
 

２０２０年度 事業計画 

１ はじめに 

 京都新聞社会福祉事業団は、社会福祉の増進に寄与するために 1965（昭和 40）年

３月に京都新聞社の福祉事業部門が独立し、財団法人として発足しました。2010（平

成 22）年７月には内閣府から公益財団法人に認定され、公的機関でも営利団体でも

ない独自の立場から、障害のある人や高齢者、子どもたちのための事業、子育て支援、

奨学金支給事業などを推進して「ともに生きる」社会の実現を目指してきました。 

 今年３月に設立 55 周年を迎え、記念事業として福祉団体や施設に車両を贈る「福

祉活動支援・『福祉号』贈呈」事業を３年計画で開始し、好評を得ています。そして今

年７月には、公益財団法人への移行 10 周年という節目を迎えます。 

 少子高齢化の進行や１人暮らし世帯の増加など家族や地域社会の姿は大きく変容

し、社会保障や教育、医療などの制度見直しも進んでいます。変化の時代にあって、

当事業団の事業は社会のニーズに応えられているのかどうか、助成・支援を必要とす

る人たちに必要なモノやサービスが届けられているのかどうか、事業団を支えてくださ

っている寄付者の思いに応えられているのかどうか、公益法人移行 10 周年を契機に

再点検したいと考えています。 

  2020 年度は、２年目となる「福祉号」贈呈を中心に各事業を着実に実施しながら、

事業の実施時期などの見直しに取り組みます。助成対象が似通っている「京都新聞

福祉活動支援」と「工賃増へ向けての取り組み助成」事業を同一時期に実施すること

で、両事業の違いを明確化し、有効で効率的な助成を目指します。また、従来７～８月

に実施してきた「京都新聞愛の奨学金」や「子育て仲間を応援」事業などを繰り上げ、

早期に奨学金や助成金を支給することで利用者の利便性を高めます。 

「働き方改革」として事務局職員の勤務時間短縮や休日取得促進が求められており、

日勤スタッフを１人増員します。現在、事務局は局長以下職員４人と日勤スタッフ１人

態勢ですが、事業の準備と実施業務に日々の募金受け付け業務が加わり、年次有給

休暇の取得が困難な職員もいます。増員した日勤スタッフは、「京都新聞チャリティー

美術作品展」などのアルバイト業務にも充て臨時雇用費の削減につなげます。 

収益面は、唯一の財源といえる寄付金が長期低落傾向にある中、2019 年度は「京

都新聞歳末ふれあい募金」が前年度実績より増加し、「善意の小箱」も多額寄付を除

いた前年度実績と比較すると増加する見込みで、下落傾向に一定の歯止めがかかる

見通しです。2020 年度も引き続き「共感を呼ぶ募金活動」を合言葉に、寄付総額の減

少が続く「チャリティー美術作品展」を中心に、寄付金収入の回復に努めます。 



2020 年度予算案（一般正味財産増減の部）の骨子は次の通りです。経常増減は

1860 万円の赤字ですが、経常費用のうち「福祉号」贈呈事業費の 1600 万円は特定

資産の同事業の準備資金資産を使用しますので、実質的な赤字は 260 万円になりま

す。（△はマイナス） 

 

2020 年度予算案（一般正味財産増減の部）の骨子 

     2020 年度予算        2019 年度予算       増減 

 

経常収益   1 億 1721 万 6000 円   1 億 2112 万 9000 円   △ 3.23％ 

寄 付 金   1 億  572 万円        1 億 942 万円        △ 3.38％ 

 

経常費用   1 億 3581 万 6000 円   1 億 4004 万 9800 円   △ 3.02％ 

経常増減     △ 1860 万円          △1892 万 800 円 

 

 

２ 寄付金回復へ「共感を呼ぶ募金活動」を継続 

（１）寄付金総額の目標は１億 572 万円 

 当事業団の唯一といえる財源が、個人や団体、企業の皆さまからの寄付金です。

2020 年度の寄付金総額の目標は前年度予算比 370 万円減ですが、同実績（見通

し）比では 395 万円の増額としました。予算比で減少したのは、一般寄付の３本柱の

一つ「京都新聞チャリティー美術作品展」の目標を 600 万円引き下げたためです。寄

付金総額は、公益法人に移行した 2010 年以降、災害救援金と 1000 万円以上の多

額寄付を除くと、１億 1000 万円台が続き、2018 年度に 9575 万円と初めて１億円を

割りました。2019 年度は約１億 100 万円程度に回復し、下落に一定の歯止めがかか

る見通しです。多額寄付などを除くと、「善意の小箱」が３割以上、「京都新聞歳末ふ

れあい募金」も数％増え、寄付金総額は 500 万円以上、上回る見通しです。2020 年

度の目標は、回復基調を確かなものにするため、実績見通し額にさらに上積みしまし

た。「チャリティー美術作品展」の寄付総額の回復を最優先とし、引き続き「共感を呼

ぶ募金活動」をテーマに、当事業団の活動や寄付金の使途を京都新聞紙面や配布

物などで積極的に、分かりやすく紹介して募金を呼び掛けます。また、寄付者に積極

的に感謝状を贈呈するなどして、寄付金収入の安定化に努めます。 

 

