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    教育長 浅沼 昭夫 
 

新生活が始まる期待と緊張の４月が過ぎ、すくすくと育った新緑に夏の気配を感じる季節を迎

えました。 

さて、府中市教育委員会では、第２次府中市学校教育プランや府中市特別支援教育第２次推進

計画に基づき、自ら考え行動する「生きる力」を身に付けた、「心豊かでたくましい子ども」を

育むことを目指して、子どもたち一人ひとりを大切にした教育を進めているところです。 

 

 具体的な施策の１つに、府中に根付く地域密着力を生 

かした「コミュニティ・スクール」の取組があります。 

これは、学校と地域が双方向で活性化を図り、地域ぐる 

みで子どもたちを育てていこうとするものです。各校で 

の地域防災訓練や地域安全マップの作成、ボランティア 

活動を、学校と家庭、地域とが連携して実施するなど、 

地域とともにある学校づくりや、地域の一員であるとい 

う意識の醸成につなげています。  

 

また、義務教育９年間の学習内容の系統性、連続性を 

より一層重視した施設分離型の「小中連携、一貫教育」 

を推進しているところです。小中学校の指導連携をスム 

ーズに行うため、小中学校が中学校区ごとに密接に連携 

を図る取組で、小中連携の日を設け、教員が異校種で合 

同研修会を行ったり、児童・生徒が交流することを通し 

て、小中学校相互の理解を深めています。 

 

さらに本年４月からは、障害者差別解消法の施行に伴う合理的配慮に関連する事業を開始しま

した。学校に支援員を配置し、障害のある児童・生徒の障害の状態などに応じた配慮をすること

で、誰もが学びやすい環境づくりに努めていきます。また今後、特別支援教室の設置等も計画的

に進めます。 

 

 各ご家庭におかれましては、これら教育 

委員会の施策にご理解いただき、一体とな 

って地域ぐるみの教育の推進を図るととも 

に、それぞれの学校の特色を生かした学校 

づくりの実現に向け、今後ともご協力を賜 

りますようお願い申しあげます。 

教教育育委委員員会会だだよよりり  

  

  

  
 

 

 

 
△八中での地域合同避難所開設訓練の様子 

 （消防署指導ＡＥＤ実習） 

 
△小中連携の日の様子 

（一小、九小、一中の教員合同研修会） 
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☞学校給食センター新築事業 

老朽化する現存施設に代わり、子どもたちに安全、 

安心でおいしい給食をこれからも提供するため、平成 

29年度２学期からの供用開始に向け、新たな給食セン 

ターの新築事業に取り組んでいます。 

４月から新築工事が始まりましたので、その概要と 

主な特徴などについてお知らせします。 

  

施 設 概 要 

場  所 府中市朝日町 3 丁目 13 番地 

敷地面積 約１３，０００㎡ 

建築面積 約７，３９２㎡（延床面積 約１４，３０５㎡） 

構  造 鉄骨造、地上 3 階 

主 な 特 徴 

○ 市内の全小・中学校に給食を提供します。 

○ 学校給食衛生管理基準を踏まえ、衛生面に配慮した安全・安心な施設

とします。 

○ 手作り給食を継続するとともに、新たな調理機器も導入し、おいしい

給食を提供します。 

○ 新たに炊飯施設を設け、給食センターから炊きたてのご飯を提供しま

す。 

○ アレルギー対応調理室を設け、アレルギー対応の充実を図ります。 

○ 施設見学や試食会、調理実習等が可能な食育のできる施設とします。 

事 業 予 定 
平成 28 年 4 月～平成 29 年 6 月 建設工事 

平成 29 年度 2 学期 供用開始 

●学校教育 

（新規事業） 

・中学校成績処理ソフト統一     4,358千円 

・小中学校情報セキュリティ外部監査 4,990千円 

・小学校特別支援教室の設置準備    1,178千円 

 

（レベルアップ事業） 

・特別支援教育での合理的配慮に伴う経費 

（幼稚園含む） 44,843 千円 

 

（投資的事業） 

・小学校通学路への防犯カメラ設置 39,700千円 

・小中学校校舎等老朽化対策調査  78,200千円 

･小中学校特別教室等空気調和設備設置  

1,141,400千円 

・学校給食センター新築事業   5,063,773千円 

 

●文化・スポーツ 

（新規事業） 

・武蔵国府跡第２期市場調査等       7,424 千円 

・郷土の森博物館プラネタリウム更新の検討  

8,000 千円 

 

