
 

２０２１年度 事業計画 

１ はじめに 

 京都新聞社会福祉事業団は 1965（昭和 40）年３月、地域社会の社会福祉増進に寄

与するため、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月に内閣府から公益財団法人の認定を受け、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することで、「ともに生きる」社会の実現を目指

してきました。 

 2020 年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、多くの事業の見直しを余儀な

くされました。寄付金収入は「コロナ禍で困っている学生さんのために」と、奨学金事業

に京都市左京区の女性から計 3000 万円の多額寄付があり、奨学金事業の拡大に充

てることができました。しかし、「京都新聞チャリティー美術作品展」が開催できず、団

体や自治会、学校などのチャリティー行事も軒並み中止になり、一般寄付は大幅に減

少。「京都新聞福祉活動支援」、「在宅高齢者福祉サービス支援」などの助成事業を

強化したため、支出超過になり、福祉事業基金資産の取り崩しが必要になりました。 

2021年度は、ワクチン接種や治療方法の向上などで感染症対策の進展が期待でき

るものの、収束のめどは立っておらず、感染の継続を前提にした事業実施が必要にな

ります。学びや福祉活動を支援する助成事業を引き続き強化し、行催事も時間短縮や

インターネット活用などで感染防止を図りながら可能な限り実施します。 

寄付金収入は、「京都新聞チャリティー美術作品展」を開催しますが、会場の都合

で従来の秋から盆期間の開催となり、入札寄付金の大幅な減少が懸念されます。また、

団体や企業からの寄付金も回復を見通すことは困難であり、2020 年度と同様に福祉

事業基金資産の取り崩しを見込んでいます。多額の指定寄付金をもとに前年度に設

けた愛の奨学金基金資産も奨学金事業の拡充に活用します。 

厳しい財政運営となりますが、未曽有の災禍だからこそ、当事業団の真価を発揮し

なくてはならないと考えています。困難な環境に置かれている人たちや福祉団体、施

設への支援に全力をあげ、その実践と成果を示しながら、地域社会の皆さまに支援と

協力を求め、寄付金の回復に努める所存です。 

2021 年度正味財産増減予算案の骨子は次の通りです。経常増減は 1600 万円の

赤字ですが、経常費用の「福祉号」贈呈事業費（1600 万円）は、特定資産の同事業準

備資金資産（残高 1595 万 551 円）を使用するため、実質は４万 9449 円の赤字です。

福祉事業基金資産の取崩額は 3069 万 5200 円です。（△はマイナス） 



2021 年度正味財産増減予算案の骨子 

     202１年度予算案      2020 年度補正後予算     増減率 

経常収益   1 億 4089 万 1000 円   1 億 1705 万 3533 円      20.36％ 

経常費用   1 億 5689 万 1000 円   1 億 3354 万 4204 円      17.48％ 

経常増減    △ 1600 万円          △ 1649 万 0671 円 

寄付金総額    9403 万円             9356 万 8536 円       0.49％ 

 

２ 支援財源確保へ募金強化 

（１）寄付金総額の目標は 9403 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。

2021 年度の寄付金総額の目標は、前年度補正後予算比で 46 万円増としました。同

補正後予算には、「７月豪雨災害救援金」1098 万円と「協賛・愛の奨学金」への 3000

万円などの多額寄付が含まれているため、実質は 4000 万円以上の増額を目指しま

す。「京都新聞チャリティー美術作品展」で 3700 万円、「善意の小箱」と「京都新聞歳

末ふれあい募金」も増額を目標にします。前年度は、当事業団のコロナ禍における

支援活動に多くの共感と支援が寄せられました。奨学金事業への多額寄付は、コロ

ナ禍で苦しむ生徒・学生に支給するという募集記事を見た女性からでした。「京都新

聞歳末ふれあい募金」も寄付金総額は減ったものの、寄付件数は増加しました。

2021 年度も活動を積み重ね、新聞紙面で紹介するなどして支援の輪を広げます。 

（２）一般寄付金の目標は 8200 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

ています。「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。2021 年度は、「京都新聞チャリティー美術作品展」