（２）一般寄付金の目標は 9300 万円 

 寄付者が使い道を指定しない一般寄付金は、当事業団の福祉活動の根幹を支え



ており、「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」で成り立っています。2020 年度の目標は、前年度予算比で 450 万円減額し

ます。チャリティー美術作品展の目標を大幅に引き下げたためです。 

① 善意の小箱（目標 1800 万円） 

2019 年度の「善意の小箱」の寄付額は、前年度の多額遺贈（6073 万円余）を除く

実績額比で３割増の 1770 万円程度になる見通しです。2020 年度の目標は、この見

通し額を若干上回る金額としました。「善意の小箱」は個人寄付や街頭、イベント募

金などの「草の根寄付」といえるものです。当事業団の活動に共感して募金してもら

えるように、京都新聞紙面やネットなどで積極的に紹介し、賛同を呼びかけます。ま

た、企業、団体などに募金箱の設置を訴え、新規寄付者の掘り起こしにも努めます。 

② 京都新聞歳末ふれあい募金（目標 3000 万円） 

 2019 年度（受付期間 12 月 2 日～27 日）は 1318 件 2934 万 109 円が寄せられまし

た。前年度を 201 万円上回りましたが、2012 年度から割り込んでいる 3000 万円の大

台には、あと一歩届きませんでした。2020 年度も引き続き 3000 万円回復を目標にし

ます。目標達成に向け、京都新聞全販売所に寄付用の郵便振替用紙付きチラシの

折り込みや募金受け付けなどの協力を求め、京都銀行、京都中央信用金庫、京都

信用金庫、滋賀銀行の地元４金融機関にも振込手数料の免除を依頼します。 

③ 京都新聞チャリティー美術作品展（目標 4500 万円） 

 京都、滋賀を中心に全国の画家、陶芸家、工芸家、書家、宗教家らの皆さまの協

力を得て毎年秋、京都髙島屋で開催しています。寄贈作品を来場者に入札方式で

お求めいただき、落札額を寄付金として計上しています。2020 年度は、寄付総額

4500 万円（前年度予算比 11.8％減）、開催事業費を差し引いた福祉充当額 2650 万

円（同 5.4％減）を目指します。2019 年度の 37 回展（10 月 16～21 日）は、消費増税

と台風 19 号災害の影響もあり、入場者数、入札件数ともに減少し、落札総額は 3874

万円と前年度比 531 万円の大幅な下落となりました。落札作品引き渡し時に過年度

の未落札作品のお求め会を開きましたが、寄付総額は 4114 万円（前年度比 291 万

円減）にとどまりました。一方で、出品者数、出品点数ともに１割以上削減し、画材・

額縁代や出品依頼のための出張費などの圧縮に努め、開催費用は 1894 万円と、前

回比 18％、415万円減らすことができました。この結果、福祉充当額は同 124万円増

加して 2220 万円となりました。2020 年度の目標は、2018、2019 年度と寄付総額が目

標額を大きく下回ったため、600 万円減額して手の届く額にしました。目標達成と開

催経費の一層の削減で、福祉充当額の前回比 430 万円増を目指します。 

 

（３）指定寄付金の目標は 1272 万円 

 指定寄付金は寄付者が使途を指定した寄付金で、年間を通して受け付けているの

は、「奨学金支給事業」、「高齢者のための事業」、「子育て応援事業」、「子どものた



めの事業」の各寄付金と、2019 年度に１億円の寄付を受けて新設した「児童養護施

設・乳児院等の子どもたちの」寄付金の 5寄付金です。2020年度の目標は前年度実

績（見通し）並みに設定し、予算比で 80 万円増額しました。災害救援金は被災者支

援に限定した指定寄付金ですが、大きな自然災害が発生した際に募集します。 

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） 

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」から成り、使途を「京都新聞愛の奨学金」に限定しています。目標は、