（レベルアップ事業） 

・馬場大門ケヤキ並木保護対策事業   1,598 千円 

・平和都市宣言 30 周年事業 

（平和コンサート等）2,383千円 

・府中市美術館展覧会事業 

（藤田嗣治展広報等委託費）3,440 千円 

 

（投資的事業） 

・武蔵国府跡第１期保存整備工事  103,740千円 

・生涯学習センター整備事業費   169,693千円 
（温水プール・スタジオ・小ホールの天井改修） 

 

 
 

△新給食センターイメージ写真 
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☞全小学校の通学路に防犯カメラを設置します！           

児童のさらなる安全・安心を確保するため、市立小学校全２２校の 

通学路に防犯カメラ１１０台を設置します。 

  

基本的な考え方 

学校と保護者、地域の方々が行っている児童の登下校の見守り活動を 

補完し、通学の更なる安全・安心を確保するものとして、防犯カメラを

設置します。 

事 業 内 容 

○ 小学校全２２校の通学路に１１０台のカメラを設置します。 

○ 設置場所は、学校や保護者の方々などの意見をもとに、府中市防犯

協会の協力を得ながら、教育委員会と警察が現場確認を行ったうえで

決定していきます。 

○ 防犯カメラは原則電柱に設置し、２４時間録画を行います。 

○ 防犯カメラのデータの取扱い等については、運用基準を設ける等、

プライバシーへの配慮や個人情報の保護に努めます。 

事 業 予 定 
 本年１０月末から設置を開始し、来年１月末までに各校５台を設置し

ます。合計では１１０台となります。 

 

 

 

 

 

お知らせします 平成２8 年教育委員会可決議案（１月～４月分） 

第 １ 号議案 臨時代理による処理の承認を求めることについて 

（平成２８年度使用教科書における学校教育法附則第９条による一般図書の変更について） 

第 ２ 号議案 平成２８年度予算に対する意見の聴取について 

第 ３ 号議案 府中市教育委員会の教育目標について 

第 ４ 号議案 平成２７年度府中市教育委員会表彰について 

第 ５ 号議案 平成２８年度学校医等の委嘱について 

第 ６ 号議案 市立学校給食センター調理業務への民間委託導入の方向性について 

第 ７ 号議案 平成２７年度一般会計補正予算（第２号）に対する意見の聴取について 

第 ８ 号議案 府中市立学校長及び副校長の東京都教育委員会への任命内申について 

第 ９ 号議案 平成２８年度学校医等の変更について 

第 10 号議案 府中市子ども読書活動推進委員会規程 

第 11 号議案 平成２８年度府中市美術館企画展観覧料について 

第 12 号議案 臨時代理による処理の承認を求めることについて 

（平成２７年度学校薬剤師の変更について） 

第 13 号議案 府中市奨学資金給付条例施行規則の一部を改正する規則 

第 14 号議案 行政不服審査法の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

第 15 号議案 平成２８年度学校薬剤師の変更について 

第 16 号議案 府中市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

第 17 号議案 臨時代理による処理の承認を求めることについて 

（府中市立学校長及び副校長の東京都教育委員会への任命内申について） 

第 18 号議案 臨時代理による処理の承認を求めることについて 

（府中市立学校副校長の東京都教育委員会への任命内申について） 

第 19 号議案 府中市教育委員会事務局職員の人事異動について 

第 20 号議案 臨時代理による処理の承認を求めることについて 

（府中市立学校教職員の人事異動について） 

第 21 号議案 平成２９年度使用教科用図書採択要綱 
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図書館から ―中央図書館の行事－ 

①夏休み読書キャンペーン「本の木だいすき！」 

日時：7 月 16 日(土)～8 月 31 日(水) 

対象：小学生 内容：本のかたちのカードに好きな 

本のことを書いてもらい掲示します 

②よむよむ探検隊 

日時：7 月 23 日(土)午後 3 時～3 時 45 分 

対象：小学 4～6 年生で先着 30 名(当日受付) 

内容：ブックトーク 

③図書館探検隊（小学生向けガイドツアー） 

日時：7 月 27 日(水)･8 月 24 日(水) 

午前 10 時～/午後 2 時～(各回約 1 時間) 

対象：小学生(申込制)  内容：館内見学 

④図書館員体験ツアー 

日時：7 月 31 日(日)･8 月 28 日(日) 

午前 10 時～/午後 2 時～(各回約 1 時間半) 

対象：小学生(申込制)  内容：図書館お仕事体験 

⑤夏のおたのしみおはなし会 

日時：8 月 4 日(木)午後 3 時半～4 時半 

対象：3 歳～小学生(当日受付) 