の開催などで前年度補正後予算に比べ 4159 万円の増額を目指します。 

①善意の小箱（目標 1500 万円） 

 個人寄付や街頭、イベント募金などが寄せられる「草の根寄付」といえるものです。

2020 年度は、コロナ禍支援として 500 万円の多額寄付がありましたが、チャリティー

イベントやスポーツ大会、街頭募金などが軒並み中止になり、企業、団体からの大口

寄付も減少し、寄付金総額は 2019 年度実績（1859 万円）比で３割減の 1300 万円程

度になる見通しです。2021 年度は、2019 年度実績への回復は難しいものの、新聞

紙面やインターネットなどで当事業団の事業を紹介し、賛同を呼び掛けます。 

②京都新聞歳末ふれあい募金（目標 3000 万円） 

 2020 年度（受付期間 11 月 30 日～12 月 28 日）は 1465 件 2740 万 6641 円が寄せ

られました。寄付金総額は前年度比 193万円減でしたが、件数は 147件増えました。



企業などの多額寄付が減少した半面、新聞折り込みチラシによる個人からの振り込

みが増加しました。振込通知書には「コロナ禍で困っている人のために」との記載が

少なくなく、助け合い意識の高まりを感じさせられました。2021 年度も、2011 年度以

来の 3000 万円回復を目標にします。京都新聞全販売所に募金チラシの折り込みや

寄付金受け付けの協力を求め、京都銀行や京都中央信用金庫、京都信用金庫、滋

賀銀行には振込手数料免除や専用振込用紙の窓口配置への協力を要請します。 

③京都新聞チャリティー美術作品展（目標 3700 万円） 

 2020 年度の第 38 回展は、コロナ禍の影響で会場の京都高島屋グランドホールが

使用できなくなり開催を中止しました。2021 年度は、盆期間（８月 11～16 日）に使用

できることになりました。秋開催が望ましいですが、第１回展から同店で開催して市民

に定着していることや美術作家の信頼も厚いことから、第 39 回展も同店で開くことに

しました。開催時期の変更とコロナ禍の影響を見通すのは困難ですが、寄付金総額

は第 37 回展（2019 年）の実績 4114 万円の１割減の 3700 万円を目標にし、費用は

37 回展の実績 1850 万円を計上。差し引き 1850 万円の福祉充当額を目指します。

出展点数は、感染防止のため 1000 点程度（37 回展 1250 点）に減らします。障害の

ある人の作品展も併催する予定です。同店によると、盆期間は京都に帰省した人の

来店が多いそうです。新たなファン層開拓の好機ととらえ、広報活動に力を入れます。 

（３）指定寄付金の目標は 1203 万円 

 寄付者が使途を指定した指定寄付金として常時、５寄付金を受け付けています。

2021年度の目標は、前年度補正後予算比 4113万円減としました。前年度は「７月豪

雨災害救援金」を募り、「協賛・愛の奨学金」に多額寄付があったためです。2021 年

度も大災害が発生した場合は、期間を定め被災者支援の災害救援金を募集します。 

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。2021 年度

の目標は、2020 年度当初予算と同額にしました。前年度は「協賛・愛の奨学金」にコ

ロナ禍支援として左京区の女性から２回計 3000 万円、誕生日コーナー賛同者の遺

族から 100 万円の多額寄付がありましたが、この中には次年度分を想定した寄付金

もあり、当年度には計上しませんでした。誕生日コーナーは事業団発足時に設けた

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

還暦や喜寿など節目に社会貢献を考える読者も多く、寄付を積極的に呼び掛けます。 

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」から成り立っています。2021 年度も

前年度当初予算と同額の目標を掲げ、企業、団体への呼び掛けを強めます。 

③「子育て応援事業」寄付金（目標 114 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、京都で実施する「京都新聞お楽しみ子どもシアター 

in 京都」の開催のための寄付金です。2020 年度はコロナ禍の影響で開催を見送りま

したが、2021 年度は実施する予定です。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、開催経費の半額を寄付金として見込んでいます。 

⑤「児童養護施設・乳児院等の子どもたちの」寄付金（目標 110 万円） 

2020 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から

110 万円の寄付がありました。しかし、同大会以外はコロナ禍の影響で途絶え、2021

年度も期待できそうにありません。同大会は当事業団設立時から開催され、京都、滋

賀の児童養護施設のレクリエーション活動支援に役立てています。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