前年度予算と同額の 770 万円としました。2019 年度は「協賛・愛の奨学金」に 100 万

円ずつ２件のまとまった寄付金がありましたが、次年度は期待できないため、予算に

は計上していません。「誕生日おめでとう」コーナーは、当事業団が発足時に設けた

伝統のある募金活動です。しかし、賛同者の高齢化が進んでおり、減少傾向にありま

す。同コーナーへの寄付は、比較的気軽に取り組める社会貢献活動ですので、若い

世代を中心に積極的に賛同を呼びかけます。 

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、寄付金は減少の一途をたどって

います。2020 年度も前年度予算と同額の目標を掲げ、企業、団体への賛同の呼び

かけを強めたいと考えています。 

③「子育て応援事業」寄付金（目標 113 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

付金を充てています。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。情報を共有して、のびのび

と地域で子育てできるように応援する団体や事業への助成に役立てます。 

④ 「子どものための事業」寄付金（目標 33 万円） 

 子どもの健やかな育成を願い、京都で実施している「京都新聞お楽しみ子どもシア

ター in 京都」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（京都市左京区）からの、開催経費の半額にあたる寄付金を見込んでいます。 

⑤ 「児童養護施設・乳児院等の子どもたちの」寄付金（目標 180 万円） 

 2019 年度は、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 110

万円に加えて「父の日コンサート」実行委員会（下京区）から 50 万円、酒造会社（亀岡

市）から 20 万円の寄付金があり、2020 年度も賛同が期待できることから実績額と同額

を計上しました。チャリティーゴルフ大会の寄付金は、京都、滋賀の児童養護施設が

実施するレクリエーションの支援に役立てます。同大会は、当事業団設立当初から開

催され、いったん中止が決まったものの、児童養護施設の子どもたちからの感謝の声

を受けて同倶楽部が継続開催しています。 



３ 主要事業の見直しに着手 

 2020年度は、前年度に好評だった「福祉活動支援・『福祉号』贈呈」をはじめ、

内閣府から認定を受けている 34の公益事業を着実に実施しながら、主要事業の

見直しに着手します。とりわけ、福祉施設や団体から要望の多い経済活動への支

援を充実させるため、「京都新聞福祉活動支援」と「工賃増へ向けての取り組み

助成」の両事業を同時実施して、経済活動への支援を工賃増助成事業に一本化す

ることで、効率的で効果的な助成を目指します。また、奨学生や助成団体の利便

性を高めるため、「京都新聞愛の奨学金」や「子育て仲間を応援」、「子育て事業

助成」を繰り上げて実施し、できるだけ早期に奨学金や助成金を支給します。 

（１）経済活動への支援を強化 

毎年３月に実施している「京都新聞福祉活動支援」には作業所などから経済活

動への助成を求める申請が数多く寄せられます。2019 年度も同事業の設備助成

への応募総数の６割、10件が経済活動関連でした。同事業とは別に 10月に「工

賃増へ向けての取り組み助成」を実施しており、2019年度も21件の応募があり、

10 件に助成しました。このような福祉団体や施設に根強くある経済活動への支

援ニーズに応えるため、2020 年度は両事業を同時に実施します。経済活動への

支援を工賃増助成事業に一本化することで、効率的で効果的な助成を目指しま

す。また、両事業の予算総額を前年度予算比 50万円増の 610万円とし、１件当

たりの助成上限額を両事業ともに 50万円に統一します。選考委員会はそれぞれ

に設け、工賃増助成は経済活動に詳しい企業経営者や福祉関係者に選考しても

らいます。 

（２）奨学金などの募集を繰り上げ、早期支給へ 

 「京都新聞愛の奨学金」と「子育て仲間を応援」、「子育て事業助成」の３事業

の募集を１～２カ月繰り上げ、奨学金や助成金を６月に支給します。愛の奨学金

は 2019 年度、京都、滋賀の大学生や専門学校生、高校生 340 人に総額 2592 万

円を支給し、子育て仲間応援は 93 団体に同 186 万円、子育て事業助成は 12 件

に同 88万円を助成しました。それぞれ応募件数、支給件数ともに多いため、募

集、選考作業に時間を要し、子育て応援の２事業は７月、奨学金も７～８月に支

給してきました。しかし、学資などは年度初めに集中して必要になるため、それ

ぞれ６月の支給を目指します。さらに早い５月ごろの支給が理想的ですが、困難

な作業が予想されるため、まず６月支給を目標にします。 

（３）「福祉号」贈呈事業に１６００万円 

 当事業団の設立 55 周年（2020 年３月）を記念して、2019 年度から３年計画で京都、

滋賀の福祉団体や施設に福祉車両などを、京都新聞社会福祉事業団「福祉号」の名

称で贈呈しています。初年度の 2019 年度は 1600 万円の事業費で、リフト付き普通車



や軽トラックなど 6 車種を提示して募集したところ、38 団体（京都府 30、滋賀県８）から

申請がありました。選考委員会で選考し、８団体（京都府６、滋賀県２）に各１台贈りまし

た。車種によっては７倍の競争率となり、車両へのニーズの高さをうかがわせました。２

年目の 2020 年度も引き続き 1600 万円の事業費で、数台提供します。初年度に希望

の多かった車種の台数を増やすなど募集方法を改善し、福祉団体の使い勝手の良い

車両を提供します。 

 

