
別紙1

（都道府県順）

No 都道府県 団　　体　　名

1 北海道 ほっかいどうさっぽろしかくしえんがっこうＰＴＡ

北海道札幌視覚支援学校ＰＴＡ

2 北海道 はこだてしりつたんしんしょうがっこうＰＴＡ

函館市立鍛神小学校ＰＴＡ

3 北海道 のつけちゅうがっこうＰＴＡ

野付中学校ＰＴＡ

4 北海道 さっぽろしりつことにちゅうおうしょうがっこうＰＴＡ

札幌市立琴似中央小学校ＰＴＡ

5 北海道 さっぽろしりつかみしろいししょうがっこうふぼとせんせいのかい

札幌市立上白石小学校父母と先生の会

6 青森県 おおぞらしょうがっこうふぼときょうしのかい

おおぞら小学校父母と教師の会

7 青森県 あおもりけんりつあおもりだいいちようごがっこうふぼときょうしのかい

青森県立青森第一養護学校父母と教師の会

8 青森県 ひろさきしりつとよだしょうがっこうふぼときょうしのかい

弘前市立豊田小学校父母と教師の会

9 岩手県 きたかみしりつてるおかしょうがっこうＰＴＡ

北上市立照岡小学校ＰＴＡ

10 宮城県 せんだいしりつつるがやちゅうがっこうふぼきょうしかい

仙台市立鶴谷中学校父母教師会

11 宮城県 りふちょうりつりふしょうがっこうＰＴＡ

利府町立利府小学校ＰＴＡ

12 宮城県 せんだいしりつおきのしょうがっこうふぼきょうしかい

仙台市立沖野小学校父母教師会

13 秋田県 おおゆしょうがっこうＰＴＡ

大湯小学校ＰＴＡ

14 秋田県 あきたしりついいじまみなみしょうがっこうＰＴＡ

秋田市立飯島南小学校ＰＴＡ

15 秋田県 ふたばようちえんほごしゃかい

双葉幼稚園保護者会

16 山形県 しんじょうしりつほくしんしょうがっこうＰＴＡ

新庄市立北辰小学校ＰＴＡ

17 山形県 むらやましりつたておかちゅうがっこうＰＴＡ

村山市立楯岡中学校ＰＴＡ

18 福島県 しもごうちょうりつあさひだしょうがっこうふぼときょうしのかい

下郷町立旭田小学校父母と教師の会

19 福島県 あいづわかまつしりつぎょうにんしょうがっこうふぼときょうしのかい

会津若松市立行仁小学校父母と教師の会

平成３０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 もりやしりつおおいさわしょうがっこうＰＴＡ

守谷市立大井沢小学校ＰＴＡ

21 茨城県 ゆうきしりつじょうさいしょうがっこうＰＴＡ

結城市立城西小学校ＰＴＡ

22 栃木県 かぬましりつひがしちゅうがっこうＰＴＡ

鹿沼市立東中学校ＰＴＡ

23 栃木県 さのしりついぬぶししょうがっこうＰＴＡ

佐野市立犬伏小学校ＰＴＡ

24 栃木県 しもつけしりついしばしちゅうがっこうＰＴＡ

下野市立石橋中学校ＰＴＡ

25 群馬県 まえばししりつまえばしとくべつしえんがっこうＰＴＡ

前橋市立前橋特別支援学校ＰＴＡ

26 群馬県 たかさきしりつじょうとうしょうがっこうＰＴＡ

高崎市立城東小学校ＰＴＡ

27 群馬県 いせさきしりつみさとしょうがっこうＰＴＡ

伊勢崎市立三郷小学校ＰＴＡ

28 埼玉県 さいたましりつおおさとしょうがっこうＰＴＡ

さいたま市立大砂土小学校ＰＴＡ

29 埼玉県 さいたましりつすずやしょうがっこうＰＴＡ

さいたま市立鈴谷小学校ＰＴＡ

