
２０１９年度 事業計画 

１ はじめに 

 京都新聞社会福祉事業団は、2019年度に設立 55周年を迎えます。財団法人として

1965（昭和 40）年 3 月に産声を上げ、2010（平成 22）年には、内閣府から公益財団法

人の認定を受けました。京都府、滋賀県をはじめとした多くの皆さまに支えられながら

地域福祉の進展を願って事業を展開してきました。 

 くしくも2019年は「平成」が幕を閉じ、新年号がスタートする節目の年です。平成の時

代は阪神大震災や東日本大震災など自然災害が相次ぐ一方で、バブル経済崩壊以

降、経済の低迷が続き、経済的困窮が社会問題全般に影を落としています。少子高

齢化、女性の社会進出、外国人労働者の受け入れなども加速しており、地域の福祉

課題は多様化、複雑化しています。 

 そんな中、当事業団唯一の財源といえる寄付金収入は漸減傾向が続いています。し

かも前年度に募金事業の柱である「京都新聞チャリティー美術作品展」について、中

京税務署から消費税の課税対象であるとの見解が示され、納税することになりました。

当事業団はこれまで、作品の出品、落札ともに寄付行為であると考えてきました。しか

し、同様の催しで納税している例のあることが分かり、顧問税理士と相談の上、中京税

務署に問い合わせた次第です。2019年度は簡易課税が適用される見通しで、入札は

内税方式で実施する方針です。 

 多様化する福祉課題に立ち向かうためにも寄付金収入を回復、増加させる必要があ

ります。2019 年度は「共感を呼ぶ募金活動」をテーマに広報活動を見直します。当事

業団が寄付金をどのような公益事業に役立てているのか、税の優遇措置も分かりやす

く説明するとともに、寄付者を顕彰する感謝状贈呈を積極的に行うことにしています。 

 昨年、2件の多額の寄付がありました。いずれも京都市内の方からで、会社経営者の

男性から指定寄付が 1 億円、4 月に 90 歳で亡くなった女性から一般寄付として 6073

万円の遺贈がありました。剰余金を残さないという公益法人の「収支相償」原則を守る

必要もあり、遺贈の中から 4800 万円を「特定費用準備資金」に積み立て、これを原資

に設立 55周年記念事業として京都新聞社会福祉事業団「福祉号」の名称で普通車と

軽自動車を福祉施設や団体に贈呈します。遺贈の経過は不明ですが、女性は京都

新聞の読者だったそうです。紙面を通じて当事業団を信頼し、地域福祉への思いを託

してくださったものと推察しています。ご遺志に報いるべく、福祉現場からの要望が強

い車両を提供することにしました。 

55 周年事業を除く 2019 年度予算（案）は、前年度実績を踏まえ寄付金収入、事業

費ともに慎重に計上しました。事業の重点化と効率化を図りながら着実に執行します。

同時に将来に向けた事業見直しやネット活用などにも取り組みたいと考えています。 



2019年度予算案の骨子 

       2019年度予算（案）  2018年度予算    増減 

 

経常収益  1億 2112万円   1億 1539万円     4.96％ 

寄付金  1億 0942万円   1億 1267万円  △ 2.88％ 

 

経常費用  1億 4004万円   1億 2414万円    12.80％ 

経常増減    △ 1892万円     △ 875万円 

 

2019年度予算案は上記の通り 1892万円の赤字ですが、2018年度に特定資産に

計上する特定費用準備資金「福祉活動支援・『福祉号』贈呈準備資金資産」のうち

1600万円を取り崩しますので、実質赤字は 292万円になります。（万円以下切り捨て） 

 

 