⑥梅澤貴典氏講演会「世界の図書館を巡る旅」 

日時：8 月 6 日(土)午後 2 時～4 時 

対象：小学生～一般(申込制) 

内容：図書館を使った学び方入門 

⑦科学あそび 

日時：8 月 19 日(金)午後 2 時～4 時 

対象：小学生(申込制) 内容：小学生向け科学実験 

 【問合せ】中央図書館（362・8647） 
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府中市平和都市宣言 30 周年記念事業 
ボールふれあいフェスタ 2016 
市では「スポーツタウン府中」の発展による健康で元気な 

まちづくりを目指し、市民誰もがスポーツに親しむことがで 

きる環境の整備を進めています。        

6 月 12 日（日）に開催されるボールふれあいフェスタで 

は、郷土の森総合体育館・サッカー場で、市内を拠点として 

活動しているＦＣ東京、トヨタ自動車アルバルク東京、ＦＣ 

東京バレーボールチーム、府中アスレティックＦＣ、東芝ブ 

レイブルーパス、サントリーサンゴリアスの６つの一流スポ 

ーツチームの選手と触れ合うことができます。 

ボールを使った遊び、ミニゲーム大会、体験コーナーなど、 

一流アスリートのプレーを間近に見ながら参加でき、一緒に 

楽しめるイベントです。 
【問合せ】生涯学習スポーツ課スポーツ推進係（335・4477） 

文化スポーツ部では、さまざまな催しを

開催しています。今回は９月までの予定

をお知らせします。ぜひご参加ください 

府中市平和都市宣言 30 周年記念事業 

■第 31 回府中市青少年音楽祭 
  市内で活動する青少年の音楽団体が日頃の練習

の成果を発表します。１日目は和太鼓など合奏の

部、２日目は合唱の部です。音楽祭の最後に日本

の音楽界を代表する音楽家による全体講評があ

ります。 

日時：８月 27日(土)・28日(日) 

会場：府中の森芸術劇場どりーむホール 

入場無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 52 回府中市民芸術文化祭 
市内で活動する文化団体が、各会場で日頃の活

動成果を発表します。文化団体には、文芸・美術・

音楽・舞踊・演劇演芸・生活文化の分野があり、

観覧や参加ができる催しがあります。詳しくは８

月１日号の広報でお知らせします。 

日時：９月４日（日）～12月３日（土） 

会場：府中の森芸術劇場ほか市内各会場 

観覧無料（一部催しでは参加費必要） 

【問合せ】文化振興課（335・4130） 
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美術館・博物館の展示会 ぜひご来館ください！ 

美術館 麗しき故郷「台湾」に捧ぐ－立石鐵臣展 
立石鐵臣（たていしてつおみ）は 111年前台湾に生まれ、父親の仕事の 

ため日本に戻り、日野市の小学校に入りました。その後故郷の台湾へ渡り 

画家として活躍しましたが、戦争が終わり日本に戻りました。台湾で出会 

ったたくさんの「命」の素晴らしさを、童話「ごんぎつね」の挿絵や児童 

書の本作り、図鑑の昆虫図をものすごく細かく、カッコよく、目と手だけ 

で描きました。 

立石鐵臣が描いた、たくさんの「いのち」たちに会いに来てください。 

▽会 期 ５月 21日(土)～７月３日(日) 休館日:月曜日 

▽時 間 午前 10時から午後５時（入場は午後４時半まで） 

▽観覧料 一般 700円、高校生・大学生 350円、小学生・中学生 150円 

未就学児、障害者手帳等をお持ちの方は無料／市内の小中学生は「学びのパスポート」を 

ご利用ください                【問合せ】府中市美術館（336・3371） 
 

郷土の森博物館 京王電車がとおったころ～府中駅誕生１００年記念～ 
 平成 28年は、京王電車(京王電気軌道)が新宿・府中間に開通した大正５年から、ちょうど１００

年目にあたります。京王電車の開通が府中の近代化にもたらしたものは何だったのか、府中の街の

変遷とともに紹介します。 

▽主 催 公益財団法人府中文化振興財団 

▽会 期 ７月 16日(土)から９月４日(日) 