30 埼玉県 かわぐちしりつさいわいちょうしょうがっこうＰＴＡ

川口市立幸町小学校ＰＴＡ

31 埼玉県 くまがやしりつこうなんちゅうがっこうＰＴＡ

熊谷市立江南中学校ＰＴＡ

32 千葉県 ながれやましりつながさきしょうがっこうＰＴＡ

流山市立長崎小学校ＰＴＡ

33 千葉県 ちょうししりつだいごちゅうがっこうＰＴＡ

銚子市立第五中学校ＰＴＡ

34 千葉県 くじゅうくりちょうりつとようみしょうがっこうＰＴＡ

九十九里町立豊海小学校ＰＴＡ

35 千葉県 いちはらしりつゆうしゅうちゅうがっこうＰＴＡ

市原市立有秋中学校ＰＴＡ

36 千葉県 ちばけんりつちばろうがっこうＰＴＡ

千葉県立千葉聾学校ＰＴＡ

37 東京都 あらかわくりつだいさんずいこうしょうがっこうＰＴＡ

荒川区立第三瑞光小学校ＰＴＡ

38 東京都 せたがやくりつようがしょうがっこうＰＴＡ

世田谷区立用賀小学校ＰＴＡ
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39 東京都 ねりまくりつあさひがおかちゅうがっこうＰＴＡ

練馬区立旭丘中学校ＰＴＡ

40 東京都 しぶやくりつしぶやほんまちがくえんＰＴＡ

渋谷区立渋谷本町学園ＰＴＡ（小中一貫校）

41 東京都 とうきょうとりつかつしかもうがっこうＰＴＡ

東京都立葛飾盲学校ＰＴＡ

42 神奈川県 えびなしりつおおやしょうがっこうＰＴＡ

海老名市立大谷小学校ＰＴＡ

43 神奈川県 よこはましりつしらはたしょうがっこうＰＴＡ

横浜市立白幡小学校ＰＴＡ

44 神奈川県 かわさきしりつしぼくちしょうがっこうふぼとせんせいのかい

川崎市立子母口小学校父母と先生の会

45 神奈川県 かながわけんりつちがさきようごがっこうＰＴＡ

神奈川県立茅ケ崎養護学校ＰＴＡ

46 神奈川県 よこはましりつかみいいだしょうがっこうＰＴＡ

横浜市立上飯田小学校ＰＴＡ

47 神奈川県 さがみはらしりつかみつるましょうがっこうＰＴＡ

相模原市立上鶴間小学校ＰＴＡ

48 神奈川県 かわさきしりつすがおちゅうがっこうＰＴＡ

川崎市立菅生中学校ＰＴＡ

49 神奈川県 あつぎしりつあいかわしょうがっこうＰＴＡ

厚木市立相川小学校ＰＴＡ

50 神奈川県 さがみはらしりつそうぶだいしょうがっこうＰＴＡ

相模原市立相武台小学校ＰＴＡ

51 新潟県 にいがたしりつよこごししょうがっこうＰＴＡ

新潟市立横越小学校ＰＴＡ

52 新潟県 じょうえつしりつたかだにししょうがっこうＰＴＡ

上越市立高田西小学校ＰＴＡ

53 新潟県 やひこそんりつやひこちゅうがっこうＰＴＡ

弥彦村立弥彦中学校ＰＴＡ

54 富山県 たかおかしりつよこたしょうがっこうＰＴＡ

高岡市立横田小学校ＰＴＡ

55 富山県 にゅうぜんちょうりつにゅうぜんちゅうがっこうＰＴＡ

入善町立入善中学校ＰＴＡ

56 石川県 こまつしりつあたかちゅうがっこうＰＴＡ

小松市立安宅中学校ＰＴＡ

57 石川県 すずしりつほうりゅうしょうちゅうがっこうＰＴＡ

珠洲市立宝立小中学校ＰＴＡ
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58 福井県 おおのしいぬいかわしょうがっこうＰＴＡ