４ 新聞紙面と連動した啓発 

 当事業団は 1965 年 3 月に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ました。京都新聞とは密接な関係にあり、現在も新聞紙面に「善

意の小箱」や「誕生日おめでとう」などのコーナーを常設してもらい、「歳末ふれあい募

金」や災害救援金募集の際にはコーナーを特設して、寄付者や寄付金額を紹介して

もらっています。紙面が寄付の領収書代わりとなり、寄付者を顕彰する役割を果たして

います。当事業団の募金活動の強みであり、なくてはならない存在でもあります。引き

続き連携強化を図ります。地域福祉の現状や課題を掘り下げ、必要な情報を提供する

ことは、当事業団の使命の一つです。2020 年度も毎週月曜日の京都新聞朝刊「福祉

のページ」の記事を作成します。京都新聞記者の OB や福祉団体当事者らに執筆を

依頼し、福祉の現状や課題、事業団の活動などを紹介します。好評の福祉コラムを継

続するほか、イベントやボランティア募集など福祉情報もきめ細かく提供します。インタ

ーネットのホームページ「ふれあい福祉 京都・滋賀」でも、福祉情報や当事業団の活

動を全国に発信します。さらに「ともに生きるフォーラム」を開催し、「福祉のページ」の

コラムニストや学識経験者らに講演してもらい、紙面と連動した啓発事業を展開します。 

 

５ 災害に迅速に対応 

自然災害の被災者や被災地に救援金を届けることは、当事業団の最も重要な事業

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。東日本大震災以降も毎年、大きな自然災害が発生し、その都度、救援金を

募集してきました。2019 年度も台風 19 号災害救援金を受け付け、当事業団の見舞金

を添えて被災者に届けました。今後も災害が発生した場合は、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。 



 2020年度の個別事業 

 

