
別紙

（都道府県順）

No 都道府県 団 体 名

1 北海道 おたるしりつぼうようだいしょうがっこうふぼとせんせいのかい

小樽市立望洋台小学校父母と先生の会

2 北海道 のぼりべつしりつほろべつにししょうがっこうＰＴＡ

登別市立幌別西小学校ＰＴＡ

3 北海道 ほっかいどういまかねこうとうようごがっこうふぼとせんせいのかい

北海道今金高等養護学校父母と先生の会

4 北海道 さっぽろしりつしんはっさむしょうがっこうふぼとせんせいのかい

札幌市立新発寒小学校父母と先生の会

5 北海道 さっぽろしりつふしこしょうがっこうふぼとせんせいのかい

札幌市立伏古小学校父母と先生の会

6 青森県 ひろさきしりつすそのしょうがっこうふぼときょうしのかい

弘前市立裾野小学校父母と教師の会

7 青森県 はちのへしりつしもながしょうがっこうふぼときょうしのかい

八戸市立下長小学校父母と教師の会

8 青森県 あおもりけんりつもうがっこうふぼときょうしのかい

青森県立盲学校父母と教師の会

9 岩手県 おおのしょうがっこうＰＴＡ

大野小学校ＰＴＡ

10 宮城県 わたりちょうりつわたりしょうがっこうＰＴＡ

亘理町立亘理小学校ＰＴＡ

11 宮城県 せんだいしりつななきたしょうがっこうふぼきょうしかい

仙台市立七北田小学校父母教師会

12 宮城県 せんだいしりつとうかちゅうがっこうしんしかい

仙台市立東華中学校親師会

13 秋田県 みたねちょうりつはまぐちしょうがっこうＰＴＡ

三種町立浜口小学校ＰＴＡ

14 秋田県 おがしりつふっとしょうがっこうＰＴＡ

男鹿市立払戸小学校ＰＴＡ

15 山形県 むらやましりつふもとしょうがっこうＰＴＡ

村山市立冨本小学校ＰＴＡ

16 山形県 ゆざちょうりつゆざちゅうがっこうＰＴＡ

遊佐町立遊佐中学校ＰＴＡ

17 山形県 やまがたけんりつたておかとくべつしえんがっこうＰＴＡ

山形県立楯岡特別支援学校ＰＴＡ

18 福島県 ただみちょうりつめいわしょうがっこうふぼときょうしのかい

只見町立明和小学校父母と教師の会

19 福島県 いわきしりつひさのはまちゅうがっこうＰＴＡ

いわき市立久之浜中学校ＰＴＡ

令和３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 だいごちょうりつなませしょうがっこうふぼとせんせいのかい

大子町立生瀬小学校父母と先生の会

21 茨城県 ごかちょうりつごかちゅうがっこうＰＴＡ

五霞町立五霞中学校ＰＴＡ

22 群馬県 いせさきしりつあずまちゅうがっこうＰＴＡ

伊勢崎市立あずま中学校ＰＴＡ

23 群馬県 みなかみちょうりつにいはるしょうがっこうＰＴＡ

みなかみ町立新治小学校ＰＴＡ

24 埼玉県 さいたましりつかみおちあいしょうがっこうＰＴＡ

さいたま市立上落合小学校ＰＴＡ

25 埼玉県 さいたましりつかみおおくぼちゅうがっこうＰＴＡ

さいたま市立上大久保中学校ＰＴＡ

26 埼玉県 あげおしりあずまちょうしょうがっこうＰＴＡ

上尾市立東町小学校ＰＴＡ

27 埼玉県 さいたまけんりついるまわかくさこうとうとくべつしえんがっこうＰＴＡ

埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校ＰＴＡ

28 千葉県 いちかわしりつおおのしょうがっこうふぼときょうしのかい

市川市立大野小学校父母と教師の会

29 千葉県 あびこしりつこほくだいにししょうがっこうＰＴＡ

我孫子市立湖北台西小学校ＰＴＡ

30 千葉県 おおあみしらさとしりつますほしょうがっこうＰＴＡ

大網白里市立増穂小学校ＰＴＡ

31 千葉県 ちばしりつはなみがわちゅうがっこうＰＴＡ

千葉市立花見川中学校ＰＴＡ

32 東京都 せたがやくりつひがしふかさわしょうがっこうＰＴＡ

世田谷区立東深沢小学校ＰＴＡ

33 東京都 とうきょうとりつおおつかろうがっこうＰＴＡ

東京都立大塚ろう学校ＰＴＡ

34 東京都 あだちくりつひがしあやせしょうがっこうＰＴＡ

足立区立東綾瀬小学校ＰＴＡ

35 神奈川県 かわさきしりつひさすえしょうがっこうふぼとせんせいのかい

川崎市立久末小学校父母と先生の会

36 神奈川県 かわさきしりつひがしすげしょうがっこうＰＴＡ

川崎市立東菅小学校ＰＴＡ

37 神奈川県 よこはましりつわかばだいとくべつしえんがっこうＰＴＡ

横浜市立若葉台特別支援学校ＰＴＡ

38 神奈川県 よこすかしりつかもいちゅうがっこうほごしゃとせんせいのかい（ＰＴＡ）

横須賀市立鴨居中学校保護者と先生の会（ＰＴＡ）
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39 神奈川県 よこはましりつにしてらおだいにしょうがっこうＰＴＡ