大野市乾側小学校ＰＴＡ

59 福井県 ふくいしまつもとしょうがっこうＰＴＡ

福井市松本小学校ＰＴＡ

60 山梨県 かいしりつしきしまきたしょうがっこうＰＴＡ

甲斐市立敷島北小学校ＰＴＡ

61 長野県 ちのしりつえいめいしょうがっこうＰＴＡ

茅野市立永明小学校ＰＴＡ

62 長野県 さくしりつさくだいらあさましょうがっこうＰＴＡ

佐久市立佐久平浅間小学校ＰＴＡ

63 岐阜県 ぎふしりつながらしょうがっこうＰＴＡ

岐阜市立長良小学校ＰＴＡ

64 岐阜県 おおがきしりつあかさかちゅうがっこうＰＴＡ

大垣市立赤坂中学校ＰＴＡ

65 静岡県 ぬまづしりつかなおかちゅうがっこうＰＴＡ

沼津市立金岡中学校ＰＴＡ

66 静岡県 しまだしりつしまだだいししょうがっこうＰＴＡ

島田市立島田第四小学校ＰＴＡ

67 静岡県 いわたしりつこうようちゅうがっこうＰＴＡ

磐田市立向陽中学校ＰＴＡ

68 愛知県 かすがいしりついわなりだいしょうがっこうＰＴＡ

春日井市立岩成台小学校ＰＴＡ

69 愛知県 とこなめしりつおおのしょうがっこうＰＴＡ

常滑市立大野小学校ＰＴＡ

70 愛知県 しんしろしりつしんしろしょうがっこうＰＴＡ

新城市立新城小学校ＰＴＡ

71 愛知県 なごやしりつたきのみずしょうがっこうＰＴＡ

名古屋市立滝ノ水小学校ＰＴＡ

72 三重県 すずかしりつかんべちゅうがっこうほごしゃときょうしょくいんのかい

鈴鹿市立神戸中学校保護者と教職員の会

73 京都府 うじたわらちょうりついこうかんちゅうがっこうＰＴＡ

宇治田原町立維孝館中学校ＰＴＡ

74 京都府 きょうとしりつおおやぶしょうがっこうＰＴＡ

京都市立大藪小学校ＰＴＡ

75 京都府 きょうとしりつにじょうちゅうがっこうＰＴＡ

京都市立二条中学校ＰＴＡ

76 京都府 かめおかしりつなんそうちゅうがっこうＰＴＡ

亀岡市立南桑中学校ＰＴＡ
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77 大阪府 おおさかしりつながいけしょうがっこうＰＴＡ

大阪市立長池小学校ＰＴＡ

78 大阪府 しょうちゅういっかんこうむくのきがくえんＰＴＡ

小中一貫校むくのき学園ＰＴＡ

79 大阪府 さかいしりつたけしろだいひがししょうがっこうＰＴＡ

堺市立竹城台東小学校ＰＴＡ

80 大阪府 いずみしりつよこやましょうがっこうＰＴＡ

和泉市立横山小学校ＰＴＡ

81 大阪府 ちはやあかさかそんりつちゅうがっこうＰＴＡ

千早赤阪村立中学校ＰＴＡ

82 兵庫県 すもとしりつすもとだいさんしょうがっこうＰＴＡ

洲本市立洲本第三小学校ＰＴＡ

83 兵庫県 こうべしりつながおしょうがっこうＰＴＡ

神戸市立長尾小学校ＰＴＡ

84 兵庫県 こうべしりつはらだちゅうがっこうＰＴＡ

神戸市立原田中学校ＰＴＡ

85 奈良県 やまとこおりやましりつこおりやまみなみしょうがっこうＰＴＡ

大和郡山市立郡山南小学校ＰＴＡ

86 奈良県 かしはらしりつしらかしちゅうがっこうＰＴＡ

橿原市立白橿中学校ＰＴＡ

87 和歌山県 なちかつうらちょうりつしもさとちゅうがっこういくゆうかい

那智勝浦町立下里中学校育友会

88 和歌山県 わかやまだいがくきょういくがくぶふぞくしょうがっこういくゆうかい

和歌山大学教育学部附属小学校育友会

89 鳥取県 とっとりしりつわかばだいしょうがっこうあいいくかい

鳥取市立若葉台小学校愛育会

90 鳥取県 よなごしりつひがしやまちゅうがっこうほごしゃとせんせいのかい

米子市立東山中学校保護者と先生の会

91 島根県 おおだしりつだいさんちゅうがっこうＰＴＡ

大田市立第三中学校ＰＴＡ

92 島根県 おくいずもちょうりつあいしょうがっこうＰＴＡ

奥出雲町立阿井小学校ＰＴＡ

93 岡山県 たかはししりつたかはししょうがっこうＰＴＡ

高梁市立高梁小学校ＰＴＡ

94 岡山県 おかやましりつうらやすしょうがっこうＰＴＡ

岡山市立浦安小学校ＰＴＡ

95 岡山県 はやしまちょうりつはやしまちゅうがっこうＰＴＡ

早島町立早島中学校ＰＴＡ
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96 広島県 ひろしましりつかんざきしょうがっこうＰＴＡ

