしょうがっこうふぼときょうしのかい

朝日小学校父母と教師の会

19 茨城県 かしましりつとよつしょうがっこうＰＴＡ

鹿嶋市立豊津小学校ＰＴＡ

令和２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 いしおかしりついしおかしょうがっこうＰＴＡ

石岡市立石岡小学校ＰＴＡ

21 栃木県 うつのみやしりつにししょうがっこうＰＴＡ

宇都宮市立西小学校ＰＴＡ

22 栃木県 さのしりつくずうちゅうがっこうＰＴＡ

佐野市立葛生中学校ＰＴＡ

23 群馬県 たかさきしりつはまじりしょうがっこうＰＴＡ

高崎市立浜尻小学校ＰＴＡ

24 群馬県 ぬまたしりつぬまたきたしょうがっこうＰＴＡ

沼田市立沼田北小学校ＰＴＡ

25 埼玉県 さいたましりつおおみやひがししょうがっこうＰＴＡ

さいたま市立大宮東小学校ＰＴＡ

26 埼玉県 さいたましりつさしおうぎしょうがっこうＰＴＡ

さいたま市立指扇小学校ＰＴＡ

27 埼玉県 さやましりつしんさやましょうがっこうＰＴＡ

狭山市立新狭山小学校ＰＴＡ

28 埼玉県 とだしりつあしはらしょうがっこうＰＴＡ

戸田市立芦原小学校ＰＴＡ

29 埼玉県 さいたまけんりつところざわおおぞらとくべつしえんがっこうＰＴＡ

埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校ＰＴＡ

30 千葉県 かしわしりつたかやなぎちゅうがっこうきょういくしんこうかい

柏市立高柳中学校教育振興会

31 千葉県 こうざきちょうりつこうざきちゅうがっこうＰＴＡ

神崎町立神崎中学校ＰＴＡ

32 千葉県 いすみしりつおおはらちゅうがっこうＰＴＡ

いすみ市立大原中学校ＰＴＡ

33 千葉県 ちばけんりつさくらがおかとくべつしえんがっこうＰＴＡ

千葉県立桜が丘特別支援学校ＰＴＡ

34 東京都 ぶんきょうくりつぶんりんちゅうがっこうＰＴＡ

文京区立文林中学校ＰＴＡ

35 東京都 まちだしりつまちだだいさんしょうがっこうＰＴＡ

町田市立町田第三小学校ＰＴＡ

36 東京都 まちだしりつまちだだいいちちゅうがっこうＰＴＡ

町田市立町田第一中学校ＰＴＡ

37 東京都 とうきょうとりつきよせとくべつしえんがっこうＰＴＡ

東京都立清瀬特別支援学校ＰＴＡ

38 神奈川県 よこはましりつちがさきひがししょうがっこうＰＴＡ

横浜市立茅ケ崎東小学校ＰＴＡ
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39 神奈川県 かながわけんりつひらつかようごがっこうＰＴＡ