横浜市立西寺尾第二小学校ＰＴＡ

40 神奈川県 よこはましりつつだにししょうがっこうＰＴＡ

横浜市立都田西小学校ＰＴＡ

41 神奈川県 かながわけんりつつくいようごがっこうＰＴＡ（ほごしゃときょうしょくいん）

神奈川県立津久井養護学校ＰＴＡ（保護者と教職員）

42 新潟県 あがのしりつきょうがせちゅうがっこうＰＴＡ

阿賀野市立京ヶ瀬中学校ＰＴＡ

43 新潟県 じょうえつしりついたくらちゅうがっこうＰＴＡ

上越市立板倉中学校ＰＴＡ

44 新潟県 かりわそんりつかりわしょうがっこうＰＴＡ

刈羽村立刈羽小学校ＰＴＡ

45 新潟県 にいがたしりつかみところしょうがっこうＰＴＡ

新潟市立上所小学校ＰＴＡ

46 富山県 とやましりつちゅうおうしょうがっこうＰＴＡ

富山市立中央小学校ＰＴＡ

47 富山県 たかおかしりつといでちゅうがっこうＰＴＡ

高岡市立戸出中学校ＰＴＡ

48 石川県 のみしりつたつのくちちゅうおうしょうがっこうふぼとせんせいのかい

能美市立辰口中央小学校父母と先生の会

49 石川県 わじましりつわじまちゅうがっこうＰＴＡ

輪島市立輪島中学校ＰＴＡ

50 石川県 いしかわけんりつもうがっこういくゆうかい

石川県立盲学校育友会

51 福井県 ふくいしとうごうしょうがっこうＰＴＡ

福井市東郷小学校ＰＴＡ

52 福井県 さかいしりつはるえちゅうがっこうＰＴＡ

坂井市立春江中学校ＰＴＡ

53 福井県 ふくいけんりつれいなんにしとくべつしえんがっこうＰＴＡ

福井県立嶺南西特別支援学校ＰＴＡ

54 山梨県 ふじかわぐちこちょうりつおおあらししょうがっこうＰＴＡ

富士河口湖町立大嵐小学校ＰＴＡ

55 山梨県 やまなしけんりつかえでしえんがっこうＰＴＡ

山梨県立かえで支援学校ＰＴＡ

56 岐阜県 かにしりつとうめいしょうがっこうＰＴＡ

可児市立東明小学校ＰＴＡ

57 岐阜県 たかやましりつくぐのちゅうがっこうＰＴＡ

高山市立久々野中学校ＰＴＡ
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58 静岡県 しもだしりついなずさしょうがっこうふぼときょうしのかい

下田市立稲梓小学校父母と教師の会

59 静岡県 かけがわしりつわだおかしょうがっこうＰＴＡ

掛川市立和田岡小学校ＰＴＡ

60 静岡県 はままつしりつとうぶちゅうがっこうＰＴＡ

浜松市立東部中学校ＰＴＡ

61 愛知県 おわりあさひしりつあさひがおかしょうがっこうＰＴＡ

尾張旭市立旭丘小学校ＰＴＡ

62 愛知県 あましりつじもくじしょうがっこうＰＴＡ

あま市立甚目寺小学校ＰＴＡ

63 愛知県 たはらしりつあかばねちゅうがっこうＰＴＡ

田原市立赤羽根中学校ＰＴＡ

64 愛知県 なごやしりつうえだみなみしょうがっこうＰＴＡ

名古屋市立植田南小学校ＰＴＡ

65 三重県 いがしりつあやまちゅうがっこうＰＴＡ

伊賀市立阿山中学校ＰＴＡ

66 滋賀県 くさつしりつおいかみにししょうがっこうＰＴＡ

草津市立老上西小学校ＰＴＡ

67 滋賀県 りっとうしりつりっとうちゅうがっこうＰＴＡ

栗東市立栗東中学校ＰＴＡ

68 京都府 まつがさきしょうがっこうＰＴＡ

松ヶ崎小学校ＰＴＡ

69 京都府 きょうとしりつかたぎはらちゅうがっこうＰＴＡ

京都市立樫原中学校ＰＴＡ

70 京都府 そうらくとうぶこういきれんごうりつかさぎしょうがっこうＰＴＡ

相楽東部広域連合立笠置小学校ＰＴＡ

71 京都府 きょうたんごしりつみねやましょうがっこうＰＴＡ

京丹後市立峰山小学校ＰＴＡ

72 大阪府 さかいしりつみいけだいしょうがっこうＰＴＡ

堺市立御池台小学校ＰＴＡ

73 大阪府 さかいしりつはまでらしょうわしょうがっこうＰＴＡ

堺市立浜寺昭和小学校ＰＴＡ

74 大阪府 かわちながのしりつみかのだいしょうがっこうＰＴＡ

河内長野市立美加の台小学校ＰＴＡ

75 大阪府 おおさかしりつたまがわしょうがっこうＰＴＡ

大阪市立玉川小学校ＰＴＡ

76 大阪府 いずみおおつしりつとうようちゅうがっこうＰＴＡ

泉大津市立東陽中学校ＰＴＡ
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77 兵庫県 しんおんせんちょうりつはまさかみなみしょうがっこうＰＴＡ

