
「子どもたちのために，宇都宮市の学校を応援したい！

でも，どうすればいいの？？」

そんな企業の皆さまへ，今すぐ応援できる取組を集めた

ハンドブックを作りました。

宇都宮市教育委員会
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企業の皆さまへ

宇都宮市では，人間力の高い，心豊かでたくましい子どもたちを育

むために，家庭，地域，学校，企業と行政がなお一層連携，協力する，

社会総ぐるみによる人づくりを推進しております。

企業の皆さまにはこれまでも，中学生の社会体験学習をはじめ，学

校への出前授業や物品の寄附など，本市の人づくりに様々なご支援，

ご協力をいただいており，皆さまの社会貢献活動（CSR）に敬意を表す

るとともに心から感謝申し上げます。

さて，本市といたしましては，

合言葉「育もう 地域の愛で 子どもの未来」

を提唱し，大人一人ひとりが子どもの手本となって未来を生きる子ども

たちを育てる意識を社会全体に促すなど，社会総ぐるみの人づくりの

充実に取り組んでいるところです。

つきましては，この趣旨にご賛同いただき，今後さらに企業の皆さま

が，学校教育等への応援をスムーズに行えますように，学校等のニー

ズや支援のための手続きをまとめた「CSR学校応援ハンドブック」を作

成しましたので，ご活用くださるようお願いいたします。

社会総ぐるみの人づくりで宇都宮の未来を担う「宮っ子」を育ててい

きましょう。

宇都宮市教育委員会 教育長 小堀 茂雄
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企業の皆さまの応援を
受けたみんなの感想を
聞いてみました！

学校に企業の人が来てくれて，
いつもとは違う授業を受けること
ができて，とても楽しかったよ。

企業ならではの専門性が高い
授業を受けて，子どもたちは，
目を輝かせて聞いていました。

初めて働くということを体験して，
とても緊張しましたが，
働くことの楽しさや大変さが
少し分かりました。

出前授業を受けた小学生

出前授業を依頼した教員

宮っ子チャレンジウィークで
社会体験学習をした中学生

講座で学んだことを，家庭でも
子どもと一緒に考え，実践した
いです。

親学出前講座を受けた保護者
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Ｐ５へ
専門性を活かした子どもへの授業

（出前授業）

専門性を活かした保護者への講座
（親学出前講座）

社会体験学習の受け入れ
（宮っ子チャレンジウィーク）

人づくりフォーラムにおける
協賛や職業体験へのご協力

授業（講座）で応援したい！

様々な体験活動（放課後子ども教室）

Ｐ７へ

Ｐ１１へ

Ｐ９へ

Ｐ１３へ

放課後や休日の活動を応援したい！

体験学習，イベントを応援したい！
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修学のための寄附金（宇都宮市育英基金）

学校使用物品の寄附（学校応援制度）

「お弁当コンクール」最優秀賞作品の
商品化

宇都宮市の子どもたちのために，応援
していただける活動がありましたら，
ぜひ，ご連絡ください♪

Ｐ１５へ

Ｐ１７へ

Ｐ１８へ

寄附で応援したい！

企業の得意分野で応援したい！

【CSR学校応援ハンドブック総合窓口】
教育企画課
TEL：632-2705
Mail：u4612@city.utsunomiya.tochigi.jp
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【出前授業】

市立の小中学校において，企業の皆さまに，子ども
たちへの授業，体験教室等の応援をいただいており
ます。

授業で応援したい！

宇都宮ブリッツェン
自転車交通安全教室

栃木SC
サッカー教室

日産自動車㈱
ものづくり授業

東京電力㈱
環境エネルギー講座

普段の授業では受けられない
内容に，子どもたちも興味
津々！



受付・手続き

・出前授業への応援を希望する旨，ご連絡ください。

・授業（体験）内容をお伺いいたします。

【連絡先】 学校教育課 TEL:632-2733
Mail:u4602@city.utsunomiya.tochigi.jp 

・授業（体験）を学校で取り上げたい場合，その学校から，企業の皆さまに直接お願いいた

し，学校や魅力ある学校づくり地域協議会※が企業の皆さまと打合せさせていただきます。

・授業のねらい，内容，準備物等の確認や日程の調整をお願いいたします。

・企業の皆さまに学校にて，授業への応援をしていただきます。

１

４

１ 「出前授業掲載依頼書（教科等，対象学年等，
出前授業，職員等の派遣，体験教室等の概要）」

にご記入いただきます。
内容を審査後，ご連絡をいたします。

２ 「出前授業掲載依頼書」の内容が，
一覧表に掲載されます。

【手続きの流れ】

３ 一覧表のデータは，小中学校教
員が常時パソコンで閲覧できます。
なお，魅力ある学校づくり地域協議
会※が，出前授業に係る場合は，
同協議会に情報が提供されることが
あります。

※各小中学校区に設置され，地域のボランティアや企業の協力を得ながら，学校の
授業に対する支援や，地域ぐるみの子育て意識を啓発するための活動を行う組織
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３