神奈川県立平塚養護学校ＰＴＡ

40 神奈川県 かわさきしりつしもふだしょうがっこうＰＴＡ

川崎市立下布田小学校ＰＴＡ

41 神奈川県 かわさきしりつみなみのがわしょうがっこうＰＴＡ

川崎市立南野川小学校ＰＴＡ

42 神奈川県 よこはましりついちさわしょうがっこうＰＴＡ

横浜市立市沢小学校ＰＴＡ

43 神奈川県 よこはましりつかみすげたとくべつしえんがっこうＰＴＡ

横浜市立上菅田特別支援学校ＰＴＡ

44 神奈川県 さがみはらしりつさがみがおかちゅうがっこうＰＴＡ

相模原市立相模丘中学校ＰＴＡ

45 神奈川県 さがみはらしりつかみみぞちゅうがっこうＰＴＡ

相模原市立上溝中学校ＰＴＡ

46 新潟県 かしわざきしりつびわじましょうがっこうＰＴＡ

柏崎市立枇杷島小学校ＰＴＡ

47 新潟県 たがみちょうりつたがみしょうがっこうＰＴＡ

田上町立田上小学校ＰＴＡ

48 新潟県 みょうこうしりつひだきたしょうがっこうＰＴＡ

妙高市立斐太北小学校ＰＴＡ

49 新潟県 じょうえつきょういくだいがくふぞくしょうがっこうＰＴＡ

上越教育大学附属小学校ＰＴＡ

50 富山県 いみずしりつしんみなとちゅうがっこうＰＴＡ

射水市立新湊中学校ＰＴＡ

51 石川県 かなざわしりつみなみこだつのしょうがっこういくゆうかい

金沢市立南小立野小学校育友会

52 石川県 ななおしりつななおとうぶちゅうがっこういくゆうかい

七尾市立七尾東部中学校育友会

53 福井県 ふくいしせいわちゅうがっこうＰＴＡ

福井市成和中学校ＰＴＡ

54 福井県 うりゅうしょうがっこうふぼときょうしのかい

瓜生小学校父母と教師の会

55 山梨県 ほくとしりついずみしょうがっこうＰＴＡ

北杜市立泉小学校ＰＴＡ

56 山梨県 やまなしけんりつふじざくらしえんがっこうＰＴＡ

山梨県立ふじざくら支援学校ＰＴＡ

57 長野県 いいじまちょうりついいじましょうがっこうＰＴＡ

飯島町立飯島小学校ＰＴＡ
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58 長野県 おおまちしりつだいいちちゅうがっこうＰＴＡ

大町市立第一中学校ＰＴＡ

59 長野県 あけのほしようちえんＰＴＡ

暁の星幼稚園ＰＴＡ

60 岐阜県 みたけちょうりつかみのごうちゅうがっこうＰＴＡ

御嵩町立上之郷中学校ＰＴＡ

61 岐阜県 ようろうちょうりつとうぶちゅうがっこうＰＴＡ

養老町立東部中学校ＰＴＡ

62 静岡県 すそのしりつとみおかだいいちしょうがっこうＰＴＡ

裾野市立富岡第一小学校ＰＴＡ

63 静岡県 こさいしりつわしづしょうがっこうＰＴＡ

湖西市立鷲津小学校ＰＴＡ

64 静岡県 しずおかしりつひがしちゅうがっこうＰＴＡ

静岡市立東中学校ＰＴＡ

65 愛知県 おおぐちちょうりつおおぐちちゅうがっこうＰＴＡ

大口町立大口中学校ＰＴＡ

66 愛知県 にしおしりつへいさかしょうがっこうふぼきょうしかい（ＰＴＡ）

西尾市立平坂小学校父母教師会（ＰＴＡ）

67 愛知県 なごやしりつてんましょうがっこうＰＴＡ

名古屋市立伝馬小学校ＰＴＡ

68 愛知県 なごやしりつやごとしょうがっこうＰＴＡ

名古屋市立八事小学校ＰＴＡ

69 三重県 きほくちょうりつちょうなんちゅうがっこうＰＴＡ

紀北町立潮南中学校ＰＴＡ

70 滋賀県 くさつしりつかさぬいひがししょうがっこうＰＴＡ

草津市立笠縫東小学校ＰＴＡ

71 京都府 なんたんしりつやぎひがししょうがっこうＰＴＡ

南丹市立八木東小学校ＰＴＡ

72 京都府 きょうとしりつくぜちゅうがっこうＰＴＡ

京都市立久世中学校ＰＴＡ

73 京都府 むこうしりつだいごこうようしょうがっこうＰＴＡ

向日市立第５向陽小学校ＰＴＡ

74 大阪府 おおさかしりつはんなんしょうがっこうＰＴＡ

大阪市立阪南小学校ＰＴＡ

75 大阪府 さかいしりつとみおかにししょうがっこうＰＴＡ

堺市立登美丘西小学校ＰＴＡ

76 大阪府 さかいしりつしょうりんじしょうがっこうＰＴＡ

堺市立少林寺小学校ＰＴＡ
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77 大阪府 かしわらしりつたまてちゅうがっこうＰＴＡ

