令和元年度優良ＰＴＡ神奈川県教育委員会表彰
番号

団体名

1

よこはましりつ いちさわしょうがっこう

2

よこはましりつ ちがさき

3

よこはましりつ なかまるしょうがっこう

4

よこはましりつ こやす しょうがっこう

5

よこはましりつ ふかや しょうがっこう

6

よこはましりつ ながつた

しょうがっこう

7

よこはましりつ ちがさき

しょうがっこう

8

よこはましりつ いっぽんまつしょうがっこう

9

よこはましりつ なかわだ

10

横浜市立市沢小学校ＰＴＡ

ひがししょうがっこう

横浜市立茅ケ崎東小学校ＰＴＡ

横浜市立中丸小学校ＰＴＡ

横浜市立子安小学校ＰＴＡ

横浜市立深谷小学校ＰＴＡ

横浜市立長津田小学校ＰＴＡ

横浜市立茅ケ崎小学校ＰＴＡ

横浜市立一本松小学校ＰＴＡ

ちゅうがっこう

横浜市立中和田中学校ＰＴＡ

かわさきしりつ むかいしょうがっこう

川崎市立向小学校ＰＴＡ
かわさきしりつ しんじょうしょうがっこう

11

川崎市立新城小学校ＰＴＡ
ふぼ

きょうしょくいん かい

（父母と教職員の会）

12

かわさきしりつ みなみのがわしょうがっこう

13

かわさきしりつ いくた しょうがっこう

14

かわさきしりつ みゆき ちゅうがっこう

15

さがみはらしりつ

川崎市立南野川小学校ＰＴＡ

川崎市立生田小学校ＰＴＡ

川崎市立御幸中学校ＰＴＡ

おおさわしょうがっこう

相模原市立大沢小学校ＰＴＡ

被表彰団体「ＰＴＡの取組」
特色ある取組

地域の関係機関と協力しながら、地域の方も参加できるように努め、学校が地域の中
心であり集いの場となるように力を注ぎ、学校と地域の繋がりが深まった。また、学
援隊活動への取組や、身近な話題をテーマに取り上げた講演会や講習会の開催など、
学校教育及び家庭教育支援に大きな成果を上げた。
学校、保護者、地域それぞれの立場で共に子どもを育てていく環境づくりを意識した
活動が年間を通して行われた。地域活動にも積極的に参加することで地域とつなが
り、意見を交わし活動に反映することができた。ＰＴＡ本部の活動紹介、周知の方法
の工夫は市内でも取り上げられ、様々なＰＴＡの手本と評価された。
「感謝」と「交通安全」を平成30年度のＰＴＡ活動のテーマに掲げた。保護者や教職
員、地域との連携・協力を大切にし、日頃の感謝のしるしとして、協力者を学校に招
いて児童らがおもてなしをした。また、交通安全確保策の事例が地域情報誌に掲載さ
れ、ＰＴＡ活動の周知を図るとともに、児童の安全に寄与した。
平成30年４月の校舎移転に際し、通学路の見直し、記念行事開催、移転特設ホーム
ページ開設など、学校・地域と密に連携を取りながらさまざまな取組を実現させ、移
転事業の成功に大きく貢献した。また、環境の変化を踏まえ、ＰＴＡ活動の効率化・
向上に取り組んでおり、インターネットを活用した情報発信等を行った。
ＰＴＡが所属する盆踊り実行委員会が実施する盆踊り大会は、40回目の節目を迎え、
ＰＴＡとして櫓からお菓子を撒き大盛況だった。ＰＴＡと学校と地域との強固な協力
体制により、継続されている。また「できる人ができる時にできる事を」を合言葉
に、本部・委員会の活動を毎年見直し、その時に合った活動を行った。
「ふれあいフェスティバル」を主催し、児童・保護者・学校・地域団体や地元商店街