２ 寄付金回復へ共感を呼ぶ募金活動を展開 

（１）寄付総額の目標は 1億 942万円 

 当事業団の財源のほとんどは、市井の人たちや団体、企業からの寄付金です。寄

付金は使途を限定した「指定寄付金」と限定のない「一般寄付金」に大別されますが、

前述したように前年度は男性から「児童養護施設の子どもたちに」と 1 億円の指定寄

付があり、一般寄付にも女性から 6073 万円の遺贈がありました。その影響で寄付総

額は 2億 5695万円と例年の 2倍以上に膨らみました。2019年度の目標はこの 2件

の多額寄付を除いた前年度実績（仮決算）比 13.71％増の 1億 942万円としました。

前年度予算より 325 万円低い設定ですが、確実な達成を目指します。前年度は、上

記寄付金とは別に被災者に全額届ける災害救援金を米原市竜巻、京都府豪雨、西

日本豪雨、北海道地震の 4災害で募り、計 700件 3435万円が寄せられました。救援

金を含めると寄付総額は 3 億円近くになります。寄付収入回復の余地は十分あると

思っています。募金の原点に返り、まず当事業団の活動に共感してもらい寄付を促

す地道な広報活動を目指します。寄付金の使途や税優遇の分かりやすい紹介や、

寄付者を顕彰する感謝状贈呈などを強化します。 

 

（２）一般寄付金の目標は 9750万円 

 当事業団の福祉活動の根幹を支える一般寄付金は、「善意の小箱」と「京都新聞

歳末ふれあい募金」、「京都新聞チャリティー美術作品展」の３本柱から成り立ってい

ます。これらの総額は、前年度予算比 110万円減の 9750万円を見込みます。 



① 善意の小箱（目標 1650万円） 

 「善意の小箱」への前年度の寄付額は、多額の遺贈を除くと 1390万円にとどまる見

込みです。2019年度目標は前年度実績の 18.68％増の 1650万円としました。「善意

の小箱」は個人寄付や街頭募金、イベント募金などの「草の根寄付」といえるもので

す。安定的な寄付金収入の確保のためにも、企業・団体などに募金箱の設置を呼び

かけるとともに、新規の寄付者の掘り起こしに努めます。 

② 京都新聞歳末ふれあい募金（目標 3000万円） 

 2018年度（受付期間 11月 30日～12月 28日）は 1314件 2710万円が寄せられま

した。件数は前年度（1295 件）並みでしたが、寄付額は 245 万円下回りました。同じ

時期に京都府豪雨、西日本豪雨、北海道地震の 3災害救援金を募っていたことも影

響したと考えています。2012 年度から 3000 万円割れが続いており、引き続き大台回

復を目標にします。京都新聞全販売所に協力を求め、寄付用の郵便振替用紙付き

折り込みチラシを朝刊に入れてもらうなどして目標達成に努めます。 

③ 京都新聞チャリティー美術作品展（目標 5100万円） 

 京都、滋賀を中心に全国の画家、陶芸家、工芸家、書家、宗教家らの協力を得て、

毎秋、京都髙島屋で開催しています。昨年の 36 回展（10 月 24～29 日）は、作家ら

1158 人から約 1400 点の作品を寄贈していただきました。会期中の入場者数、入札

者は前回並みでしたが、寄付（落札）総額は前回を約 700万円下回る 4406万円にと

どまりました。アルバイト料や画材・額代など経費を削減しましたが、消費税納税が必

要になったこともあり、福祉充当額は約 2090万円と、目標を約 850万円下回りました。

同展は当事業団の寄付金収入の柱です。2019 年度も前年度予算と同額の目標を

掲げ、経費も前年度実績並みに抑えることで寄付額の回復を目指します。チラシや

会場展示を全面的に見直し、「入札は寄付」であることを訴えるなどして入札者数の

拡大を図ります。また、落札作品の引き渡し会場で過年度分の未落札作品の「お求

め会」を開き、寄付額の回復に全力を挙げます。 

 