開催しており、2021 年度も前年度実績と同額を計上しました。 

３ コロナ禍での支援拡充と事業実施 

 コロナ禍の影響で事業計画の大幅な見直しを余儀なくされた 2020年度の経験

を踏まえ、2021 年度は引き続き支援・助成事業を拡充するとともに、行催事を

時間短縮やインターネット活用などで感染防止を図りながら実施します。 

（１）奨学金や福祉活動支援などの助成総額を増額 

コロナ禍の影響が１年以上続き、経済環境が悪化している人たちや福祉団体、

施設が増えています。2020 年度の「京都新聞愛の奨学金」の申請者数は前年度

の 1.5倍にのぼり、「在宅高齢者福祉サービス助成」などにも多くの申し込みが

ありました。これを受け、急きょ奨学金支給総額を予算に 1500 万円上積みした

ほか、申請の多い事業の助成総額も増やしました。「京都新聞愛の奨学金」には、

年度末に再び多額の浄財が寄せられたため、2021年度も前年度実績にさらに 500

万円上積みして支援を強化します。他の助成事業もめりはりをつけた予算配分

を行い「在宅高齢者福祉サービス支援」を前年度実績並みとするほか、「福祉活

動支援」などは前年度当初予算額を維持します。 

（２）時間短縮やインターネット活用で行催事を開催 

 新型コロナウイルスの感染対策の徹底が難しかったため、2020 年度は多くの

行催事を中止しました。そんな中で、「みんなで海釣り－障害のある人の体験講

座」は京都市北区の河川での「魚釣り体験講座」に変更し、１泊２日の日程を２

時間に短縮して実施しました。久々の野外活動という参加者が多く、大好評でし



た。室内での事業は「密」を避けて開催しました。「京都手話フェスティバル」

は収録動画を公開し、シンポジウム「障害のある人の就労支援」はビデオ会議ア

プリを使用し、それぞれ論議を深めました。2021年度はこれらの経験を生かし、

工夫を凝らして行催事を実施し、地域福祉の増進に貢献したいと思います。 

４ 新聞紙面やインターネットで啓発 

 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

団法人として発足しました。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、「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もらい、寄付者名や寄付金額を紹介してい

ます。紙面が寄付金の領収書となり、寄付者を顕彰する役割を果たしています。紙面

は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す。また、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あり、

その媒体として毎週月曜日の京都新聞朝刊「福祉のページ」を活用させてもらってい

ます。2021 年度も、京都新聞のОＢ記者や福祉団体当事者、外部有識者らに執筆を

依頼して啓発、情報提供に力を入れます。京都新聞と連携して事業を推進します。 

５ 被災者支援を迅速に 

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。2020 年度も「７月豪雨災害救援金」を受け付け、当事業団の見舞金を添えて熊本、

福岡、大分など７県の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。 

６ 土地（百井キャンプ場）を京都市に寄贈へ 

 京都市に無償貸与していた左京区大原百井町 332～335番地の土地（山林、

1654平方㍍）を 2021 年度に同市に寄贈します。この土地は、1979 年に創立 15

周年記念特別事業として同市の要請を受けて買収し、「京都市百井キャンプ村

（現京都市百井青少年村）」の用地の一部として提供してきました。当時、同

市からは無償貸与後に寄贈してほしいとの依頼があり、事業団も「適当な時期

に寄贈する」としていました。同市は 2020 年度に野外活動施設としての再活

性化を目指した見直しに着手しており、これまでの経緯を踏まえ寄贈します。

帳簿価額は 1000万円で、経常外費用に固定資産寄贈額として計上します。 



2021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 2022 年２月 予算 30 万円） 

 障害のある人の就労支援を目的に、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。障害のある人をはじめ、企業や行政、医療、教育、福祉各分野

の関係者が、事例にもとづいて障害者雇用の現状と課題を探ります。2020 年度はコロ

ナ禍の影響で、一般参加を会場出席とビデオ会議アプリ利用の２方式で受け付けまし

た。2021 年度も同様の方式での開催を検討します。引き続き、障害者就労を支援する

京都市障がい者就労支援ネットワーク会議（通称ＣｏＣｏネット会議）の協力で実施しま

す。 

②京都新聞おでかけ公演（2022年２～３月 予算 40万円） 

 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。コロナ禍の影響で、2019 年度は派遣先決定後に中止し、2020