２

企業 官公庁等

主なキーワード
環境，福祉，飼育，防犯，スポーツ，
伝統文化，プログラミング 他

環境，福祉，健康，安全，文化，
文化，金銭，音楽，法律，人権 他

主な協力教科
社会，理科，図画工作，家庭科，
総合的な学習の時間

社会，理科，音楽，体育，美術，
学級活動，総合的な学習の時間

登録数 ４５ ※令和２年３月現在 ３０ ※令和２年３月現在

※具体的な出前授業の実績については，
各学校のホームページをご参照ください。

現在，これだけの企業等の皆様に，出前授業の
ご協力を頂いております。
その他ご協力頂ける内容がございましたら，情報提供
をお願いいたします。
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≪ 企業等による親学出前講座の様子 ≫

講座で応援したい！

【親学出前講座】

幼稚園や保育園，認定こども園，小中学校等からの
依頼により，保護者の集まる機会に「親学」に関す
る講話やワークショップなどを行う「親学出前講
座」への応援をいただいております。

【親学出前講座企業等連携講座
令和２年度参加企業等一覧（※ 参加年度順に掲載）】

・宇都宮ヤクルト販売株式会社
・ＮＴＴドコモ スマホ・ケータイ安全教室事務局
・株式会社明治関東支社
・東京ガス株式会社宇都宮支社
・一般社団法人栃木県社会保険協会
・宇都宮おおるり高根沢ライオンズクラブ
・藤野グリーンセンター
・とちぎいやしの園芸研究会
・栃木県牛乳普及協会
・日本証券業協会普及推進部
・カルビー株式会社東日本事業本部
・医療法人ＤＩＣ 宇都宮セントラルクリニック

【参考】 企業等連携講座 令和元年度実施件数 ２４件
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・親学出前講座への応援を希望する旨，ご連絡ください。講座内容をお伺いいたします。

【連絡先】 生涯学習課 TEL:632-2674

Mail:u4606@city.utsunomiya.tochigi.jp 

・参加申込書・講座内容が分かるプログラム案や資料等をご提出ください。

・内容を審査後，ご連絡いたします。

・皆さまの講座内容を親学出前講座プログラムに掲載いたします。

※プログラムは，市内の幼稚園や保育園，認定こども園，小中学校等に配布のほか，

広報紙やホームページに掲載いたします。

※プログラムへの掲載は，参加決定年度の翌年からとなります。

※魅力ある学校づくり地域協議会にも，講座内容の情報が提供される場合があります。

・市内各団体から生涯学習課に講座開催の希望があった場合，企業の皆さまへ日程等の

連絡・調整を行います。

・講座開催決定後，講座実施に関する打合せ（準備物や駐車場等）は，受講団体と企業の

皆さまとの間で直接お願いいたします。

・受講団体が用意した会場にて，講座を開催していただきます。

親学出前講座企業等連携事業 検索

１

２

３

４

受付・手続き

５
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体験学習を応援したい！

【社会体験学習「宮っ子チャレンジウィーク」】

市立学校の中学２年生が，企業の皆さまの事業所等
において実施する社会体験学習への応援をいただい
ております。

勤労生産活動
自動車会社，測量設計会社等

子育て体験活動
保育園，幼稚園等

福祉等体験活動
高齢者福祉施設，病院等

サービス体験活動
スーパーマーケット，書店，飲食店，

ホテル等
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・宮っ子チャレンジウィークへの応援を希望する旨，ご連絡ください。

・職種（体験内容）等をお伺いいたします。

【連絡先】 学校教育課 TEL:632-2729

Mail:u4602@city.utsunomiya.tochigi.jp

※商工会議所や法人会等を通して，既に応援の希望をご連絡いただいている場合は，改めてのご連
絡は不要です。「②学校からの連絡」をお待ちください。

・職種（体験内容）等を生徒が確認し，生徒の希望があった学校から企業の皆さまに直接，

応援のお願いをいたします。

宮っ子チャレンジウィーク 検索

１

２

・毎年度，６月～１２月の期間に各中学校（２５校）が定めた５日間の日程で，企業の皆さまの

ご指導のもと，体験活動を実施させていただきます。

３

受付・手続き
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≪ 宮っ子ジョブタウンの様子 ≫

体験学習・イベントを応援したい！

【人づくりフォーラムへの協力】

社会総ぐるみによる人づくりを推進する「うつのみ
や人づくりフォーラム」において，企業の皆さまの
協賛や職業体験コーナー（宮っ子ジョブタウン）等
への出展など，多様な応援をいただいております。

㈱スキット
キッズプログラマー

㈱ドコモＣＳ栃木支店
ケータイ・でんぱ基地

関東自動車㈱
ぼくもわたしもバス屋さん

ネッツトヨタ栃木㈱
子ども自動車整備士
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・ 協賛や出展の募集内容は毎年度異なりますが，ホームページ等にて募集を行います。