１ 障害のある人のための事業 

（１）障害のある人の自立支援 

①就労支援サポートセミナー（京都新聞文化ホール 2021 年２月 予算 30 万円） 

 障害のある人の就労支援のために、シンポジウム「障害のある人の就労支援」の名

称で開催しています。2020 年度は、要約筆記や手話通訳の希望があった場合に備え、

その経費７万円を増額しました。就労の促進や継続した雇用について、障害のある人、

企業、行政、医療、教育、福祉関係者が事例などを紹介しながら課題を探り、意見交

換します。2019 年度は約 110 人が参加しました。 

②京都新聞おでかけ公演（2021年２～３月 予算 40万円） 

 外出が困難だったり、外出機会の少ない障害のある人たちの施設や集いなど

に音楽家らを派遣する出張型事業です。2019 年度は２カ所を募集したところ、

３カ所から申請がありました。2020年度は４カ所に増やします。 

③工賃増へ向けての取り組み助成（2021年３月 予算 203万円） 

 障害のある人の自立支援を目指して工賃増に取り組む作業所や授産施設に助成

する事業で、2009 年度から実施しています。生産性の向上や新製品の開発、新分野

への進出など工賃増につながる経済活動や設備整備費に助成金を支給します。これ

までは毎年秋に支給してきましたが、2020 年度は「京都新聞福祉活動支援」と同時実

施することで、経済活動への助成をこの事業に一本化し、より効率的で効果的な支援

を目指します。事業費は前年度予算を倍増し、１件当たりの助成上限額も 20 万円から

50 万円に引き上げます。選考委員会は従来通り、福祉活動支援事業とは別に設け、

企業経営者や経済活動に精通した福祉関係者で構成し、より実効性の高い、工賃増

に結び付く案件を選考してもらいます。 

（２）みんなで海釣り－障害のある人の体験講座（宮津市 9月 予算 108万円） 

 障害のある人に海釣りを１泊２日の日程で体験してもらいます。神戸新聞厚生事業

団と共催し、障害者と介助者を京都、滋賀両府県で 40 人、兵庫県で 40 人、計 80 人

を募集します。宮津市の府立青少年海洋センターに宿泊し、近くの府立海洋高校の

桟橋を借りて海釣りを楽しみます。同高の生徒や教職員、地元の宮津市社会福祉協

議会、日本釣振興会や府磯釣連合会などの釣りインストラクター、当事業団のボランテ

ィア「TAGW（タッグ）」のメンバーらが協力し、協賛企業から釣り具やエサ、釣り大会の

賞品などの提供を受けます。毎年、車いす利用者も参加し、好評を得ています。 

（３）全京都障害者総合スポーツ大会（京都府内 ６～10月 予算 85 万円） 

国際障害者年（1981 年）を記念してスタートした障害のある人のための総合的なス

ポーツ大会で、京都府、京都市、京都障害者スポーツ振興会などと共催しています。



2020 年度は、東京パラリンピックの正式競技で翌年に全国障害者スポーツ大会の正

式種目になるボッチャを加え、卓球バレー、卓球、水泳、陸上競技、アーチェリー、フ

ライングディスクとあわせて７大会で構成します。６月の島津アリーナ京都（京都市北区）

での総合開会式と卓球バレーで開幕し、計約 1800 人の参加を見込みます。卓球バレ

ー以外は全国障害者スポーツ大会の選手選考会を兼ねます。 

（４）全京都車いす駅伝競走大会（府立丹波自然運動公園 9月 予算 95万円） 

 丹波路を車いすで駆け抜ける恒例の大会で、京都府身体障害者団体連合会、京

都新聞などと共催し、2020 年度で 36 回目を迎えます。重い障害のある人を対象にし

た第 30回ミニ駅伝競走大会も併催します。大会は 1982年に始まりましたが、障害者ス

ポーツの多様化もあり、参加チームの減少傾向が続いています。2020 年度は東京オリ

ンピック、パラリンピックの開催もあり、参加選手の拡大をめざします。 

（５）全国車いす駅伝競走大会（京都市内 2021年３月 予算 51 万円） 

全国から車いすを利用する障害のある人が集まり、京都国際会館前をスタート地点、

たけびしスタジアム京都（西京極陸上競技場）をゴールとする５区間 21.3 ㌔のコー

スで競います。2018 年度の 30 回大会から優勝チームに天皇杯が贈られています。京

都府、京都市、日本障がい者スポーツ協会、京都新聞などと共催します。 

（６）京都ゆとりスポーツの集い（勧修寺運動公園 ５月 予算 20 万円） 

 京都府内の 12 の精神科の病院やクリニックでつくる「京都ゆとりスポーツの集い実

行委員会」と共催し、入院、治療中の人たちの社会復帰に向けた健康づくりや余暇の

活用を目指します。40 回目の 2020 年度もソフトボールで患者の交流を図ります。治療

中の人たちのスポーツイベントは少なく、医療機関から高い評価を受けています。 

（７）障害者スポーツ事業共催（５月～2021 年１月 予算 30万円） 

 ５月に第 14回京都障害者施設卓球バレー大会を、８月に第29回パラアーティステ

ィックスイミングフェスティバル（旧障害者シンクロナイズドスイミングフェスティバル）を、

１月に第 22回ボッチャ大会を開きます。パラアーティスティックスイミングは 2020年度、

例外的に多摩市障害者スポーツセンター（東京都）で開きます。日本パラアーティステ

ィックスイミング協会と共催しており、東京でのオリンピック、パラリンピックの開催にあわ