等との楽しい交流の場となった。また、献血活動を行い、社会貢献としても有意義な
活動となった。加えて、校外委員を中心に全保護者による「下校児童見守り隊」を運
営し、地域ボランティアと協力して毎日下校時に見守りを行った。
イベントを通し、地域と連携し、子どもたちを地元の自然に触れさせる活動をするこ
とができた。興味や好奇心をそそる内容の活動が多く、子ども達の意見を尊重し、心
の育成をより大切にしていきたいとの思いが伝わる活動ができた。また、現代の家族
構成を意識した組織作りに注力し、ＰＴＡの効率化に成功した。
「一本松共育倶楽部」という保護者や地域で支えるボランティア活動があり、登下校
の見守りや授業のサポート、花壇整備、読み聞かせなどで学校と地域の繋がりが深ま
り、相互理解に成果を上げた。３年間で少しずつ規約を変更し、現代の保護者に適応
した活動、児童が参加しやすい活動となるよう環境整備を行った。
ＥＳＤ推進校として、持続可能な開発のための教育に取り組み、２年にわたり、学校
保健委員会の場で生徒と共に「衣」「食」「水」について学んだ。ＳＤＧｓを意識し
て学校と地域との連携を考え、国連ワールドフードプログラムが行っている「レッド
カップキャンペーン」に参加し、売上金を寄付した。
ボランティア制度を活用して、会員がＰＴＡ活動により参加しやすくなるようＰＴＡ
活動の活性化に繋げた。また、役員や校外委員会のみならず、町内会や市民ボラン
ティアと協力して登下校指導を実施しており、会員の交通安全に対する意識向上を図
るとともに地域での防犯意識を高めるなど、地域との連携にも努めた。
ＰＴＡルームに寄贈品の遊具を置き、会員同士で乳幼児の見守りを行ったり、学用品
や洋服等のリサイクルを実施したりするなど、会員間交流につながる活動に取り組ん
だ。会員が地域活動センターや町内会に積極的に参加することで、地域との交流を図
りながら子育て世代への理解につながる多世代間交流を促進した。
係の細分化や、会員が活動しやすい日にちに活動日を選択できるようにするなど、会
員が負担なく積極的にＰＴＡ活動に参加しやすい工夫を行った。ＰＴＡ活動において
ＯＢ・ＯＧが地域の住民として多方面で協力し合う体制が確立されており、多様な意
見やアイデアを取り入れた事業運営で、活発な活動を行った。
校外委員をはじめとする保護者が、できる範囲で登下校時のパトロール活動を行うと
ともに、マナー指導も行うなど、安全確保、マナーの向上という２つの側面から学校
外の生活指導に努めた。ベルマーク収集について、全校児童にアンケートを実施し、
購入品を児童が決めることを通して収集活動の活性化につなげた。
保護者のニーズを的確に把握した家庭教育学級の開催による家庭教育の推進や、周年
事業においてＰＴＡの歴史を振り返ることを通じて、活動の意義の再確認を促すなど
の成人教育に努めた。ふれあいフェスタ、挨拶運動、夏のパトロールなどの諸活動を
地域と共に長年続けることで、地域との結びつきを高めた。
年度ごとのテーマに基づき、全会員向けアンケート結果を行事に反映するなど、ＰＴ
Ａ活動への参加意識を高めるとともに、ＰＴＡの役割についても考えるきっかけと
なった。環境整備作業を通じて、ボランティア感覚でのＰＴＡ参加を進めるととも
に、地域団体との連携に力を入れることで地域教育力の改善に寄与した。
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16

