
（都道府県順）

No 都道府県 団　体　名

1 北海道 ちとせしりつちとせちゅうがっこうほごしゃときょうしょくいんのかい

千歳市立千歳中学校保護者と教職員の会

2 北海道 ほっかいどうきょういくだいがくふぞくとくべつしえんがっこうPTA

北海道教育大学附属特別支援学校PTA

3 北海道 ながぬまちょうりつながぬましょうがっこうPTA

長沼町立長沼小学校PTA

4 北海道 さっぽろしりつまるやましょうがっこうほごしゃとせんせいのかい

札幌市立円山小学校保護者と先生の会

5 北海道 さっぽろしりつほくとしょうがっこうほごしゃとせんせいのかい

札幌市立北都小学校保護者と先生の会

6 青森県 ふじさきちょうりつふじさきしょうがっこうほごしゃとせんせいのかい

藤崎町立藤崎小学校保護者と先生の会

7 青森県 たっこちょうりつかみごうしょうがっこうふぼときょうしのかい

田子町立上郷小学校父母と教師の会

8 岩手県 おくなかやましょうがっこうＰＴＡ

奥中山小学校ＰＴＡ

9 岩手県 ななつもりしょうがっこうＰＴＡ

七ツ森小学校ＰＴＡ

10 宮城県 くりはらしりつつきだてちゅうがっこうPTA

栗原市立築館中学校PTA

11 宮城県 せんだいしりつとおみづかしょうがっこうふぼきょうしかい

仙台市立遠見塚小学校父母教師会

12 宮城県 せんだいしりつなんこうだいちゅうがっこうふぼきょうしかい

仙台市立南光台中学校父母教師会

13 秋田県 ゆざわしりつやまだしょうがっこうPTA

湯沢市立山田小学校PTA

14 秋田県 いかわちょうりついかわぎむきょういくがっこうPTA

井川町立井川義務教育学校PTA

15 山形県 にしかわちょうりつにしかわしょうがっこうPTA

西川町立西川小学校PTA

16 山形県 よねざわしりつだいごちゅうがっこうPTA

米沢市立第五中学校PTA

17 福島県 しらかわしりつとうほくちゅうがっこうPTA

白河市立東北中学校PTA

18 福島県 しんちちょうりつこまがみねしょうがっこうふぼときょうしのかい

新地町立駒ケ嶺小学校父母と教師の会

19 茨城県 ひたちしりつとようらしょうがっこうPTA

日立市立豊浦小学校PTA

20 茨城県 かみすしりつはさきにししょうがっこうPTA

神栖市立波崎西小学校PTA
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21 群馬県 ふじおかしりつおにしちゅうがっこうPTA