せ、海外にも参加を呼びかける国際交流大会にするためです。2021 年度からは再び

京都市で開きます。卓球バレーは京都卓球バレー協会との共催で、全国交流大会も

兼ねています。ボッチャは東京パラリンピック、2021 年から全国障害者スポーツ大会で

採用されることもあって参加者が増えており、引き続き２日間開催します。 

（８）京都とっておきの芸術祭（日図デザイン博物館 12月 予算 20万円） 

 障害のある人の芸術文化活動の推進を目指して、芸術、造形作品を募集、展示し

ます。2020 年度も京都府、京都市、京都新聞などと実行委員会をつくって開催します。

例年、絵画や陶芸、写真、書、俳句、川柳、諸工芸の７分野に 700 点を超える作品の

応募があります。 



（９）京都手話フェスティバル（京都新聞文化ホール、2021年１月 予算 25万円） 

 手話の普及と聴覚に障害のある人とのコミュニケーションの促進を目的に、京都府

聴覚障害者協会などと共催します。16 回目の 2020 年度は、共催団体の一つが外れ

る可能性があるため、当事業団の予算を前年度比 10 万円増額しました。府聴覚障害

者協会とともに協賛企業や団体を募ります。フェスティバルは、多くの市民に参加して

もらうため、実行委員会方式で開催しています。前身の京都手話スピーチコンテストか

ら数えると 34 回目で、コンテストは一般、高校、子どもの 3 部で、1 人 5 分以内の手話

スピーチを競います。京都府立ろう学校の児童、生徒、手話サークルの難聴者、健聴

者らの貴重な発表の場になっています。2019 年度の 15 回大会には約 350 人が参加

し、府内自治体の手話言語条例の紹介コーナーや手話体験コーナーを設けました。 

（10）滋賀県知的ハンディをもつ人の文化の集い（彦根市 11月 予算 25万円） 

 滋賀県知的ハンディをもつ人の福祉協会の主催で、当事業団が共催しています。

県内の知的障害者関係施設の利用者の文化活動の一つで、音楽や演芸などを鑑賞

してもらいます。県内約 20 施設から約 500 人が参加します。 

（11）京都新聞夏季キャンプ・レク活動を応援（６月 予算 78万円） 

 障害のある人たちの活動の場を広げ、余暇活動の充実を支援する目的で、障害者

団体やグループの夏季キャンプやレクリエーション活動に 10万円を上限に助成します。

2019年度は申請のあった全 12団体に総額 78万円を助成しました。2020年度は同額

を計上しました。当事業団が長年実施していた「京都新聞ふれあいキャンプ」を 2008

年度から活動助成に切り替え、支援を続けています。 

２ 高齢者のための事業 

（１）高齢者配食サービス支援（2021年１月 予算 58万円） 

 １人暮らしのお年寄りなど在宅の高齢者世帯に食事を届ける京都、滋賀の配食ボラ

ンティアグループにお米（お米券）を贈呈します。「京都新聞歳末ふれあい募金」を活

用して、新年に高齢者１人当たり 150㌘程度を届けてもらいます。24回目の 2020年度

は、前年度実績（5807 人分）並みの 6000 人分を贈る予定です。 

（２）高齢者招待・おでかけ公演（2021年２～３月 予算 26万円） 

 外出が困難だったり、外出機会の少ない高齢者の施設や集いなどに音楽家ら

を派遣する出張型事業です。2019年度は 14団体が応募し、出演者と日程調整し

たうえで抽選を行い、４カ所に決定しました。2020年度も 4カ所に派遣します。

大衆演劇観劇会招待は会場改修ため中断していましたが、2020 年度も、猛暑が

予想される８月に開催されるため、お年寄りの健康に配慮して見送ります。 

（３）高齢者へのプレゼント（2021年３月 予算 62万円） 

 特別養護老人ホームの介助用車いす不足を補うため、多機能型介助用車いすを

贈呈します。京都、滋賀の全施設に 1 台ずつ提供する予定で、2008 年度の事業開始

からこれまでに 261 台を贈りました。従来は未贈呈施設を対象に募集していましたが、



2019 年度から開設年次や規模、地域性を考慮して候補施設を絞り、希望する施

設に贈呈する方法に変更しました。2020 年度も 10 施設への贈呈を予定していま

す。 

（４）在宅福祉サービス支援（12月 予算 80 万円） 

在宅高齢者に対する支援で、「ホームヘルプサービス活動に関する備品助成」

として実施します。在宅高齢者の介護サービスに取り組む非営利の団体やグル

ープを対象に、介護用品や介護に使用する備品などを贈呈し、高齢者の経済的

な負担を軽減します。 

３ 子どものための事業 

（１）児童養護施設レクリエーション（９月 予算 224万円） 

 当事業団設立以来、継続している事業です。京都、滋賀の全児童養護施設のレ

クリエーション活動を支援するために、子ども 1 人当たり 2700 円と引率費として 1 施設

当たり 2 万円を助成します。全 17 施設約 700 人分を計上しました。京都ゴルフ倶楽部

のチャリティーゴルフ大会での寄付金などを原資にしています。 

（２）児童養護施設生徒卒業お祝い金（2021年３月 予算 260万円） 

 中学、高校の卒業とともに京都、滋賀の児童養護施設を巣立つ生徒に贈ります。お

祝い金は、高校卒業の生徒が４万円、中学卒業で巣立つ生徒は２万円です。虐待、

育児放棄などから同施設で生活する生徒らは家庭からの支援が望めず、進学、就職

などに伴う経済的負担が重くのしかかります。新生活を応援するために贈呈します。 