さがみはらしりつ

あいはらしょうがっこう

17

さがみはらしりつ

ひろた しょうがっこう

18

さがみはらしりつ

さがみがおかちゅうがっこう

19

さがみはらしりつ

とや

20

よこすかしりつ

しんめいしょうがっこう

21

よこすかしりつ

はしりみずしょうがっこう

よこすかしりつ

かもい ちゅうがっこう ほごしゃ

22

相模原市立相原小学校ＰＴＡ

相模原市立広田小学校ＰＴＡ

相模原市立相模丘中学校ＰＴＡ

ちゅうがっこう

相模原市立鳥屋中学校ＰＴＡ

横須賀市立神明小学校ＰＴＡ

横須賀市立走水小学校ＰＴＡ

横須賀市立鴨居中学校保護者と
せんせい

かい

先生の会（ＰＴＡ）

23

かまくらしりつ たまなわしょうがっこう

24

ふじさわしりつ めいじ しょうがっこう

25

ちがさきしりつ

鎌倉市立玉縄小学校ＰＴＡ

藤沢市立明治小学校ＰＴＡ

茅ヶ崎市立北陽中学校ＰＴＡ
みうらしりつ

26

ほくようちゅうがっこう

かみみやだ しょうがっこう ほごしゃ

三浦市立上宮田小学校保護者と
きょうしょくいん かい

教職員の会

27

あつぎしりつ

ふじづかちゅうがっこう

28

ざましりつ

たつのだい しょうがっこう

29

あやせしりつ

きた

30

あいかわちょうりつあいかわなかはらちゅうがっこう

厚木市立藤塚中学校ＰＴＡ

座間市立立野台小学校ＰＴＡ

だいちゅうがっこう

綾瀬市立北の台中学校ＰＴＡ

愛川町立愛川中原中学校ＰＴＡ

被表彰団体「ＰＴＡの取組」

登校時の旗振り活動では、地域の安全パトロール隊と協力し、ふれあいまつりでは地
域団体にも参加を呼び掛けるなど、ＰＴＡが主体となって地域との連携に力を入れ
た。学校行事においても、教員と保護者が協力して役割分担をすることで、時間短縮
や負担軽減といった成果を上げている。
地域・保護者・児童・教職員をつなぐ夏祭りを実施し、親子で参加できる事業を展開
するなど、家庭教育支援に大きく貢献した。年間を通じた登校指導の実施や校舎内外
の清掃活動により、児童の安全・安心と環境整備に寄与した。
高校見学バスツアー企画や保護者向け講演会、キャリア教育の一環で生徒向け講演会
を開催するなど、ニーズに合った取組を行うことでＰＴＡの存在価値を上げるととも
に、学校教育及び家庭教育支援に大きく貢献した。ＰＴＡ活動の負担を軽減するた
め、学校ＨＰや学校だよりにＰＴＡの情報も掲載する工夫を行った。
学校行事において、会場設営や来賓接待等の役割を率先して担っており、教職員の負
担軽減に寄与するとともに、地域行事への積極的な参加により、学校と地域の連携に
寄与した。
自治会の会合への参加や地域におけるパトロールなどを積極的に行い、地域の課題や
子どもたちの様子について互いに情報交換をし、子どもたちの健全育成のための活動
を深めた。また、地域の資源回収を手伝い、いただいた報奨金で毎年行っている「神
明寄席」は、家庭教育支援や地域貢献につながった。
会員が少ない中、読み聞かせボランティアを募り、年間を通じて読み聞かせや図書室
整備活動を行い、児童の本に対する興味関心を高め、学校教育、家庭教育支援におい