年度も京都府に２回目の緊急事態宣言が発令されたため、募集を見送りました。

2021年度は小規模グループも対象に演奏家２人を４カ所に派遣します。 

③工賃増へ向けての取り組み助成（2022年 3月 予算 203万円） 

 障害のある人の自立を支援するため、2009 年度から工賃（賃金）増に取り組む作業

所や授産施設を支援しています。生産性の向上や新製品開発、新分野への進出など

工賃増につながる経費や設備費に、１団体 50万円を上限に助成します。2020年度か

ら「京都新聞福祉活動支援」と同時実施し、経済活動に関する案件の受け皿としての

位置づけを明確にして、より効率的で、効果的な支援を目指しています。選考委員会

を企業経営者や経済活動に詳しい福祉関係者で構成し、工賃増に結び付く実効性

の高い案件を選考してもらいます。 

（２）障害のある人の魚釣り体験講座（10月 予算 51万円） 

 １泊２日の日程で宮津市で開催してきた「みんなで海釣り－障害のある人の

体験講座」のコロナ禍における代替事業として、2020 年度は京都市北区の上賀

茂神社境内の明神川で「魚釣り体験講座」を実施しました。2021 年度も「魚釣

り体験講座」を同神社境内で開きます。障害のある人と介助者約 50 人を招き、

午前か午後の短時間、マス釣りを楽しんでもらいます。同神社や日本釣振興会

京都府支部、京都府磯釣連合会、釣り具メーカーなどの協力、協賛で実施します。 

（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。6



月に実施する島津アリーナ京都（京都市北区）での総合開会式と卓球バレー大会で

開幕し、卓球、ボッチャ、水泳、陸上競技、アーチェリー、フライングディスク各大会を

10 月まで順次開きます。７競技に計約 1800 人が参加する予定です。卓球バレーを除

く各大会は全国障害者スポーツ大会の選手選考会を兼ねています。2020 年度はコロ

ナ禍の影響で、総合開会式と卓球バレー大会が中止となり、他の競技も時期を遅らせ

て開催しました。 

（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ます。2021 年度の第 37 回大会は、重い障害のある人を対象にし

た第 31 回ミニ駅伝競走大会を合わせて開催します。同大会は 1982 年に始まり、2020

年度の第 36 回大会はコロナ禍の影響で開催を中止しました。 

（５）全国車いす駅伝競走大会（京都市内 2022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し、

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。2019、2020 年度はコロナ禍の影響で中止になったため、2021 年度の

第 33 回大会は３年ぶりの開催になります。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。2018 年度の第 30 回大会から優勝チームに天皇杯が

贈られています。 

（６）京都ゆとりスポーツの集い（勧修寺運動公園 10月 予算 20 万円） 

 京都府内の 10 の精神科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、ソフトボールで患者同士の交流を図ります。入院、治療中の人たち

の社会復帰に向けての健康づくりや余暇の活用が目的で、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。2020 年度はコロナ禍の

影響で中止しました。 

（７）障害者スポーツ事業共催（５月～2022 年１月 予算 30万円） 

 ５月に京都卓球バレー協会との共催で第 15回京都障害者施設卓球バレー大会を、

10 月に日本パラアーティスティックスイミング協会などとの共催で第 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を、2022 年１月に京都市障害者スポーツセ

ンターなどとの共催で第 23 回ボッチャ大会を開きます。2020 年度は、３大会ともコロナ

禍の影響で中止になりました。 

（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。例年、絵画や陶芸、写真、書、俳句、川柳、諸工芸の７分野に 600～700 点の応

募があります。2021 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。2020年度はコロナ禍の影響で、表彰式の縮小やワークショップを中止しまし

たが、会場の３D 画像や作品を紹介するウェブサイトを開設しました。 



（９）京都手話フェスティバル（京都新聞文化ホール 2022年１月 予算 20万円） 

 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指し、京都府

聴覚障害者協会などと共催します。2020 年度は「コロナ禍でのくらし」をテーマに手話

スピーチ発表と座談会を行いましたが、開催日を前に感染が再拡大したため、会場参

加を急きょ中止して録画だけを行い、動画投稿サイトで１カ月間公開しました。2021 年

度は、会場参加とインターネットの併用を検討しています。メイン行事となる手話スピー

チコンテストは、一般と高校生、子どもの３部に分けて行い、成績優秀者を表彰します。

前身の京都手話スピーチコンテストから数えると 2021年度で 35回目で、京都府立ろう

学校の児童や生徒をはじめ、聴覚と視覚に障害のある盲ろう者、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。 

（10）滋賀県知的ハンディをもつ人の文化の集い（守山市 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人が参加する予定です。2020 年度は、コロ

