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2020年度事業報告 

＜2020年 4月 1日～2021年 3月 31日＞ 

 

Ⅰ．事業の実施内容 

公１ 奨学・助成事業 

公１(1) 奨学金の貸与および給付 

ａ．奨学金の貸与 

 
大学院 大学 合計 

新規 継続 計 新規 継続 計 新規 継続 計 

2019年度 8 9 17 1 6 7 9 15 24 

2020年度 8 8 16 2 5 7 10 13 23 

    (1) 2020年度貸与奨学生として大学院生 8名、大学生 2名を採用。 

    (2) 貸与奨学生の新規募集は、2020年度をもって終了。 

 

ｂ．奨学金の給付 

    (1) 給付奨学生の新規募集は、2021年度より開始。 

 

公１(2) 被災学生（特別奨学生）への奨学金の給付 

ａ．東日本大震災被災学生（特別奨学生）への奨学金の給付 

 新規採用数 継続 合計 累計 

2019年度 0 7 7 38 

2020年度 0 4 4 38 

   (1) 継続採用者 4名に給付。2020年度をもって本制度は終了。 

 

ｂ．西日本豪雨被災学生（特別奨学生）への奨学金の給付 

 新規採用数 継続 合計 累計 

2019年度 8 7 15 16 

2020年度 2 11 13 18 

    (1) 2020年度特別奨学生として右記 2名を採用。岡山大学 1名、広島工業大学 1名。 

    (2) 特別奨学生の新規募集は、2020年度をもって終了。 

 

公１(3) アジアからの留学生への奨学金の給付 

 新規採用数 
出身地 

中国（大連） タイ 

2019年度 2 1 1 

2020年度 2 1 1 

    (1) 2020年度留学奨学生として広島大学 2名を採用。 
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公１(4) アジアの学生への奨学金の給付 

  ａ．大連大学 

                    新規採用数 

2019年度 5 

2020年度 5 

       (1) 利優比圧鋳（大連）有限公司を通じて 5名を採用。 

 

ｂ．常州大学 

                    新規採用数 

2019年度 3 

2020年度 3 

       (1) 2020年 10月から 3年間の奨学金に関する協定書を常州大学と締結。 

       (2) 利優比圧鋳（常州）有限公司を通じて 3名を採用。 

 

公１(5) 日本からの留学生への奨学金の給付 

 新規採用数 
大学院生、大学生 

広島県出身者 府中高校卒業生 

2019年度 0      0（辞退） 0 

2020年度 0    0 0 

       (1) 2020年度は募集するが、コロナ禍ということで応募なし。 

 

公１(6) 研究助成 

              新規採用数 

2019年度 5 

2020年度 2 

       (1) 広島大学の教授からの申請 2件に対し各100万円を給付。 

 

公１(他) 奨学生懇談会 

    (1) 2020年度採用の奨学生を対象にした懇談会は、コロナ禍により開催中止。 

 

 

公２ 育成事業 

公２(1) 府中市立図書館等への図書等の寄贈 

  ａ．府中市立図書館への図書寄贈 

 府中市立図書館 

寄付額 図書数 

2019年度 100万円 296冊 

2020年度 100万円 320冊 

    (1) 府中市立図書館への図書寄贈は 2020年度が 15回目。累計で 4,918冊。2020年度で終了。 
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  ｂ．府中市内の小中高校への図書寄贈 

 府中市立小中学校 広島県立高校 

寄付額 図書数 寄付額 図書数 

2019年度 200万円 1,036冊 100万円 548冊 

2020年度 200万円   991冊 100万円 391冊 

       (1) 府中市の小中高校への図書寄贈は 2018年度から 3年間の期間限定で実施。2020年度で終了。 

 

  ｃ．広島県東部の保育所・幼稚園への絵本寄贈 

 

合計 

内訳 

府中市 尾道市 三次市 庄原市 世羅町 
神石高

原町 

保育所・幼稚園数 114施設 12施設 45施設 26施設 18施設 7施設 6施設 

2019年度 600万円 100万円 210万円 135万円  90万円 35万円 30万円 

2020年度 700万円 100万円 250万円 150万円 100万円 50万円 50万円 

       (1) 広島県東部の保育所・幼稚園への絵本寄贈は 2019年度から開始。 

    (2) 各自治体が広報誌、ホームページにて絵本寄贈を掲載。 

 

  ｄ．府中市の保育所・幼稚園への楽器・遊具の寄贈 

 府中市 

保育所・幼稚園数 12施設 

2019年度 200万円 

2020年度 200万円 

       (1) 府中市の保育所･幼稚園への楽器・遊具寄贈は 2019年度から開始。 

 