て大きな成果をあげた。また、地域主催行事への参加も積極的に行い、地域と交流・
連携し、子どもたちの健全育成や文化活動に大きく貢献した。
ＰＴＡ活動が負担なく行えるよう、役割や日程を考慮し、年間を通じてボランティア
を活用するなど、多くの保護者が参加しやすい環境づくりを行った。学校と連携して
アンケートを実施し、保護者の声やニーズを反映する工夫をした。行事や講座におい
ては、家庭教育支援や地域との連携を図った活動をした。
地域の方との関わりを大切にし、家庭・学校・地域のつながりを深める役割を担い、
他のＰＴＡの模範となった。気軽にＰＴＡ活動に参加できるように、16種あった活動
を自由選択制にし、アプリを活用しながら情報発信やスケジュールの共有を図り、保
護者から好評を得た。
多くの保護者がＰＴＡ活動に参加できるように、委員会活動の工夫・改善に努めた。
また、平日の参加が難しい保護者がＰＴＡ活動に参加できるように、おやじの会の活
動を活発に開催して、子どもたちの健やかな成長を支援するとともに、会員同士の交
流を深めた。
地域の様々な団体と積極的に連携を図り、ＰＴＡ主催事業や学校事業への協力に効果
的に反映させた。また、学校行事にも積極的に協力し、学校と地域の繋がりを深め
た。全会員にアンケートを実施し、会員の意見徴収に努め、結果を積極的に日頃の活
動に反映させ、ＰＴＡ活動の効率化に成果をあげた。
ベルマーク作業や、全会員による環境整備作業を年２回行った。「南下浦中学校・初
声中学校合同演奏会」の企画実行を行った。校外生活委員会では、学校外での子ども
たちの生活を守るため、集団登校の視察・危険場所の点検・見守りを子ども110番協
力宅と連携して取り組んだ。
家庭や地域の教育力がより一層大切とされる中、家庭・学校・地域が一体となった取
組をＰＴＡが中心となって推し進め、子どもたちの「生きる力」をしっかりと培うこ
とができるよう積極的な活動を展開し、成果を上げた。また、会員と生徒との触れ合
いの場をつくるとともに、会員相互の出会いの場をつくることに尽力した。
地区委員を中心に登校時の見守りや通学路・敷地内の環境整備など積極的な活動が行
われた。また、民生委員など地域ボランティアとの連携も大変良くとれていた。成人
委員による成人講座の年３回の実施や、広報誌「たち野」の年３回の発行など、各委
員の活動が活発であり、地域教育力の向上に寄与した。
地域組織の方と協力して朝のあいさつ運動や、地域の方や保護者と共に学区のパト
ロール活動を行い、生徒の安全な生活環境に努める取組に大きな成果を上げた。家庭
教育学級の講演会を通し保護者の教育力の向上に努め、生徒の委員会活動とも協力し
合って、花植えや花壇整備活動により学校の生活環境を整えた。
「地域に開かれた、地域とともに子供を育んでいく学校」をめざし、保護者・地域と
のさらなる連携のために『中原サポーターズCLUB』を設立し、学校行事への協力、花
壇の整備といった校地内の環境整備活動を行い、地域の方や関係機関とともに地域教
育力の向上に力を注ぎ、学校と地域のつながりを強めた。
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31