広島市立神崎小学校ＰＴＡ

97 広島県 ひろしましりつうしたしょうがっこうＰＴＡ

広島市立牛田小学校ＰＴＡ

98 広島県 ふくやましりつじょうなんちゅうがっこうＰＴＡ

福山市立城南中学校ＰＴＡ

99 広島県 ひがしひろしましりつにししわしょうがっこうＰＴＡ

東広島市立西志和小学校ＰＴＡ

100 山口県 しものせきしりつよしだしょうがっこうＰＴＡ

下関市立吉田小学校ＰＴＡ

101 山口県 やないしりつやないみなみちゅうがっこうＰＴＡ

柳井市立柳井南中学校ＰＴＡ

102 愛媛県 にいやしょうがっこうＰＴＡ

新谷小学校ＰＴＡ

103 愛媛県 こまつしょうがっこうＰＴＡ

小松小学校ＰＴＡ

104 高知県 こうなんしりつやすしょうがっこうＰＴＡ

香南市立夜須小学校ＰＴＡ

105 高知県 とさちょうりつとさちょうしょうがっこうＰＴＡ

土佐町立土佐町小学校ＰＴＡ

106 福岡県 ちくごしりつみずたしょうがっこうふぼきょうしかい

筑後市立水田小学校父母教師会

107 福岡県 きたきゅうしゅうしりつよこしろちゅうがっこうＰＴＡ

北九州市立横代中学校ＰＴＡ

108 福岡県 ふくおかしりつたぐまちゅうがっこうふぼきょうしかい

福岡市立田隈中学校父母教師会

109 佐賀県 からつしりつうちあげしょうがっこういくゆうかい・こうえんかい

唐津市立打上小学校育友会・後援会

110 佐賀県 たけおしりつたけおきたちゅうがっこういくゆうかい

武雄市立武雄北中学校育友会

111 長崎県 まつうらしりつあおしましょうちゅうがっこうＰＴＡ

松浦市立青島小中学校ＰＴＡ

112 長崎県 いさはやしりつみはるだいしょうがっこういくゆうかい

諫早市立みはる台小学校育友会

113 長崎県 ながさきけんりついさはやとくべつしえんがっこうＰＴＡ

長崎県立諫早特別支援学校ＰＴＡ

114 熊本県 あまくさしりつくらたけしょうがっこうＰＴＡ

天草市立倉岳小学校ＰＴＡ
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115 熊本県 やまがしりつめのだけしょうがっこうＰＴＡ

山鹿市立めのだけ小学校ＰＴＡ

116 熊本県 あそしりつやまだしょうがっこうＰＴＡ

阿蘇市立山田小学校ＰＴＡ

117 熊本県 みなまたしりつくぎのしょうがっこうＰＴＡ

水俣市立久木野小学校ＰＴＡ

118 大分県 ゆふしりつゆふがわしょうがっこうＰＴＡ

由布市立由布川小学校ＰＴＡ

119 宮崎県 にちなんしりつおおくぼしょうがっこうＰＴＡ

日南市立大窪小学校ＰＴＡ

120 宮崎県 ひろわらしょうがっこうほごしゃとせんせいのかい（ＰＴＡ）

広原小学校保護者と先生の会（ＰＴＡ）

121 鹿児島県 いぶすきしりつたいせいしょうがっこうＰＴＡ

指宿市立大成小学校ＰＴＡ

122 鹿児島県 かごしましりついしきだいしょうがっこうＰＴＡ

鹿児島市立伊敷台小学校ＰＴＡ

123 沖縄県 いとまんしりついとまんちゅうがっこうＰＴＡ

糸満市立糸満中学校ＰＴＡ