藤岡市立鬼石中学校PTA

22 群馬県 ぬまたしりつしらさわしょうちゅうがっこうPTA

沼田市立白沢小中学校PTA

23 埼玉県 さいたましりつおおやしょうがっこうほごしゃときょうしょくいんのかい

さいたま市立大谷小学校保護者と教職員の会

24 埼玉県 　さいたましりつ ぜんまえしょうがっこうPTA みどりのかい

　さいたま市立善前小学校PTA「みどりの会」

25 埼玉県 　くまがやしりつ いしわらしょうがっこうPTA

熊谷市立石原小学校PTA

26 埼玉県 かわぐちしりついいなかしょうがっこうPTA

川口市立飯仲小学校PTA

27 千葉県 やちよしりつかつただいしょうがっこうPTA

八千代市立勝田台小学校PTA

28 千葉県 かまがやしりつかまがやしょうがっこうPTA

鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校PTA

29 千葉県 もばらしりつとよだしょうがっこうPTA

茂原市立豊田小学校PTA

30 千葉県 そでがうらしりつならわしょうがっこうPTA

袖ケ浦市立奈良輪小学校PTA

31 東京都 せたがやくりついけのうえしょうがっこうPTA

世田谷区立池之上小学校PTA

32 東京都 あだちくりつおおやたしょうがっこうPTA

足立区立大谷田小学校PTA

33 東京都 とうきょうとりつくがやませいこうがくえんPTA

東京都立久我山青光学園PTA

34 東京都 はちおうじしりつゆいちゅうがっこうPTA

八王子市立由井中学校PTA

35 東京都 ちゅうおうくりつときわがっこうみどりかい

中央区立常盤学校みどり会

36 東京都 ひがしやまとしりつだいよんしょうがっこうPTAほんぶ

東大和市立第四小学校PTA本部

37 神奈川県 よこはましりつひがしぐみさわしょうがっこうPTA

横浜市立東汲沢小学校PTA

38 神奈川県 かわさきしりつしんじょうしょうがっこうPTA（ほごしゃときょうしょくいんのかい）

川崎市立新城小学校PTA（保護者と教職員の会）

39 神奈川県 かわさきしりついくたしょうがっこうPTA

川崎市立生田小学校PTA

40 神奈川県 あつぎしりつえちみなみしょうがっこうPTA

厚木市立依知南小学校PTA
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41 神奈川県 かながわけんりつおだわらようごがっこうPTA

神奈川県立小田原養護学校PTA

42 新潟県 かしわざきしりつたじりしょうがっこうPTA

柏崎市立田尻小学校ＰＴＡ

43 新潟県 いといわがしりついといがわちゅうがっこうPTA

糸魚川市立糸魚川中学校ＰＴＡ

44 新潟県 にいがたしりつまきみなみしょうがっこうPTA

新潟市立巻南小学校ＰＴＡ

45 富山県 たてやまちょうりつたてやまほくぶしょうがっこういくせいかい

立山町立立山北部小学校育誠会

46 富山県 くろべしりつめいほうちゅうがっこうPTA

黒部市立明峰中学校ＰＴＡ

47 石川県 こまつしりつなたしょうがっこういくゆうかい

小松市立那谷小学校育友会

48 石川県 はくさんしりつみかわちゅうがっこういくゆうかい

白山市立美川中学校育友会

49 福井県 おおのしかいせいちゅうがっこうPTA

大野市開成中学校ＰＴＡ

50 福井県 わかさちょうりつくまがわしょうがっこうPTA

若狭町立熊川小学校ＰＴＡ

51 山梨県 ほくとしりつこぶちさわしょうがっこうPTA

北杜市立小淵沢小学校ＰＴＡ

52 山梨県 ふじよしだしりつよしだちゅうがっこうPTA

富士吉田市立吉田中学校ＰＴＡ

53 長野県 うえだしりつだいにちゅうがっこうPTA

上田市立第二中学校PTA

54 長野県 ながのしりつわかつきしょうがっこうPTA

長野市立若槻小学校PTA

55 岐阜県 ぐじょうしりつはちまんしょうがっこうPTA

郡上市立八幡小学校PTA

56 岐阜県 かさまつちょうりつかさまつちゅうがっこうPTA

笠松町立笠松中学校PTA

57 愛知県 はんだしりつかめざきちゅうがっこうふぼときょうしのかい

半田市立亀崎中学校父母と教師の会

58 愛知県 かりやしりつへいせいしょうがっこうPTA

刈谷市立平成小学校ＰＴＡ

59 愛知県 がまごおりしりつみやしょうがっこうふぼきょうしかい

蒲郡市立三谷小学校父母教師会

60 愛知県 なごやしりつへいわがおかしょうがっこうPTA

名古屋市立平和が丘小学校ＰＴＡ
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61 三重県 たきちょうりつせいわしょうがっこうPTA