ひらつかしりつ おかざきしょうがっこう

平塚市立岡崎小学校ＰＴＡ
ひらつかしりつ しんめい ちゅうがっこう ほごしゃ

32

平塚市立神明中学校保護者と
きょうしょくいん かい

教職員の会（ＰＴＡ）

33

にのみやちょうりつにのみやにしちゅうがっこう

二宮町立二宮西中学校ＰＴＡ
おだわらしりつ

34

はくさん ちゅうがっこう ふぼ

小田原市立白山中学校父母と
きょうしょくいん かい

教職員の会（ＰＴＡ）

35

なかいちょうりつ いのくち

しょうがっこう

36

はこねちょうりつ はこね ちゅうがっこう

中井町立井ノ口小学校ＰＴＡ

箱根町立箱根中学校ＰＴＡ

もといしかわこうとうがっこう

38

かながわけんりつ

やまきたこうとうがっこう

39

かながわけんりつ

ひらつかようご がっこう

40

親しみやすいスローガンを掲げて活動に参加しやすい雰囲気づくりを行うと共に、詳
細な引継ぎ資料を作成するなど、ＰＴＡ活動の活性化に取り組んだ。また、ＰＴＡ主
催行事や家庭教育学級、登下校時の安全確保などを地域団体や公民館と連携・協力し
て行い、地域教育力向上の一助となった。
多くの生徒や保護者が参加する校内環境美化の奉仕作業で地域企業の協力を得るな
ど、学校・家庭・地域が一体となって教育環境の向上に取り組んだ。また、年３回の
ＰＴＡ広報誌の発行だけでなく、運営委員会だよりや学年だよりの発行を通して会員
相互の理解や学校と家庭との連携に貢献した。
登下校時の街頭指導や地区懇談会、文化祭への参加など、年間を通して地域の協力を
得ながら活動を行い、ＰＴＡが学校・家庭・地域を結ぶ役割を担うと共に、生徒と共
に給食の試食を行う献立会議の開催や各地区でのあいさつ運動などを通して、学校と
連携した生徒の健全育成に寄与した。
ＰＴＡが主体となり学校・地域自治会と連携して復活したプラネタリウムを活用し、
学区交流会（プラネタリウム上映会・講演）を主催した。この学区交流会の準備・運
営を行う中で保護者・生徒・教職員・地域自治会・育成協議会等との連携・協力の場
が生まれるなど地域学校協働活動の推進に大きな成果を上げた。
平成元年より30年間継続して、毎月２回月曜日登校時に「ＰＴＡ交通安全指導」を実
施し、地域パトロール員と連携し、児童の安全を守る活動を行った。また、学校公開
日には地区懇談会を開催し、地域と連携して通学路の危険箇所を把握し、教育委員
会・行政へ改善を促し、学校と地域の繋がりが深まるなど大きな成果を上げた。
見守りステッカー事業を実施し、町ＰＴＡ連絡協議会やバス会社と連携して地域全体
の安全確保、犯罪の抑止力向上に努めるとともに、保護者・生徒・地域住民の意識向
上に大きな成果を上げた。また、この事業を運営する中で、学校と地域の連携・協働
が生まれるなど地域学校協働活動の推進において他のＰＴＡの模範となった。

学校で実施しているプロジェクト型授業であるアントレプレナーシップにＰＴＡも参
加して生徒と同じ学びをし、学んだことを活動に活かした。神奈川県立高等学校ＰＴ
神奈川県立元石川高等学校ＰＴＡ Ａ連合会のスローガン「学び、行動するＰＴＡ」を実践しており、学校の特色を活か
したＰＴＡ活動の事例として他校ＰＴＡでも参考となる活動であった。
かながわけんりつ
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被表彰団体「ＰＴＡの取組」

神奈川県立山北高等学校ＰＴＡ

神奈川県立平塚養護学校ＰＴＡ

ＰＴＡ活動に多くの保護者や教員が参加しやすい環境づくりを目指し、広報事業や連
絡方法等の工夫が見られ、その結果、学校行事だけでなく地域団体との連携活動にも
参加するなど、確実に参加者を増やすという成果を上げた。また、防災についても積
極的に取り組み、他校ＰＴＡからも課題解決の手本となると評価を得た。
「本部」「役員指名委員会」「広報委員会」「防災委員会」等の本部・委員会に加
え、「文化祭班」「夏祭り班」「プール班」「ヘアカットボランティア班」「黄色い
レシート班」等の各班がある。それぞれが協力し合って、地域との交流を通した連携
を図り、学校の取組および児童生徒の理解について成果を上げた。

子どもたちの生活、教育環境の向上と会員の相互の親睦、地域との連携を目的に研修
よこはましりつ わかばだい とくべつしえん がっこう
会、余暇活動、親睦活動、広報活動等、多彩な活動を展開。地域の理髪店と協力し、
横浜市立若葉台特別支援学校ＰＴＡ 児童生徒の散髪を行うなど、地域との交流も活発に行った。「関東甲越地区肢体不自
由特別支援学校ＰＴＡ連合会」の研究協議会の発表に積極的に取り組んだ。