柏原市立玉手中学校ＰＴＡ

78 兵庫県 こうべしりつにしまいこしょうがっこうＰＴＡ

神戸市立西舞子小学校ＰＴＡ

79 兵庫県 はりまちょうりつはすいけしょうがっこうＰＴＡ

播磨町立蓮池小学校ＰＴＡ

80 兵庫県 こうべしりつもとやまみなみちゅうがっこうＰＴＡ

神戸市立本山南中学校ＰＴＡ

81 奈良県 ならけんりつならようごがっこうＰＴＡ

奈良県立奈良養護学校ＰＴＡ

82 奈良県 のせがわそんりつのせがわしょう・ちゅうがっこうＰＴＡ

野迫川村立野迫川小・中学校ＰＴＡ

83 和歌山県 ありだしりつはつしまちゅうがっこうＰＴＡ

有田市立初島中学校ＰＴＡ

84 鳥取県 いわみちょうりついわみみなみしょうがっこうＰＴＡ

岩美町立岩美南小学校ＰＴＡ

85 鳥取県 にんていこどもえんとっとりだいいちようちえんＰＴＡ

認定こども園鳥取第一幼稚園ＰＴＡ

86 島根県 おくいずもちょうりつかめだけしょうがっこうＰＴＡ

奥出雲町立亀嵩小学校ＰＴＡ

87 島根県 まつえしりつかわつしょうがっこうＰＴＡ

松江市立川津小学校ＰＴＡ

88 岡山県 みまさかだいがくふぞくようちえんＰＴＡ

美作大学附属幼稚園ＰＴＡ

89 岡山県 にいみしりつちやしょうがっこうＰＴＡ

新見市立千屋小学校ＰＴＡ

90 岡山県 おかやましりつじょうとうちゅうがっこうＰＴＡ

岡山市立上道中学校ＰＴＡ

91 岡山県 おかやまけんりつおかやまもうがっこうＰＴＡ

岡山県立岡山盲学校ＰＴＡ

92 広島県 ひろしましりつなかじましょうがっこうＰＴＡ

広島市立中島小学校ＰＴＡ

93 広島県 くれしりつわしょうしょうがっこうＰＴＡ

呉市立和庄小学校ＰＴＡ

94 広島県 ふくやましりつみなみしょうがっこうＰＴＡ

福山市立南小学校ＰＴＡ

95 広島県 ひがしひろしましりつこうちちゅうがっこうＰＴＡ

東広島市立河内中学校ＰＴＡ
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96 山口県 やまぐちしりつしらいししょうがっこうＰＴＡ

山口市立白石小学校ＰＴＡ

97 山口県 しものせきしりつひこしまちゅうがっこうＰＴＡ

下関市立彦島中学校ＰＴＡ

98 愛媛県 はいししょうがっこうＰＴＡ

拝志小学校ＰＴＡ

99 愛媛県 みさきしょうがっこうＰＴＡ

三崎小学校ＰＴＡ

100 愛媛県 えひめ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ほごしゃときょういんのかい（ＰＴＡ）

愛媛大学教育学部附属特別支援学校保護者と教員の会（ＰＴＡ）

101 高知県 とさしりつへわちゅうがっこうＰＴＡ

土佐市立戸波中学校ＰＴＡ

102 高知県 すくもしりつこづくししょうがっこうＰＴＡ

宿毛市立小筑紫小学校ＰＴＡ

103 福岡県 あさくらしりつだいふくしょうがっこうふぼきょうしかい

朝倉市立大福小学校父母教師会

104 福岡県 かすがしりつかすがにししょうがっこうＰＴＡ

春日市立春日西小学校ＰＴＡ

105 福岡県 きたきゅうしゅうしりつはなおしょうがっこうＰＴＡ

北九州市立花尾小学校ＰＴＡ

106 福岡県 ふくおかしりつかもしょうがっこうＰＴＡ

福岡市立賀茂小学校ＰＴＡ

107 福岡県 あさくらしりつあきづきちゅうがっこうふぼきょうしかい

朝倉市立秋月中学校父母教師会

108 佐賀県 さがしりつふじしょうがっこうＰＴＡ

佐賀市立富士小学校ＰＴＡ

109 佐賀県 いまりしりつしょうちゅういっかんこうたきのこうＰＴＡ

伊万里市立小中一貫校滝野校ＰＴＡ

110 長崎県 いさはやしりついいもりひがししょうがっこうＰＴＡ

諫早市立飯盛東小学校ＰＴＡ

111 長崎県 ひがしそのぎちょうりつちわたしょうがっこうＰＴＡ

東彼杵町立千綿小学校ＰＴＡ

112 熊本県 みなみあそそんりつなかまつしょうがっこうきょういくかい

南阿蘇村立中松小学校教育会

113 熊本県 ぎょくとうちょうりつやまきたしょうがっこうＰＴＡ

玉東町立山北小学校ＰＴＡ

114 熊本県 やまがしりつひらおぎしょうがっこういくせいかい

山鹿市立平小城小学校育成会
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115 熊本県 くまもとしりつおのうえしょうがっこうＰＴＡ

熊本市立尾ノ上小学校ＰＴＡ

116 大分県 ひたしりつひのくましょうがっこういくゆうかい

日田市立日隈小学校育友会

117 宮崎県 にちなんしりつあがたひがししょうがっこうＰＴＡ

日南市立吾田東小学校ＰＴＡ

118 宮崎県 ひゅうがしりつだいおうだにがくえんちゅうとうぶほごしゃかいとせんせいのかい

日向市立大王谷学園中等部保護者会と先生の会

119 鹿児島県 いちきくしきのしりつあさひしょうがっこうＰＴＡ

いちき串木野市立旭小学校ＰＴＡ

120 鹿児島県 かごしましりつかごしまぎょくりゅうちゅうがっこうＰＴＡ

鹿児島市立鹿児島玉龍中学校ＰＴＡ

121 沖縄県 なはしりつさつきしょうがっこうＰＴＡ

那覇市立さつき小学校ＰＴＡ

122 沖縄県 なごしりつやぶちゅうがっこうＰＴＡ

名護市立屋部中学校ＰＴＡ
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