（３）指定寄付金の目標は 1192万円 

 当事業団が年間を通して受け付けている指定寄付金は、「奨学金支給事業」寄付

金、「高齢者のための事業」寄付金、「子育て応援事業」寄付金、「子供のための事

業」寄付金と、前年度に 1億円の寄付を受けて新設した「児童養護施設・乳児院等の

子供たちの」寄付金の 5種類です。それぞれ寄付者の増加を目指しますが、2019年

度の目標は前年度実績（仮決算）並みに設定しました。 

① 奨学金支給事業（京都新聞愛の奨学金）寄付金（目標 770万円） 

奨学金支給事業寄付金は、年齢に 100 円を掛けた金額を寄付してもらう「誕生日

おめでとう」コーナーと「協賛・愛の奨学金」からなり、使途が「京都新聞愛の奨学金」

に限定された指定寄付金です。「協賛・愛の奨学金」は前年度より 100万円少ない計



770 万円の寄付を見込みます。当事業団が発足以来、継続している事業ですが、近

年賛同者の高齢化が進み、年々減少傾向にあります。しかし、「子どもの貧困」が社

会問題化している状況を踏まえ、引き続き当事業団の重要な事業の一つと位置付け、

2019 年度も前年度実績並みの支給（総額 2619 万円）を予定しています。奨学金の

原資には、この指定寄付金のほか、交通遺児奨学金支給事業基金や働く少年のた

めの奨学金基金など関係資産を取り崩して充当しますが、総額を賄えませんので、

不足分は一般寄付からねん出します。 

② 「高齢者のための事業」寄付金（目標 176万円） 

 企業や団体などの創立記念日に、年数に 1000 円を掛けた金額を寄付してもらう

「記念日おめでとう」コーナーと「協賛・高齢者事業」の寄付金から成り立っています。

高齢社会を迎え、高齢者福祉は最重要課題ですが、企業、団体の寄付金も減少の

一途をたどっています。2019 年度も前年度と同額の目標とし、企業、団体への呼び

かけを強めたいと思います。 

③ 「子育て応援事業」寄付金（目標 112万円） 

 京都市内に本社を置く大手電子部品メーカーの実質的な創業者の生誕記念の寄

付金を充当しています。核家族化や地域の絆の希薄化が進む中で、若いお母さん

やお父さんたちの孤立からくる育児への不安は切実です。地域での子育て応援のニ

ーズは強く、親のグループなどが積極的に交流、情報交換する場が求められていま

す。若いお母さんやお父さんが情報を共有して、地域でのびのびと子育てができる

ように応援していく助成事業に役立てます。 

④ 「子供のための事業」寄付金（目標 34万円） 

 子どもを対象とした「京都新聞お楽しみ子どもシアター」の開催などのための寄付

金です。共催団体の京都洛北ライオンズクラブからの寄付金（開催経費の半額）を見

込んでいます。 

⑤ 「児童養護施設・乳児院の子供たちの」寄付金（目標 100万円） 

 昨年 5月の 1億円の寄付を受けて新設した指定寄付金です。1億円は特定資産「児

童養護施設・乳児院等の子供たちのための事業基金」として積み立て、寄付者の使

途指定に基づく児童養護施設へのレクリエーション支援や卒業祝い金などに、基金を

取り崩して活用しています。2019年度は、これまで上記④の「子供のための事業」寄付

金で受け入れてきた京都ゴルフ倶楽部（京都市北区）主催のチャリティーゴルフ大会

の寄付金を移すことにしており、前年度実績並みの 100 万円を見込んでいます。毎年

秋のチャリティーゴルフ大会の寄付は児童養護施設のレクリエーション補助に充てて

おり、当事業団設立当初から続けられています。いったん中止が決まりましたが、児童

養護施設の子どもたちからの感謝の声に同倶楽部が感動され、継続されています。 



３ 設立 55周年記念「福祉号」贈呈を中心とした事業の重点実施 

 当事業団の設立 55周年記念事業として、京都、滋賀の福祉施設・団体に普通

車や軽自動車を京都新聞社会福祉事業団「福祉号」の名称で贈呈します。1年間

に数台、3 年間にわたって提供します。2019 年度はこの記念事業を中心に、内

閣府から公益認定を受けた 34事業を着実に実施します。限られた財源を有効に

活用するため、引き続き事業の重点実施を行います。障害者福祉では工賃増に取