・ 協賛や出展を希望される場合，下記までご連絡・お問い合わせください。

【連絡先】 教育企画課 TEL:632-2707

Mail:u4612@city.utsunomiya.tochigi.jp 

・ 出展される場合，イベント当日に向け，具体的な活動内容やスケジュール，準備物等の

打合せを行います。

・ イベント前日の各出展ブースの準備を経て，当日はブースにおいて，子どもたちの体験

のための運営をしていただきます。

１

うつのみや人づくりフォーラム 検索

受付・手続き

２



13

※その他多数の企業の皆様にご協力いただいております。

放課後や休日の活動を応援したい！

【放課後子ども教室】

市内の５４小学校区で放課後や休日に様々な体験活
動等を実施している「放課後子ども教室」において，
活動アドバイザーとして子どもたちの活動の応援を
いただいております。

東京ガス㈱宇都宮支社
リサイクルブレスレット作成

宇都宮市スポーツ振興財団
スポーツ教室

鹿沼相互信用金庫
お金に関する授業

カルビー㈱
お菓子コンテスト
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・放課後子ども教室への応援を希望する旨，ご連絡ください。

・応援いただける内容をお伺いいたします。

【連絡先】 生涯学習課 TEL:632-2676

Mail:u4606@city.utsunomiya.tochigi.jp

・本活動のプログラムとなる「活動アドバイザー共有リスト」に掲載する内容を，指定の様式

にご記入いただきます。

※「活動アドバイザー共有リスト」は，随時更新し，各放課後子ども教室に配付いたします。

また，年１回，応援内容の継続確認をいたします。

放課後子ども教室 宇都宮市 検索

１

２

・希望団体から企業の皆さまへ，直接ご連絡をさせていただきます。

・活動実施に関する打合せ（準備物や駐車場等）は，希望団体と企業の皆さまとの間で直接

お願いいたします。

３

・希望団体が用意した会場にて，活動を実施していただきます。

４

受付・手続き
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令和２年３月までの寄附状況
品名・規格 寄附者数 数量

封筒・長形３号 22者 400,000枚

封筒・角形２号 21者 96,000枚

Ａ４用紙 2者 200,000枚

合 計(延べ数) 45者 648,000枚

・ ㈱足利銀行 ・㈲石川印刷所
・㈲ウィンウィン ・宇都宮土建工業㈱
・㈱大塚カラー ・㈱五光
・コマツ栃木㈱ ・三水プラント㈱
・㈱鈴木公共建築設計監理事務所
・㈱創建設計 ・東京ガス㈱ 宇都宮支社
・㈱美工電気 ・福宮建設㈱
・㈱フケタ設計 ・㈲プロテック
・㈱ベルモール ・㈱本澤建築設計事務所

（※ 五十音順）

今までの寄附企業

寄附物品の一部
（長形３号封筒・角型２号封筒）

寄附で応援したい！

【学校応援制度】

市立小中学校に，企業名やロゴの入った封筒やコ
ピー用紙等の物品を寄附いただいております。
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・物品の寄附を希望する旨，ご連絡ください。

【連絡先】 教育企画課 TEL:632-2705

Mail:u4612@city.utsunomiya.tochigi.jp

・打合せにて，どのような物品を寄附したらよいか，学校のニーズをお示ししながら，ご相談

させていただきます。

１

２

・企業名と学校応援認証スタンプを印字した物品を教育企画課へ納品いただきます。

・企業の皆さまからいただいた物品は，教育企画課が市立小中学校に配付いたします。

３

受付・手続き
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【連絡先】教育企画課 TEL:632-2705
Mail:u4612@city.utsunomiya.tochigi.jp

育英基金 宇都宮市 検索

能力があるにもかかわらず，経済的理由のために
修学を断念せざるを得ない子どもたちがいる現状から，
そのような環境の子どもたちを支援するとともに
本市で活躍したいと思う人材を育成するために
お貸しする奨学金です。
※一定の条件を満たした場合には，返還が免除されます。

・学校教育法の規定に基づく大学，短期大学，専修学校（修業年限が２年以上の専門課程）に
入学を希望する方を対象としています。
・最終学校を卒業してから１年以内に本市に居住し，かつ５年間居住を継続した時に返還が
免除されます。
・貸与月額 ２０，０００円（学用品相当分）

【宇都宮市育英基金への寄附】

本市の振興に寄与する有為な人材を育成するために
貸し付ける学資（返還免除型育英修学資金貸付制
度）について，篤志家からの寄附など約２億円を原
資とした「宇都宮市育英基金」を設置し，返還の免
除に必要な財源に充てることとしております。

寄附で応援したい！

返還免除型育英修学資金貸付制度とは・・・

制度の特徴
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【連絡先】学校健康課 TEL:632-2757
Mail:u4614@city.utsunomiya.tochigi.jp

これまで御協力いただいた企業

商品化

毎年，「全国学校給食週間」

（１月２４日～３０日）などに

販売しています。

企業の得意分野で応援したい！

【お弁当コンクール最優秀賞作品の商品化】

市内の中学生を対象に実施した「あなたのための
お弁当コンクール」の最優秀賞作品の商品化の応援
をいただいております。（R2年度は実施なし）

R01最優秀賞作品

実技審査の様子

商品化

恵産業㈱

Ｈ２１～Ｈ２２

イートランド㈱

Ｈ２３～R01

日本栄養給食会

Ｈ２４