新温泉町立浜坂南小学校ＰＴＡ

78 兵庫県 こうべしりつゆめのちゅうがっこうＰＴＡ

神戸市立夢野中学校ＰＴＡ

79 兵庫県 たんばしりつさんなんちゅうがっこうＰＴＡ

丹波市立山南中学校ＰＴＡ

80 奈良県 やまとたかだしりつうきあなにししょうがっこうＰＴＡ

大和高田市立浮孔西小学校ＰＴＡ

81 和歌山県 たなべしりつしんじょうちゅうがっこういくゆうかい

田辺市立新庄中学校育友会

82 鳥取県 みささちょうりつみささちゅうがっこうＰＴＡ

三朝町立三朝中学校ＰＴＡ

83 岡山県 たまのしりつごかんしょうがっこうＰＴＡ

玉野市立後閑小学校ＰＴＡ

84 岡山県 あさくちしりつこんこうしょうがっこうＰＴＡ

浅口市立金光小学校ＰＴＡ

85 岡山県 つやましりつつやまにしちゅうがっこうＰＴＡ

津山市立津山西中学校ＰＴＡ

86 広島県 ふくやましりつにしふかつしょうがっこうＰＴＡ

福山市立西深津小学校ＰＴＡ

87 広島県 ひがしひろしましりつきだにしょうがっこうＰＴＡ

東広島市立木谷小学校ＰＴＡ

88 広島県 ふちゅうちょうりつふちゅうしょうがっこうＰＴＡ

府中町立府中小学校ＰＴＡ

89 山口県 さんようおのだしりつこうようしょうちゅうがっこうＰＴＡ

山陽小野田市立厚陽小中学校ＰＴＡ

90 山口県 いわくにしりつかわしもちゅうがっこういくゆうかい

岩国市立川下中学校育友会

91 香川県 みとよしりつやまもとしょうがっこうＰＴＡ

三豊市立山本小学校ＰＴＡ

92 香川県 ぜんつうじしりつにしちゅうがっこうＰＴＡ

善通寺市立西中学校ＰＴＡ

93 愛媛県 にいはましょうがっこうＰＴＡ

新居浜小学校ＰＴＡ

94 愛媛県 なるたえしょうがっこうＰＴＡ

成妙小学校ＰＴＡ

95 高知県 おちちょうりつおちちゅうがっこうＰＴＡ

越知町立越知中学校ＰＴＡ
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96 高知県 かみしりつおおみやしょうがっこうＰＴＡ

香美市立大宮小学校ＰＴＡ

97 佐賀県 からつしりつおにづかしょうがっこうＰＴＡ

唐津市立鬼塚小学校ＰＴＡ

98 佐賀県 かみみねちょうりつかみみねしょうがっこうＰＴＡ

上峰町立上峰小学校ＰＴＡ

99 長崎県 いさはやしりつききつしょうがっこうＰＴＡ

諫早市立喜々津小学校ＰＴＡ

100 長崎県 ながさきしりつにしざかしょうがっこういくえいかい

長崎市立西坂小学校育英会

101 熊本県 くまそんりつわたりしょうがっこうＰＴＡ

球磨村立渡小学校ＰＴＡ

102 熊本県 あらおしりつさくらやましょうがっこうＰＴＡ

荒尾市立桜山小学校ＰＴＡ

103 熊本県 みなまたしりつふくろしょうがっこうＰＴＡ

水俣市立袋小学校ＰＴＡ

104 宮崎県 つのちょうりつつのしょうがっこうＰＴＡ

都農町立都農小学校ＰＴＡ

105 宮崎県 ごかせちょうりつさんがしょしょうがっこうＰＴＡ

五ヶ瀬町立三ヶ所小学校ＰＴＡ

106 鹿児島県 きりしましりつあおばしょうがっこうＰＴＡ

霧島市立青葉小学校ＰＴＡ

107 鹿児島県 みなみきゅうしゅうしりつえいしょうがっこうＰＴＡ

南九州市立頴娃小学校ＰＴＡ

108 鹿児島県 かごしまけんりつくしきのようごがっこうＰＴＡ

鹿児島県立串木野養護学校ＰＴＡ

109 沖縄県 なはしりつまつしまちゅうがっこうＰＴＡ

那覇市立松島中学校ＰＴＡ

110 沖縄県 なごしりつせきたしょうがっこうＰＴＡ

名護市立瀬喜田小学校ＰＴＡ
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