▽時 間 午前９時から午後５時（入場は午後４時まで） 

▽休館日 月曜日（祝日の場合は翌火曜日、８月 15日は臨時開館） 

▽観覧料 無料（博物館入場料が別途必要） 

     市内の小中学生は「学びのパスポート」をご利用ください 

【問合せ】郷土の森博物館（368・7921） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

府中市は、世界の恒久平和への願いと、愛する郷土を未来に引き継ぐ決意のもとに、昭和 61

年８月に「府中市平和都市宣言」を行い、平和を誓いました。今年、30 周年という節目を迎え

るにあたり世界平和への願いを再確認し、改めて平和に対する意識の高揚を図るため、周年記念

事業の実施を予定しています。 

○小・中学生による平和ポスター展（８月以降開催）小・中学生から平和をテーマにした絵を募集します。

○記念植樹（11月３日(祝)）広島市から被爆アオギリ二世の苗木を譲り受け、白糸台掩体壕に植樹します。 

○30周年記念の催し（来年３月４日(土)）芸術文化協会加盟団体による平和をテーマとした発表を行います。 

【問合せ】生涯学習スポーツ課学習推進係（335・4394） 

 
 

★府中っ子学びのパスポートとは 

市内に在住の小中学生が市内の博物館と美術

館の企画展・常設展を、年間を通して無料で楽

しみながら学習体験できるものです。 

新小学1 年生に学校を通じ 

て配布し、中学 3 年まで有効 

です。 

入館時に受付でご提示ください。 

【問合せ】ふるさと文化財課（335・4487） 

 

★小中学校美術鑑賞教室 

 毎年、小学校4～6 年のいずれかの学年が団体

鑑賞を、中学校 1 年生が個人鑑賞を行います。 

美術館という場で絵や彫刻など本物の作品を前

にして、児童・生徒一人ひとりが心を開き、語り

合い、じっくり見る体験は欠かせません。美術館

の開館以来続いてきた、府中ならではの美術教育

なのです。 

【問合せ】美術館（336・3371） 

 

 

今年は平和都市宣言 30 周年です 
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 将来、社会人となる中学生が、望ましい社会性や勤労観、職業観を身に付けるため、市内中学

校１１校に在籍する２年生が、協力いただいた店舗や事業所に赴き、職場体験を行っております。 

 平成２７年度は、約１８００人の生徒が体験を行いました。 

 生徒たちは職場体験を通して、仕事の苦労や大変さ、やりがいなどを実感すると共に、自身の

将来について考える貴重な機会を得ることができました。ご協力いただきました店舗、事業者の

皆様、ありがとうございました。 

 

お世話になりました 平成２７年度職場体験学習受入れ事業所を紹介します 

※五十音順、敬称略 

あおい第一幼稚園／青木屋 けやき並木通り店／㈱あきんどｽｼﾛｰ／ｱｺｰﾃﾞｨｱｶﾞｰﾃﾞﾝ調布／味の民芸 小金井

店／味の民芸 西国分寺店／味の素ｽﾀｼﾞｱﾑ／㈱ｱﾗｲﾓｰﾀｰｽ／㈱ｱﾗｲﾓｰﾀｰｽ ｴｰﾋﾞｯｸﾞ ｽﾎﾟﾙﾄ／㈱荒木府中 SS／泉

苑ｹｱｾﾝﾀｰ／㈱泉屋 府中店／市村農園 押立農場／伊藤園㈱ 府中支店／㈱ｲﾄｰﾖｰｶ堂 武蔵小金井店／㈱ｲﾄｰ

ﾖｰｶ堂 武蔵境店／㈱いなげや府中浅間町店／㈱いなげや府中美好店／医療法人社団 大慈会 慈秀病院／ｳ

ｪﾙｼｱ薬局 府中是政店／ｳｪﾙｼｱ薬局 府中天神町店／ｴｰﾜﾝ東府中駅前保育園／㈱ｴｽ･ﾃｨ･ｴｽ／NPO ｴｺﾒｯｾ「木・

緑・木地府中店」／ENEOS 国立府中ｲﾝﾀｰ SS／㈱ｴﾊﾞｼｰﾄﾞ／ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ国立店／丘の上薬局／尾久自動車学校

／押立保育園／小野田石材店／㈱ｵﾌﾛｰﾄﾞｾﾝﾀｰ／介護付有料老人ﾎｰﾑ ﾌﾛｰﾚﾝｽｹｱ聖蹟桜ヶ丘／介護保険適用

有料老人ﾎｰﾑ ｺﾝｻｰﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾃﾞﾝﾏｰｸ INN 府中／介護老人保健施設 小金井あんず苑／介護老人保健施設

