
枚方市ＰＴＡ協議会　役職者輪番表　

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

招提中 長尾中 第四中 渚西中 第三中 津田中 枚方中 山田中

枚方小 川越小 招提小 西長尾小 中宮小 蹉跎小 東香里小 樟葉西小

交北小 蹉跎東小 香里小 樟葉北小 菅原小 殿一小 伊加賀小 春日小

菅原東小 山田東小 桜丘北小 山之上小 船橋小 津田小 高陵小 枚二小

牧野小 氷室小 磯島小 桜丘小 開成小 樟葉小 津田南小 明倫小

蹉跎西幼 田口山幼 蹉跎幼 香里幼 枚方幼

田口山幼 蹉跎幼 香里幼 枚方幼 樟葉幼 高陵幼 田口山幼

香里幼 枚方幼 樟葉幼 高陵幼 田口山幼 蹉跎幼 香里幼

蹉跎西幼 田口山幼 蹉跎幼 香里幼 枚方幼 樟葉幼 高陵幼

第１ブロック長 〇は小学校部会長 西牧野小 〇牧野小 殿二小 招提小 樟葉北小 船橋小 〇樟葉西小 樟葉小

第２ブロック長 無印は副部会長 長尾小 菅原東小 〇藤阪小 津田南小 西長尾小 田口山小 菅原小 〇氷室小

第３ブロック長 殿一小 高陵小 明倫小 〇中宮北小 小倉小 山田小 交北小 山田東小

第４ブロック長 蹉跎西小 蹉跎小 伊加賀小 枚方二小 〇蹉跎西小 枚方小 蹉跎東小 桜丘北小

第５ブロック長 〇春日小 香陽小 川越小 香里小 山之上小 〇開成小 五常小 東香里小

杉中 中宮中 楠葉中 長尾西中 蹉跎中 招提中 長尾中 第四中

副部会長 給食会計監査 第三中 津田中 枚方中 山田中 招提北中 第二中 東香里中 第一中

第二中学校 東香里中 第一中 楠葉西中 桜丘中 杉中 中宮中 楠葉中

招提北中 長尾西中 東香里中 第一中 第三中 津田中 第二中 杉中

枚方小 香里小 山田東小 殿二小 菅原小 蹉跎西小 春日小 中宮小

樟葉西小 平野小 樟葉北小 田口山小 招提小 西牧野小 樟葉小 樟葉南小

津田南小 藤阪小 長尾小 明倫小 磯島小 氷室小 菅原東小 氷室小

交北小 高陵小 桜丘小 蹉跎小 桜丘北小 中宮北小 小倉小 中宮北小

川越小 枚方第二小 山之上小 開成小 五常小 東香里小 蹉跎東小 東香里小

渚西中 招提中 楠葉中 桜丘中 枚方中 山田中 楠葉西中 長尾中

第１ブロック長 〇委員長 〇殿二小 樟葉西小 ☆樟葉小 △船橋小 □平野小 〇牧野小 樟葉小 ☆招提小

第２ブロック長 □副委員長 □田口山小 〇菅原 藤阪小 ☆長尾小 △津田南小 □氷室小 〇津田小 長尾小

第３ブロック長 △業者選定委員長 △交北小 □山田東小 〇中宮北小 殿一小 ☆山田小 △小倉小 □高陵小 〇中宮小

第４ブロック長 ☆物資選定委員長 ☆蹉跎小 △蹉跎小 □枚方小 〇蹉跎東小 枚方小 ☆枚方二小 △枚方二小 □蹉跎小

第５ブロック長 山之上 ☆五常小 △五常小 □香陽小 〇川越小 川越小 ☆香里小 △香里小
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書記（～R２は会計）

会計監査

会計監査（幼稚園部会より）

幼稚園部会長

幼稚園会計監査

※網掛け部の役職は枚方市PTA協議会実行委員会構成員です。

役職

幼稚園副部会長

副会長/学校給食会委員兼業者選定委員

副会長

書記

中学校部会・枚方市学校給食会委員