ナ禍の影響で開催を中止しました。 

（11）京都新聞障害のある人のレクリエーション活動を応援（６月 予算 50万円） 

 例年の「京都新聞夏季キャンプ・レク活動を応援」を標記名称に変更して実施しま

す。コロナ禍の影響で、夏場のキャンプ活動の実施が難しいことから、助成対象を「12

月末までに実施する宿泊を伴うキャンプやレクリエーション活動」に広げます。助成上

限額は10万円です。2020年度も同様の内容で実施しましたが、申請は２団体にとどま

り、2021 年度予算額を減額しました。この事業は、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たもので、障害のある

人の活動の場を広げ、余暇活動を支援する目的で継続しています。 

２ 高齢者のための事業 

（１）高齢者配食サービス支援（2022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

財源に新年に高齢者１人当たり１食分（150㌘程度）を贈り、配食に活用してもらいます。

2020 年度はコロナ禍で活動を休止する団体が多く、贈呈は 26 団体（前年度 50）にと

どまりました。25回目の 2021年度は前年度当初予算と同じ 6000食分を計上しました。 

（２）高齢者招待・おでかけ公演（2022年２～３月 予算 40万円） 

 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。コロナ禍の影響で、2019年度は派遣先決定後に中止し、2020年度も京都

府に２回目の緊急事態宣言が発令されたため、募集を見送りました。2021 年度

は、歌手から演奏家の派遣に変更して４カ所で実施する予定です。 

（３）高齢者へのプレゼント（2022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

京都、滋賀の全施設に１台ずつ贈ります。2021 年度も８台を、施設の開設年次や規

模、地域性を考慮して候補施設を絞って希望があれば贈呈します。事業を開始

した 2008 年度から 2020 年度までに 269 台を贈りました。 

（４）在宅高齢者福祉サービス支援（12月 予算 150万円） 

在宅高齢者の経済的負担の軽減を目的に、「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、介護用品や介護で使用する備品などの購入費を１

団体 10万円を上限に助成します。コロナ禍の影響で支援を求める団体が増えて

おり、2021年度予算額は前年度当初予算の２倍近くに増額しました。 

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、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。2021 年度も京都、滋賀の全 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と児童養護施設・乳児院等の

子どもたちのための事業寄付金を原資にしています。 

（２）児童養護施設生徒卒業お祝い金（2022 年３月 予算 252万円） 

 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たち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」の名称で京都

洛北ライオンズクラブとの共催で実施しています。2020 年度はコロナ禍の影響で予定

していた会場が使用できず、開催できませんでした。2021 年度は、利用する会場の感

染防止ガイドラインに沿って入場者数などを調整して実施します。 

（４）交通遺児卒業お祝い（2022年３月 予算 28万円） 

 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 185万円） 

 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 2 万円を助成しています。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、活動実績

の報告や活動計画の提出を求め、ばらまきにならないよう注意します。2020 年度はコ

ロナ禍の影響で申請はやや減少し、89 団体に 178 万円を贈呈しました。 

（２）子育て事業助成 （６月 予算 85万円） 

 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、１団体 15 万円を上限に助成し、子育て活動や支援活動を後押しします。

2020 年度はコロナ禍の影響で申請はやや減少し、８件に計 84 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（2022 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を支援する団体な