ｳｨﾝｸﾞ／介護老人保健施設ﾋﾟｰｽﾌﾟﾗｻﾞ／介護老人保健施設ふれあいの里／海鮮処寿し常／㈱ｶｶﾞﾐ／菓子工

房 ﾘｭﾊﾞﾝ／片町文化ｾﾝﾀｰ／学校法人三光幼稚園／学校法人中田学園 府中天神町幼稚園／学校法人山縣学

園 北山幼稚園／学校法人吉野学園 みそら幼稚園／㈱嘉八／ｶﾌｪ･ﾄﾞ･ｼﾞｪﾉﾜｰｽﾞ・東府中店／ｶﾚｰﾊｳｽ CoCo壱

番屋／㈱ｶﾜｻｷｵｰﾄﾊﾞｲ多摩ｼｮｯﾌﾟ／㈲ｶﾜｻｷ森田屋／㈱川村設備／木曽路府中店／北府中歯科ｸﾘﾆｯｸ／ｷｯｽﾞｴｲ

ﾄﾞ武蔵保育園／ｷｯｽﾞﾗﾝﾄﾞ府中保育園／ｷｯｽﾞﾙｰﾑこっこ保育園／ｷｬﾝﾄﾞゥ谷保駅前店／業務ｽｰﾊﾟｰ･ﾘｶｰｷﾝｸﾞ府

中本宿店／ｷﾝｸﾞｽﾍﾞﾘｰﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ／国立富士見台幼稚園／㈲ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ伊万里 京王ﾘﾄﾅｰﾄﾞ東府中店／㈲ｹｲ･ｺｰﾎﾟ

ﾚｰｼｮﾝ ENEOS 中河原 SS／京王建設／㈱京王ｽﾄｱ栄町店／警視庁府中警察署／啓文堂書店府中店／ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ

府中本店／公益財団法人 ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾊｳｽふちゅう／小金井市立さくら保育園／国際文化理容美容

専門学校国分寺校／国分寺ｳﾁﾀﾞﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ／国立大学法人 東京農工大学／ｺｺｯﾄ／こじま接骨院／ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾄ

ｱ府中なみき／是政文化ｾﾝﾀｰ／是政保育園／ｻｲｸﾙｽﾎﾟｯﾄ府中店／ｻｲｸﾙﾍﾞｰｽあさひ府中店／ｻｶﾞﾐ府中店／作

業所ｽｸﾗﾑ／㈱さくらｺﾏｰｽ さくら市場館府中ﾌｫｰﾘｽ店／讃岐うどん 喜三郎／ｻﾐｯﾄ ﾐﾅﾉ分倍河原店／ｻﾐｯﾄｽﾄ

ｱ府中若松店／ｻﾐｯﾄｽﾄｱ府中西原店／ｻﾛﾝﾃﾞｲﾝｼﾞｵ Saion de Inzio／㈱ｻﾝｷ府中分倍河原／ｻﾝｸｽ是政五丁目店

／ｻﾝﾄﾞﾗｯｸ（府中若松町）／ｻﾝﾄﾞﾗｯｸ MINANO分倍河原店／ｼﾞｪﾉﾜｰｽﾞ／ｼﾞｪﾉﾜｰｽﾞ製菓工場 浅間町／ｼｽﾞﾗｰ府

中店／ｼﾞﾌﾞﾗﾙﾀ生命／島忠ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ府中店／社会福祉法人 安立園／社会福祉法人 ﾀﾞﾋﾞﾃﾞ会 昭島ﾅｵﾐ保育

園／社会福祉法人 若水会 にじのいろ保育園／社会福祉法人桜友会 押立第二保育園／社会福祉法人仁和

会 府中はるみ福祉園／社会福祉法人たけの子福祉会 府中保育園／社会福祉法人多摩養育園 光明第二保

育園／社会福祉法人東京山手ﾏﾘﾔ会 山手保育園／社会福祉法人妙泉会 貫井保育園／社会福祉法人紅葉の

会 さくらんぼ保育園／社会福祉法人やなぎ会 府中愛児園／宗教法人 髙安寺 髙安寺保育園／白糸台学

童ｸﾗﾌﾞ／白糸台体育館／白糸台文化ｾﾝﾀｰ／㈱新宿高野府中工場／新星堂（武蔵境ﾖｰｶﾄﾞｰ店）／新町文化ｾﾝ

ﾀｰ／ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾘｭｰ国立店／ｽｰﾊﾟｰﾊﾞﾘｭｰ府中新町店／㈱すかいらーく ﾊﾞｰﾐﾔﾝ飛田給駅北口店／ｽｸｴｱ 21・府中

市女性センター／寿々喜ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ園／ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ府中くるる店／ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ武蔵境ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ店／ｽﾃ

ｰｷﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ＆ｻﾗﾀﾞﾊﾞｰけん くるる府中店／ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ&ｽﾊﾟﾙﾈｻﾝｽ国立／ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ NAS 聖蹟桜ヶ丘／ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞ

ﾎﾟ府中四谷店／住吉文化ｾﾝﾀｰ／生鮮館 和光 府中店／西武鉄道多摩川線管理所 是政・白糸台駅／合同会

社西友 中河原店／西友府中四谷店／ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ国立富士見台 2丁目店／ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ府中町 1丁目店／ｾﾌﾞﾝｲ

ﾚﾌﾞﾝ府中分梅通り店／ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ府中四谷 2 丁目店／ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ府中四谷 4 丁目店／ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ美好町１丁

目店／ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ府中駅北口店／ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ府中南町2丁目店／ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ府中分梅店／鮮魚の大堀／ｾﾝﾄﾗﾙ 

－ ６ －



            府中市教育委員会 教育委員会だより  第１０４号 （平成２８年５月発行）              
 
ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ府中／そば処 萬蔵庵／ｿﾌｨｱﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ／第2府中保育園／㈱ﾀﾞｲｴｰｸﾞﾙﾒｼﾃｨ稲城店／ﾀﾞｲｴｰｸﾞﾙ

ﾒｼﾃｨ国立店／ﾀﾞｲｼｬﾘﾝ府中店／ﾀｲﾔ館府中／第四学童クラブ／喬生（たかお）／高津装飾美術㈱／高橋農園

／卓球用品 多摩ｽﾎﾟｰﾂ／たなか㈱／多磨霊園管理事務所／ﾁｺﾗ動物病院／千春保育園／中央文化ｾﾝﾀｰ／調

布電子工業㈱／TSUTAYA調布国領店／TSUTAYA  調布駅南口店／TSUTAYA府中駅前店／蔦屋書店ﾌﾚｽﾎﾟ府中

店／ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽももたろう／手打そば いし川／ﾃﾞﾆｰｽﾞ西国分寺店／電気通信大学／ﾄｲｻﾞらｽ 府中駅前店／

東京ｴｱﾄﾗﾍﾞﾙ･ﾎﾃﾙ専門学校／東京外国語大学 総務企画課／東京消防庁府中消防署／東京多摩青果㈱／東

京都障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ／東京都多摩障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ／東京ﾎｰﾙｾｰﾙ㈱／TOHO ｼﾈﾏｽﾞ府中／東洋ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ／特

別養護老人ﾎｰﾑ たちばなの園 白糸台／特別養護老人ﾎｰﾑ鳳仙寮／ﾄﾞｯｸﾞﾃﾞｲｽﾞｶﾌｪ Dog Days Café／ﾄﾖﾀ西東

京ｶﾛｰﾗ府中ﾏｲｶｰｾﾝﾀｰ／都立府中の森公園／都立野川公園／中町高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ つきみの園／なみ

き薬局 本店／南京亭・国立店／西府文化ｾﾝﾀｰ／日産ﾌﾟﾘﾝｽ西東京販売／㈱ﾆﾄﾘ 府中店／日本橋焼餃子×陳

麻家／日本ﾍﾞｯﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ三鷹獣医科グループ／ﾈｯﾂﾄﾖﾀ東京府中店／ﾉｼﾞﾏ府中四谷店／野田歯科医院／のぼ

りや物産㈱／バーミヤン府中天神町店／はｰもにぃ喫茶／ﾊﾞｲｸｼｮｯﾌﾟ ﾄｰﾖｰｵｰﾄ／㈲ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ｳﾙｿﾝ／㈱花智

／花ﾄｸ／浜喜屋／浜っ子寿司／バ-リース／晴見保育園／東寿司／ひがし保育園／ひばり福祉会 集いの

家／ひばり福祉会むさし結いの家／美容室 a.roma／美容室 髪工房 さんた／美容室 Beauty House fu／美

容室cranberry／美容室hurra／美容室ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸ／ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ海田押立町店／ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ海田西国分寺店／ﾌｧﾐ

ﾘｰﾏｰﾄ小金井貫井南町店／ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ秀栄白糸台店／ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ秀栄多磨店／ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ府中西府町 3 丁目店／

冨士屋洋品店／ﾌﾟﾁ･ｱﾝｼﾞｭ国立店／ﾌﾟﾁ･ｱﾝｼﾞｭの昭盛堂／ﾌﾟﾁ・たけの／府中あおい幼稚園／府中おともだ

ち幼稚園／府中北山郵便局／府中ｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ／府中市郷土の森観光物産館／府中市子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ

「たっち・しらとり」／府中市環境安全部ごみ減量推進課 施設係／府中市生活環境部環境政策課／府中

市文化ｽﾎﾟｰﾂ部生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課施設係／府中市保健ｾﾝﾀｰ／府中白糸台幼稚園／府中白百合幼稚園／府中

白百合第二幼稚園／府中市ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ／府中市立朝日保育所／府中市立介護予防推進ｾﾝﾀｰ／府中市立北