り組む共同作業所などへの助成事業や 15 回目の節目を迎える京都手話フェスティバ

ル、高齢者福祉の分野では高齢者配食サービス団体への支援、子育て応援では子

育て団体の活動や事業支援、そして奨学金支給事業などに注力する方針です。 

（１）福祉活動支援と「福祉号」贈呈について 

設立 55周年記念事業の京都新聞社会福祉事業団「福祉号」贈呈は、従来の「京都

新聞福祉活動支援」事業の拡大版として実施します。これまでから車両購入に対する

支援要請は強く、京都市内の女性から託された遺贈のうち 4800 万円を「特定費用準

備資金」として積み立て、2019年度から 2021年度まで毎年1600万円の予算で車両を

提供します。従来の福祉活動支援事業と同様に選考委員会で審議して贈呈します。

「福祉号」は、40年前の 1979（昭和 54）年度に設立 15周年記念事業として贈呈してお

り、7年間に 59台、1991（平成 3）年度から 6年間に 28台、計 87台を贈っています。

当時の贈呈車両を今なお使用している団体もあります。従来の福祉活動支援も引き続

き重点事業として実施します。この事業は、もともとボランティア活動を推奨する「ボラン

ティア活動推奨金」（1977 年）と福祉団体に贈る「福祉設備援助金」（1979 年）を 1999

年に一本化したものです。運営部門と設備部門を設け、助成額の上限をそれぞれ 50

万円と 100 万円に設定しています。高額の助成のため、例年、多くの団体から申請が

寄せられます。2019 年度は記念事業として車両贈呈を行いますが、設備部門の助成

予算を前年度予算比で 100 万円減額するにとどめました。両部門合わせて 100 万円

減の 443万円を計上しました。 

（２）障害のある人のための事業について 

障害のある人のための事業は、全部で 11事業あり、その中で近年、力を入れている

のが「障害のある人の自立支援」事業の中の「障害のある人の工賃増へ向けての取り

組み助成」です。最低賃金制度が適用されない就労移行支援Ｂ型事業所などの賃金

は、月額 2 万円に満たないのが実情です。しかし、少しでも賃金アップを図り、利用者

の就労意欲を高め、充足感や働きがいを持ってもらおうと考えている作業所、授産施

設は少なくありません。当事業団はそうした施設、団体をサポートし、地域の障害者福

祉を前進させたいと考えています。1月に開催する京都手話フェスティバルは第 15回

を迎えます。聴覚障害への理解と手話普及に果たしてきた役割は大きく、節目の年に

より多くの人たちに参加してもらい、手話に親しめる内容になるよう京都府聴覚障害者



協会などとつくる実行委員会で検討します。このほか、東京オリンピック・パラリンピック

に向けて障害者スポーツの盛り上がりを期待し、全京都車いす駅伝競走大会や全国

車いす駅伝競走大会をはじめ、全京都障害者総合スポーツ大会、ボッチャ大会など

にも積極的に取り組みます。 

（３）高齢者のための事業について 

団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年ごろ、わが国は「大介護時代」を迎えるとい

われています。当事業団にとっても高齢者福祉は、重点的に取り組まねばならない分

野と考えています。前年度に引き続き、高齢者世帯に配食サービスを行う団体・グル

ープへのお米券贈呈や、在宅の高齢者の介護を応援する「ホームヘルプサービス活

動に関する備品助成」、特別養護老人ホームへの介助用車いす贈呈事業に重点的

に取り組みます。高齢者を招待する大衆演劇観劇会は人気の高い事業ですが、2019

年度は会場の施設改修のため休演となりますので、高齢者施設や集いに出向いて娯

楽や癒やしの場を提供する「高齢者招待・おでかけ公演」を実施します。 

（４）子育て応援事業について  

 若いお母さん、お父さんたちが抱える育児への不安や悩みは大きいものがあり、孤

立して虐待など大きな問題に行き当たるケースも出ています。当事業団は、このような

若いお母さんやお父さんの支援になるよう、子育てに関連する集いや情報交換などの