（３）エンゼルフェスティバル（８月 予算 66 万円） 

 子どもたちの健やかな成長を願い、親子らがふれあう機会を増やすことを目的に、一

般募集の親子や児童養護施設、障害児施設の子どもら約 500 人を人形劇やコンサー

トに招待します。2015 年度から「京都新聞お楽しみ子どもシアター in 京都」として京

都洛北ライオンズクラブとの共催で実施しています。 

（４）交通遺児卒業お祝い（2021年３月 予算 25万円） 

 交通事故で親を亡くした京都、滋賀の交通遺児で、小、中、高校を卒業する児童、

生徒に卒業お祝いとして図書カードを贈り、図書購入に役立ててもらいます。贈る図

書カードは、小学生 5000 円、中学生 7000 円、高校生１万円です。 

４ 子育て応援事業 

（１）子育て仲間を応援（６月 予算 194万円） 

 子育て中のお母さんやお父さんたちのサークルや支援グループなどを対象に、１団

体一律２万円を助成しています。2020 年度は助成金の支給を７月から６月に早めます。

2005 年度から子育てに関する情報交換や交流を目的とするサークル活動を応援する

ために始めました。比較的少人数のサークルにも助成する、他にみられない支援制度

として好評ですが、活動実態の把握が難しく、活動報告や活動計画を提出してもらい、

ばらまきにならないよう注意します。2019年度は93団体に計186万円を贈呈しました。 



（２）子育て事業助成 （６月 予算 91万円） 

 京都、滋賀で子育て支援を行う非営利団体の講演会や学習会、催しなどの事業を

対象に、15 万円を上限に助成します。2020 年度は助成金支給を７月から６月に早め

ます。子育て活動への関心の向上を目指して、2019 年度から上記「子育て仲間を応

援」と同時実施しています。同年度は 12 件に計 88 万円を助成しました。 

５ 福祉活動支援事業 

（１）京都新聞福祉活動支援（2021 年３月 予算 407万円） 

 京都、滋賀の福祉施設や団体に対して運営と設備の 2 部門で助成し、地域福祉の

増進を図ります。障害のある人や高齢者、子どもの支援、難病支援、生活困窮者事業

に取り組む団体、京都、滋賀に避難してきた東日本大震災被災者の団体など幅広く

助成しています。2020 年度からは経済活動関係を「工賃増へ向けての取り組み助成」

に一本化し、強化します。これに伴い福祉活動支援の助成総額を減額し、設備部門

の助成額の上限を 100 万円から 50 万円に下げ、工賃増助成と同額にします。運営部

門はこれまで通り 50 万円とします。従来通り選考委員会を設け、決定します。 

（２）福祉活動支援・「福祉号」贈呈（11 月 予算 1600 万円） 

 「京都新聞福祉活動支援」事業の別枠として、設立 55 周年の 2019 年度から３年計

画でスタートしました。福祉団体や施設に京都新聞社会福祉事業団「福祉号」の名称

で車両を贈ります。初年度の 2019 年度は、車いすが搭載できるリフト付きワゴン型普

通車や軽自動車、軽トラックなど 6 車種を募集。応募 38 団体から選考委員会で８団体

を選び贈呈しました。2020 年度も 1600 万円の事業費で数台提供します。 

６ 奨学金支給事業 

 京都新聞「愛の奨学金」贈呈（８月 予算 2640万円） 

 当事業団設立当初からの最重点事業の一つで、これまでの奨学生は延べ 9000

人を超えました。2020 年度は前年度と同額予算とし、支給時期を２カ月繰り上

げ６月にして奨学生の利便性を高めます。奨学金は公募する一般と交通遺児の

両部と学校推薦の定時制・通信制高校の部、児童養護施設全高校生への奨学激

励金の 4 つから成り、大学生・専門学校生に年額 18 万円、高校生に同９万円、

奨学激励金３万円を支給します。2019 年度は一般、交通遺児両部で 157 人（応

募 320人）と定時制・通信制高校生 18人、児童養護施設の高校生 165人の計 340

人に総額 2592万円を支給しました。2020 年度も選考委員会を設けます。 

７ 福祉啓発事業 

（１）京都新聞「ともに生きる 福祉のページ」編集（通年 予算 228 万円） 

 京都新聞社を母体に発足した当事業団にとって、新聞紙面を通じて福祉に関する

情報を発信し、地域福祉への理解、啓発を推進するのは重要な使命です。同時に事

業団の活動を紙面で紹介し、寄せられた多くの寄付をどのように公益事業に生かし、

役立てているのかを報告する義務も負っています。2020 年度も紙面と連動した啓発に



力を入れます。「善意の小箱」や「誕生日おめでとう」などへの寄付者を紙面で毎日紹

介するとともに、毎月曜朝刊の「福祉のページ」では、福祉の現場や携わる人たち、当

事者の思いなどを紹介します。長年連載している福祉コラム「暖流」や京都、滋賀の福

祉情報コーナー「ふれあい広場」も引き続き掲載し、充実させます。 

（２）ホームページ「ふれあい福祉 京都・滋賀」制作（通年 予算 128万円） 

 京都新聞紙面の「福祉のページ」と連動して、インターネットで福祉の現状や課題、

福祉情報をタイムリーに発信しています。当事業団の奨学金や福祉活動支援などの

助成事業の告知や応募用紙の配布（ダウンロード）も行っています。災害救援金など

の募集や結果報告、事業計画書、事業報告書の掲載など重要な情報公開の役割も