保育所／府中市立しみずがおか高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ／府中市立白糸台小学校／府中市立小柳保育所／府

中市立住吉小学校／府中市立住吉保育所／府中市立第一学校給食ｾﾝﾀｰ／府中市立第二学校給食ｾﾝﾀｰ／府

中市立中央図書館／府中市立中央保育所／府中市立西府保育所／府中市立西保育所／府中市立東保育所

／府中市立府中第五小学校／府中市立府中第十小学校／府中市立府中第六小学校／府中市立府中第四小

学校／府中市立本宿小学校／府中市立みどり幼稚園／府中市立南保育所／府中市立美好保育所／府中市

立武蔵台文化ｾﾝﾀｰ／府中市立矢崎幼稚園／府中市立四谷保育所／府中市立よつや苑高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)／府中市立特別養護老人ﾎｰﾑあさひ苑／府中市生涯学習ｾﾝﾀｰ／㈲府中砂場／府中つくし幼稚園

／府中中河原郵便局／府中の森芸術劇場／府中ひばり幼稚園／府中文化幼稚園／府中めぐみ保育園／め

ぐみ第二保育園／㈱府中籔北園／府中わかば幼稚園／府中市広報課／府中市立三本木保育所／府中市立

小柳幼稚園／府中市立八幡保育所／府中市立北山保育所／府中市立本町保育所／BOOK-OFF 桜ヶ丘ｵｰﾊﾟ店

／BOOKOFF PLUS MINANO分倍河原店／BOOKS隆文堂／府中新町幼稚園／分梅園芸／文教堂書店 小金井店／

分倍保育園／府中自動車㈱／HAIR attirer（ﾍｱｰｱﾃｨﾚ）／ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵ ﾋﾞﾊﾞ／ﾍｱﾒｰｸｱｰｽ／ﾍﾟｯﾄの専門店 ｺｼﾞﾏ

府中店／ﾍﾟｯﾄﾌｫﾚｽﾄ聖蹟桜ヶ丘店／ﾍﾟｯﾄ家族稲城押立店／㈱ﾍﾞﾈｯｾｽﾀｲﾙｹｱ ﾒﾃﾞｨｶﾙﾎｰﾑくらら京王東府中／ﾍ

ﾙｽ･ｹｱ･ｳﾞｨﾗ府中／弁当と寿し 三吉／ﾎｰﾑｾﾝﾀｰｺｰﾅﾝ府中四谷店／ﾎﾃﾙｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ／㈱誉建設／ﾎﾟﾑの樹 府中く

るる店／㈲堀江自動車／ﾎﾞﾝｼﾞｭｰﾙ･ﾎﾞﾝ㈱／ﾎﾞﾝｾｼﾞｭｰﾙ白糸台／Honda Cars 東京中央国立府中店／㈱ﾎﾝﾀﾞｶｰ

ｽﾞ東京中央(緑町)／埋蔵文化財整理事務所、郷土の森博物館、ふるさと府中歴史館／ﾏｲﾝｽﾞ農業協同組合

多磨支店／ﾏｲﾝｽﾞ農業協同組合西府支店／ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ府中20号店／ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ分倍河原駅前店／ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ四谷

橋通り府中店／丸正 武蔵野台駅前店／㈱丸山ｽﾎﾟｰﾂ／南白糸台学童ｸﾗﾌﾞ／南分倍保育園／ﾐﾆｺｰﾌﾟ府中南

店／ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ国立府中ｲﾝﾀｰ店／ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ白糸台三丁目店／三松清水が丘店／㈱宮光園／武蔵境自動車教習

所／武蔵野学園ひまわり幼稚園／武蔵野茶房／武蔵府中税務署／武蔵府中郵便局／㈱ﾑﾗｻｷｽﾎﾟｰﾂ京王聖蹟

桜ケ丘店／ﾒｶﾞﾛｽ武蔵小金井／麺屋空海府中店／ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰMINANO分倍河原店／ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ谷保駅前店／ﾓﾅﾑｰ

ﾙ清風堂（本店）／㈱門馬工務店／八重洲ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ（ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵境店）／野菜工房／やすいみ～と／㈱

ﾔﾅｾ 府中支店／山手こひつじ保育園／山手保育園清水が丘分園／やまびこ保育園／有料老人ﾎｰﾑ 未来倶

楽部府中／ﾕﾆｸﾛ京王聖蹟桜ヶ丘店／夢庵府中押立町店 ／㈲吉垣生花店／吉銀／㈱吉野楽器／四谷文化ｾ

ﾝﾀｰ／らあめん花月嵐／らーめん西海 東府中店／㈱ﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ府中中河原店／ﾗｹｯﾄｼｮｯﾌﾟ ﾌｼﾞ／ﾗｹｯﾄｼ