活動をしている地域の子育てグループへの助成「子育て仲間を応援」と、子育てグル

ープの事業やイベントなど活動に対する「子育て仲間を応援・事業助成」を実施してい

ます。2019 年度は、これまで募集時期の違った両助成を同時に募集、実行することで、

この事業への関心を高め、活動の活性化に向けて多くの団体に活用してもらいたいと

思っています。また子どもの豊かな心を育み、親子でも楽しんでもらう「京都新聞お楽

しみ子どもシアター」を、引き続き京都市内のライオンズクラブと共催で実施します。 

（５）奨学金支給事業について 

京都、滋賀在住の大学、専門学校、高校生らを対象に支給する「京都新聞愛の奨

学金」は、当事業団の設立当初から重要事業の一つとして実施してきました。前年度

は一般の部、交通遺児の部に加えて、定時制・通信制高校の部を新設しました。選考

委員会の審査を経て、大学生・専門学校生 54 人、高校生 115 人、定時制・通信制高

校生 19 人の計 188 人に総額 2619 万円を支給しました。一般の部と交通遺児の部に

は前年に比べて 25％も多い 391 人が応募しました。経済的な問題を抱える生徒や学

生が多いことをうかがわせました。2019 年度も前年度実績並みの支給額を計上しまし

た。高校教育の無償化が広がる一方で、政府は大学生への給付型奨学金の支給や

大学や短大などの高等教育機関の無償化に動いています。このような動向を注視し

ながら、当事業団の奨学金支給の在り方も考えていきます。 



４ 新聞紙面と連動した啓発 

 当事業団は、京都新聞社の企画事業局福祉部の活動を継承して財団法人として

設立され、2010年 7月に公益財団法人に移行しました。京都新聞と密接な関係にあり、

新聞紙面に当事業団への寄付を紹介する「善意の小箱」や「誕生日おめでとう」などの

コーナーを常時掲載してもらい、「歳末ふれあい募金」への寄付や災害救援金につい

ても、その都度コーナーを特設してもらっています。紙面が寄付の領収書代わりとなり、

さらにその善意を顕彰する役割も担っています。事業団の募金活動になくてはならな

い存在であり、引き続き連携の強化を図ります。また、地域福祉の現状や課題を掘り

下げ、さまざまな情報を提供することは、当事業団の大きな使命でもあります。毎週 1

回、京都新聞朝刊に掲載される「福祉のページ」は、事業団が記事を作成しています。

2019年度も京都新聞OB記者や福祉団体当事者らに執筆を依頼し、毎回テーマを変

えながら福祉の現状や課題を、事業団の活動もあわせて多面的に紹介します。好評

のコラムも継続掲載するほか、福祉イベントやボランティア募集など福祉関連情報をき

め細かく提供します。紙面と連動して、インターネットのホームページ「ふれあい福祉 

京都・滋賀」（月平均約 12万ページビュー）でもタイムリーな福祉情報や当事業団の事

業・活動内容を全国に発信します。また、事業団のメインテーマである「ともに生きる」

の趣旨に合わせ、2019 年度も「ともに生きるフォーラム」を開催します。「福祉のページ」

に登場するコラムニストや学識経験者の講演などを行い、福祉をともに考える場を提

供します。2019年度も引き続き多角的な啓発事業に取り組みます。 

 

 

５ 災害へ迅速に対応 

自然災害の被災者や被災地に救援金を届ける事業は、当事業団の重要な使命の

一つです。京都新聞の前身にあたる「日出新聞」が 1885（明治 18）年、梅雨の水害に

対して救援金を募集したのが始まりで、以来、地震や台風などの大きな自然災害の際、

紙面と連動して被災者支援のための迅速な救援金募集を行ってきました。1995 年の

阪神淡路大震災では約 15 億円、2011 年の東日本大震災では約 16 億 6200 万円の

救援金が寄せられました。昨年は 6 月に米原市竜巻、7 月に京都府豪雨、西日本豪

雨、９月に北海道地震と災害が相次いで発生し、救援金を呼び掛けたところ、計 3435

万円が寄せられました。救援金に事業団の見舞金計 180 万円を添えて被災者に贈り

ました。今後も災害が発生した時は救援金募集など被災者支援の取り組みを積極的

に、かつ迅速に行います。 