担っています。2019 年度の２月までのアクセス数は月平均約 14 万 6000 ページビュー

で、前年度平均を 26.1％上回っています。2019年 10月に京都新聞社のシステム更改

があり、効果を上げているとみられます。2020 年度も情報の一層の充実を図ります。ま

た、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の活用も検討します。 

（３）京都新聞大賞福祉賞贈呈（京都新聞文化ホール 11 月 予算 100万円） 

 京都、滋賀の福祉の向上に功績があった個人、団体に贈呈します。事業団設立時

に設けられた「京都新聞社会福祉功労者表彰」を前身とし、2004年から京都新聞大賞

の一つになり、京都新聞との共催で現在にいたっています。これまでに 185 個人と 61

団体を表彰しました。関係機関から推薦のあった候補者や団体を選考委員会で審議

します。副賞として個人に 20 万円、団体に 30 万円を贈呈します。 

（４）募金啓発事業（通年 予算 220 万円） 

 当事業団への寄付金は長期漸減傾向が続いています。厳しい経済環境や寄付者

の高年齢化、寄付先の多様化、ふるさと納税などの影響が考えられます。2019 年度は

台風 19 号災害救援金を受け付けましたが、「善意の小箱」、「京都新聞歳末ふれあい

募金」ともに前年度を上回りました。この回復基調を定着させるためにも募金啓発に力

を入れます。京都新聞紙面を通して当事業団の活動に理解を求め、寄付者の顕彰に

努めます。また、寄付者への感謝状を 2019 年度は前年度の 5 倍の 15 団体に贈呈し

ましたが、引き続き積極的に贈呈して賛同の輪を広げます。 

８ ボランティア活動支援事業 

 京都新聞福祉ボランティアグループ「ＴＡＧＷ」活動（通年 予算 10万円） 

福祉活動を担うボランティアの育成のため、京都新聞福祉ボランティアグループ

「TAＧＷ」（タッグ＝タッチ・アンド・ゴー・ワーカーの略）事業を引き続き実施します。事

業の実際を学んでもらうため、2020 年度は参加する事業を精神障害のある人の「ゆと

りスポーツ」や「手話フェスティバル」などにも拡大します。手話などの研修講座も開催

して、登録者数（2020 年 1 月現在 9 人）の拡大を目指します。 

９ その他の事業 

（１）滋賀での事業（草津市 12月 予算 63万円） 



 子どもたちの健やかな成長を願い、2020 年度は「京都新聞お楽しみ子どもシアタ

ー in 滋賀」を草津クレアホール（草津市）で開催します。人形劇や音楽などで

一般募集の親子や児童養護施設の子どもや交通遺児ら約 500 人を招待します。 

（２）後援・助成事業（通年 200万円） 

京都、滋賀で行われるさまざまな福祉関連の催しや事業について、申請に基づき

事業団が後押しする「名義後援」と助成金も支給する「後援助成」を行います。後援助

成は「京都新聞福祉活動支援」などの充実に伴い、他の事業で助成できるものはそち

らで支援することで事業費を抑えます。 

（３）ともに生きる事業（2021年３月 予算 30万円） 

 当事業団設立 50 周年を記念して始めた「ともに生きるフォーラム」は、7 回

目を迎えます。講師は主に京都新聞「福祉のページ」のコラム「暖流」の執筆

者で、児童虐待や介護、子どもの貧困、共生社会などをテーマに開催します。

紙面と双方向の催しで、時には歌なども交え、楽しく地域福祉について考えて

もらいます。2020 年度は要約筆記や手話通訳の経費７万円を盛り込みました。 

（４）災害救援金・災害見舞金（通年 予算見舞金 50万円） 

 自然災害が近年、多発しています。2019年度も台風 19号による大規模な洪水被害

などが発生したため、救援金を 10月 16日から 12月 27日まで受け付け、２９４件、計１

３５０万５４８２円が寄せられました。この救援金に当事業団の災害見舞金 50 万円を添

えて被災者に贈りました。2020 年度も災害見舞金 50 万円を計上します。 

（５）経済環境急変時緊急支援（通年 予算 50万円） 

 急激な経済環境の変化、不況の深刻化など予想できない急変で、福祉関係施設や

作業所などの運営が危機に瀕した際、緊急支援します。支援を必要とする施設に対し

ては、使途を具体的に明示してもらい、厳正な審査のうえ決定します。福祉の網の目

から漏れがちな問題に迅速に対処します。該当事案がない場合は執行を見送ります。 

10 チャリティー事業 

 京都新聞チャリティー美術作品展（10～11 月 予算 1850万円） 

「２．寄付金回復」で説明しましたが、当事業団の福祉活動の原資を確保する重要

な事業です。近年、落札額の低下を出品点数の増加で補ってきましたが、点数の増

加とともに窮屈な展示となり、開催費用も上昇してきました。そこで2019年度の37回展

は、出品点数を前年度比 1 割減の 1250 点にしました。これにより開催費用を 18％削

減でき、寄付総額が同 6.6％減少したにもかかわらず、福祉充当額は同 6％増額でき

ました。2020 年度も出品点数を前年度並みにとどめ、ゆとりある展示を目指します。経

費削減にも取り組み、事業費は前年度予算比で 450 万円の減額を目指します。寄付

総額の回復には、来場者数と落札件数の増加がまず必要であり、前年度と同様に障

害のある人らの作品展を併催し、「入札は寄付」であることを強く訴えます。 

以上 