多気町立勢和小学校ＰＴＡ

62 京都府 きょうとしりつしもぎょうちゅうがっこうPTA

京都市立下京中学校ＰＴＡ

63 京都府 きょうとしりつひがしそうごうしえんがっこうPTA

京都市立東総合支援学校ＰＴＡ

64 京都府 きょうとふりつむこうがおかしえんがっこうPTA

京都府立向日が丘支援学校ＰＴＡ

65 京都府 やわたしりつはしもとしょうがっこうPTA

八幡市立橋本小学校ＰＴＡ

66 京都府 まいづるしりつくらはしだいにしょうがっこうPTA

舞鶴市立倉梯第二小学校ＰＴＡ

67 大阪府 おおさかしりつみくにしょうがっこうPTA

大阪市立三国小学校PTA

68 大阪府 もりぐちしりつかじちゅうがっこうPTA

守口市立梶中学校PTA

69 兵庫県 たんばしりつわだちゅうがっこうPTA

丹波市立和田中学校ＰＴＡ

70 兵庫県 こうべしりつまるやまちゅうがっこうPTA

神戸市立丸山中学校ＰＴＡ

71 奈良県 やまとたかだしりつすがはらしょうがっこうPTA

大和高田市立菅原小学校ＰＴＡ

72 和歌山県 かみとんだちょうりついわだしょうがっこうPTA

上富田町立岩田小学校ＰＴＡ

73 鳥取県 ことうらちょうりつあかさきちゅうがっこうPTA

琴浦町立赤碕中学校ＰＴＡ

74 島根県 おおだしりつたかやましょうがっこうPTA

大田市立高山小学校PTA

75 岡山県 おかやましりつおおもとしょうがっこうPTA

岡山市立大元小学校ＰＴＡ

76 岡山県 つやましりつかくざんしょうがっこうPTA

津山市立鶴山小学校ＰＴＡ

77 岡山県 にいみしりつてっせいちゅうがっこうPTA

新見市立哲西中学校ＰＴＡ

78 広島県 ひろしましりつかすがのしょうがっこうPTA

広島市立春日野小学校ＰＴＡ

79 広島県 おのみちしりつたかすしょうがっこうPTA

尾道市立高須小学校ＰＴＡ

80 広島県 ひがしひろしましりつこだにしょうがっこうPTA

東広島市立小谷小学校ＰＴＡ
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81 広島県 じんせきこうげんちょうりつとよまつしょうがっこうPTA

神石高原町立豊松小学校ＰＴＡ

82 山口県 しゅうなんしりつすましょうがっこうPTA

周南市立須磨小学校ＰＴＡ

83 山口県 はぎしりつはぎひがしちゅうがっこうPTA

萩市立萩東中学校ＰＴＡ

84 香川県 あやがわちょうりつはゆかしょうがっこうPTA・いくせいかい

綾川町立羽床小学校ＰＴＡ・育成会

85 愛媛県 まつやましりついしいひがししょうがっこうPTA

松山市立石井東小学校ＰＴＡ

86 愛媛県 こふじしょうがっこうPTA

小富士小学校ＰＴＡ

87 福岡県 あさくらしりつふくだしょうがっこうふぼきょうしかい

朝倉市立福田小学校父母教師会

88 福岡県 あさくらしりつあまぎちゅうがっこうPTA

朝倉市立甘木中学校ＰＴＡ 

89 福岡県 ぶぜんしりつうのしましょうがっこうPTA

豊前市立宇島小学校ＰＴＡ

90 福岡県 ふくおかしりつたかとりしょうがっこうふぼきょうしかい

福岡市立高取小学校父母教師会

91 福岡県 ちくじょうちょうりつしいだちゅうがっこうPTA

築上町立椎田中学校ＰＴＡ

92 佐賀県 さがけんりつなかばるとくべつしえんがっこうほんこうしゃPTA

佐賀県立中原特別支援学校本校舎ＰＴＡ

93 長崎県   いさはやしりつしんじょうしょうがっこういくゆうかい

諫早市立真城小学校育友会

94 長崎県 さいかいしりつさいかいしょうがっこうPTA

西海市立西海小学校ＰＴＡ

95 熊本県 たまなしりつなめいししょうがっこうPTA

玉名市立滑石小学校PTA

96 熊本県 くまもとしりつじょうほくしょうがっこうPTA

熊本市立城北小学校PTA

97 熊本県 うとしりつうとしょうがっこうPTA

宇土市立宇土小学校PTA

98 熊本県 やつしろしりつとうようしょうがっこうPTA

八代市立東陽小学校PTA

99 宮崎県 もろつかそんりつあらだにしょうがっこうPTA

諸塚村立荒谷小学校ＰＴＡ

100 鹿児島県 かごしましりつたけおかだいしょうがっこうPTA

鹿児島市立武岡台小学校ＰＴＡ
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101 鹿児島県 せとうちちょうりつさつかわしょうがっこうPTA

瀬戸内町立薩川小学校ＰＴＡ

102 沖縄県 とみぐすくしりつながみねちゅうがっこうPTA

豊見城市立長嶺中学校ＰＴＡ
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