ｮｯﾌﾟ ﾌｼﾞ国分寺店／ﾘｭﾐｴｰﾙ／ﾙﾓﾝﾄﾞ理容室／ﾚｽﾄﾗﾝ ｺｺｯﾄ／ﾚｽﾄﾗﾝ ｻﾝｸﾞﾘｱ／ﾚｽﾄﾗﾝｶﾞｽﾄ国立店／ﾚｽﾄﾗﾝﾎｰﾏｰ／

ﾛｲﾔﾙｺﾝﾄﾗｸﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ﾛｲﾔﾙけやき店／ﾛｲﾔﾙﾎｽﾄ府中東店／ﾛｰｿﾝ分倍河原駅前店／ﾜｰｶｰｽﾞｺﾚｸﾃｨﾌﾞ「椀もあ」／

渡辺紙器工業㈱／和風ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞきらり／わらしこ保育園 
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△左から浅沼教育長、全生徒会長、高野市長 

            府中市教育委員会 教育委員会だより  第１０４号 （平成２８年５月発行）              
 
 
 
 
■ ＳＮＳ府中ルールを策定しました【教育部指導室】 

このたび東京都教育委員会が児童・生徒のＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）

ルールを策定したことに伴い、府中市教育委員会においても、児童・生徒がいじめ等のトラブ

ルや犯罪に巻き込まれないようにするとともに、学習・健康への悪影響を防ぐため、各中学校

の生活指導担当教員を中心に小中学校校長会及び小中学校ＰＴＡ連合会と協働して、ＳＮＳ府

中ルールを策定しました。 

 

【ＳＮＳ府中ルール】 
①１日の利用時間帯と利用合計時間の限度を決めよう。 

（不適切な時間帯の使用や使いすぎに注意） 

②たまにはスマートフォンのお休みの日をつくろう。 
（ネット依存の防止） 

③３つのフィルタリングをつけて利用しよう。 
（スマートフォン回線、家庭内無線ＬＡＮ回線、アプリダウンロード制限） 

④全ての人の画像や動画、個人情報をネットに載せないようにしよう。 
（一度載せたら消せません） 

⑤誰も傷付かない内容でやりとりしよう。 
（やりとりの相手、第三者、自分） 

⑥互いの学習や健康のため、ルールをつくろう。 
（終了時刻、終わり方、定期考査前の自粛など） 

  

■ ＳＮＳ使用に関する生徒会行動宣言を市長へ報告【教育部指導室】 

ＳＮＳ府中ルールの策定に伴い、市内中学校の

生徒会役員の生徒が集まり、よりよい学校生活の実

現に向けて研修・協議する「生徒会リーダー研修会」

において、『ＳＮＳと私たち～府中市生徒会の行動

宣言を作ろう』と題して、生徒自ら意見を出し合い、

より具体的な行動を示す行動宣言を策定しました。 

４月２７日、全生徒会長が集まり、この行動宣言

を高野市長、浅沼教育長へ報告しました。 

 

 

 

ＴＯＰＩＣ（最近の話題から） 

校庭芝生に『ばんそうこう』！？ 
府中第二小学校は、平成 21 年度に校庭(約 3,900 ㎡)を 

芝生化し、その維持管理は、学校関係者をはじめ芝生ボラ 

ンティア、校庭利用団体、芝生業者の手で続けてきました 

が、同校は児童数が約 1,000 人と多いため、踏圧による傷 

みが発生しやすく、また日照条件も重なって、残念ながら 

芝生が生長しにくい状況でした。 

 このままではいけないと、４月初旬に山田校長、田中 PTA 会長を中心とする芝生管理の皆さんが緊急

会議を開いたところ、芝生ボランティアの一人である田中さんが「『芝生のばんそうこう』があるよ」と

教えてくれました。田中さんは、東京都主催の「校庭芝生化に関する会議」で、その使い方についてアド

バイスを受けたそうで、透光性、透水性に優れた特性のネットを被せて芝生を養生することで、同時にそ

のネット上で遊ぶことができるというのです。 

今まで、児童の遊び場と養生のどちらかしか選べなかった

ので、本校でも実施してみようということになりました。 

 そして 4 月下旬、芝生管理の皆さんが再び集まって、『芝

生のばんそうこう』を校庭に被せました。皆さんは、5 月下

旬の運動会までに綺麗な芝生が復活していることを強く願

って作業されていました。 

 

 
△『芝生のばんそうこう』 

多くの方がご協力くださいました 
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