公２(2) ものづくり塾の開催 

 児童数 開催回数 

2019年度 83名 2回 

2020年度 中止 中止 

(1) 府中市立府中学園 5年生を対象にしたものづくり塾は、コロナ禍により開催中止。 

 

以 上 

 



　2020年度 事業 一覧
＜2020年4月1日～2021年3月31日＞

公１　奨学・助成事業

番号 種類 応募資格 対象校 募集人数／年 支給額 支給期間 備考

貸与奨学金

（大学院生）

・広島県出身者

・修士、博士（前期 or 後期）
指定22大学 10名

貸与奨学金

（大学生）

・府中高校、府中東高校卒業生

・大学生
志望 3大学

府中高：　2名

府中東高：1名

東日本大震災 特別奨学金
・被災家庭の者

・大学の学部生
指定10大学 10名

実績：延べ38名

（募集期間：2011～2017年度）

西日本豪雨 特別奨学金
・被災家庭の者

・大学の学部生
指定10大学→22大学 10名

実績：延べ18名

（募集期間：2018～2020年度）

・中国 大連市の大学出身者

・私費留学生で35才以下
1名 他の給付奨学金との併給は不可

・タイの大学出身者

・私費留学で35才以下
1名 他の給付奨学金との併給は不可

・中国の大連大学生

・30才未満
大連大学 機械系 5名 利優比圧鋳(大連)有限公司が窓口

・中国の常州大学生

・30才未満
常州大学 機械加工課程 3名 利優比圧鋳(常州)有限公司が窓口

海外留学奨学金

（広島県出身者）

・広島県出身者

・理系専攻

・留学期間：6～12カ月

指定8大学 2名

海外留学奨学金

（府中高校出身者）

・府中高校出身者

・専攻不問

・留学期間：6～12カ月

大学不問 2名

公１

（６）
研究助成金

・広島県在住、出身の研究者

・研究対象は科学、文化等全て
大学不問 5件 給付額：最高100万円

他の研究助成金との併給は不可

但し、科研費との併給は可

２．対象校

番号 種類

公１

（１）

貸与奨学金

（大学院生）

東日本大震災 特別奨学金

西日本豪雨 特別奨学金

公１

（５）

海外留学奨学金

（広島県出身者）

公１

（４）

アジアの現地学生奨学金

（大連大学、常州大学）

公１

（５）

公１

（１）

最短修業年限で卒業した場合、

半額返還免除

2020年度で新規募集は終了

公１

（２）

公１

（３）

アジアからの留学生奨学金

（中国、タイ）
広島大学、大学院

他の給付奨学金との併給は不可

但し、文部科学省の「高等教育の

修学支援新制度」の適用は可

対象校（指定大学）

指定22大学　東京、東京工業、横浜国立、名古屋、京都、大阪、岡山、広島、山口、愛媛、九州、九州工業、早稲田、慶応義塾、明治、法政、

　　　　　　青山学院、東京理科、同志社、立命館、関西、広島工業

公１

（２）

指定10大学　東京、東京工業、横浜国立、名古屋、京都、大阪、筑波、東北、早稲田、慶応義塾

指定10大学　東京、京都、大阪、岡山、広島、山口、愛媛、九州、早稲田、慶応義塾

追加12大学　東京工業、横浜国立、名古屋、九州工業、明治、法政、青山学院、東京理科、同志社、立命館、関西、広島工業　（2019年度より）

指定8大学　  京都、大阪、岡山、広島、山口、愛媛、九州、早稲田

貸与月額：5～8万円

　　　　　から選択

給付月額：   10万円

給付月額：     5万円

給付一時金：50万円

給付月額：   10万円

給付年額：  5,000元

給付月額：   10万円

留学準備金：20万円

最短修業年限

最短修業年限

最短修業年限

1年間

1年間

留学期間

6～12カ月
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公２　育成事業

番号 種類 寄贈先、実施先 備考

図書寄贈 府中市立図書館 2006～2020年度 図書は一般書、児童書

図書寄贈 府中市内の小中高校 3年間の期間限定

絵本寄贈 広島県東部の保育所、幼稚園 2019～2023年度
府中、尾道、三次、庄原、世羅、

神石高原の保育所、幼稚園

楽器・遊具寄贈 府中市内の保育所、幼稚園 2019～2023年度 未就学児童の教育支援

公２

（２）
ものづくり塾 府中市立府中学園 5年生 社会科の「工業」の工場見学

200万円

公２

（１）

2018～2020年度

2005年度～

実施期間対象施設

ー

本館

府中市立小中学校：  10校

府中市内の県立高校：3校

府中市内：  12施設

府中市外：102施設

府中市内：  12施設

リョービの広島東工場

100万円

小中学校：200万円

高校：       100万円

寄付額

府中市内：100万円

府中市外：600万円
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