ど幅広く助成しています。助成額の上限は１件 50 万円で、選考委員会で決定します。 

（２）福祉活動支援・「福祉号」贈呈（12 月 予算 1600 万円） 

 「京都新聞福祉活動支援」事業の別枠として、福祉団体や施設に京都新聞社会福

祉事業団「福祉号」の名称で車両を贈呈しています。設立 55 周年の 2019 年度から３

年計画でスタートし、これまでに 16台（京都府６、京都市６、滋賀県４）を贈呈しました。

最終の 2021 年度は、同事業のための特定費用準備資金資産を全額取り崩し、リフト

付きワゴン型普通車など要望の多い車種を８台程度贈ります。希望団体は初年度 38

団体、２年度 48 団体と、コロナ禍の影響もあって増加しており、選考委員会で申請団

体の財務状況や車両の必要性、利用計画などを厳正に審査します。 

６ 奨学金支給事業 

「京都新聞愛の奨学金」贈呈（６月 予算 4640万円） 

 当事業団設立当初からの最重点事業の一つです。返済不要の給付型奨学金で、

公募による一般と交通遺児の両部、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・専門学校生には年

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。2021年度もコ

ロナ禍の影響で申請者が多いとみられ、総事業費を前年度実績よりもさらに 500

万円増額します。2020 年度は、一般の部に前年度の 1.5倍の申請がありました。

「コロナ禍で困っている学生さんのために」と左京区の女性らから多額寄付が

あったため、総支給額を約 1500 万円増額して計 459 人に 4110 万円を支給しま

した。年度末に同じ女性から再び多額寄付があり、事業拡充に活用します。 

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。また、当事

業団は、寄せられた多くの寄付を公益事業にどう生かしているのか報告する義務を負

っており、紙面をその場として活用しています。2021 年度も紙面を使った啓発、情報

提供、活動報告に力を入れます。「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」で福祉の現場や携

わる人たちの思いや団体の活動を紹介します。長年連載している福祉コラム「暖流」、

京都、滋賀の福祉情報コーナー「ふれあい広場」も引き続き充実させます。 

（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「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。当事業団の助成事業の告知や応募用紙の配布（ダ

ウンロード）も行い、事業計画書や事業報告書、災害救援金の募集・結果報告などの

掲載など重要な情報公開の役割も担っています。2020 年度の 12 月までのアクセス数

は月平均約 53 万 1600 ページビューで、前年同期比で 3.6 倍にのぼりました。京都新

聞社ホームページのリニューアルの波及効果とみられますが、提供情報の一層の充

実を図り、アクセス数の増加を目指します。 

（３）京都新聞福祉賞贈呈（京都新聞文化ホール 12 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

の「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

なりましたが、2020 年度に京都新聞大賞の見直しに伴い「京都新聞福祉賞」に改称し

ました。2021 年度も新聞紙面などで推薦を募り、選考委員会で審議します。副賞は、

個人 20 万円、団体 30 万円。「福祉号」贈呈とあわせて贈呈式を行います。 

（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。さらに 2020年度はコロ

ナ禍の影響を受けて、一般寄付は前年度に比べて半減する見通しです。新聞紙

面での募金の呼び掛けに加え、「京都新聞歳末ふれあい募金」や「誕生日おめでとう」

コーナーへの賛同を求めるダイレクトメールなどを効果的に活用し、支援を求めます。

また、寄付者には感謝状を積極的に発行して顕彰し、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。

2020 年度はコロナ禍の影響で、活動機会は障害のある人の魚釣り体験講座にとどまり

ました。2021 年度は、同講座をはじめ、精神障害のある人の「京都ゆとりスポーツの集

い」や「京都手話フェスティバル」などを活動の場とし、手話などの研修講座も開催して

活動に生かしてもらいます。登録者数（2021 年１月現在 10 人）の拡大を目指します。 



９ その他の事業 

（１）滋賀での事業（滋賀県内 12月 予算 63万円） 

 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、

「京都新聞お楽しみ子どもシアター in 滋賀」の名称で開催します。一般募集の親子

や児童養護施設の子どもたちを人形劇やコンサートに招待します。2020 年度はコロナ

禍の影響で開催を中止しましたが、2021 年度は利用する会場の感染防止ガイドライン

に沿って入場者数を調整するなどして実施します。 

（２）後援・助成事業（通年 160万円） 

 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。障害

児・者や高齢者、子ども、難病の支援団体が実施する集いや講演会、スポーツ大会な

ど幅広く支援します。コロナ禍の影響で 2020 年度の申請数が激減しており、2021 年

度も影響が続くとみて予算額を減額しました。 

（３）ともに生きる事業（2022年３月 予算 30万円） 

 当事業団設立 50 周年を記念して 2014 年度に始めた「ともに生きるフォーラ

ム」は、京都新聞「福祉のページ」のコラム「暖流」の執筆者を主な講師とし

て、介護や共生社会、子どもの貧困など幅広いテーマで開催しています。紙面

と双方向の催しで、時には歌なども交えて楽しく地域福祉について考えます。

2019、2020 年度はコロナ禍の影響で、中止しました。2021 年度は、会場参加とともに

オンラインの併用も検討します。要約筆記や手話通訳の経費も盛り込みました。 

（４）災害救援金・災害見舞金（通年 予算 50万円＝災害見舞金） 

 自然災害が近年、多発しています。2020 年度は７月に複数回の豪雨災害による大

規模な被害などが発生したため、救援金を７月 10 日から 10 月 30 日まで受け付け、

252 件、計１098 万 4327 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 万円を添えて熊本、福岡、大分など７県の被災者に贈りました。2021 年度も災害見

舞金 50 万円を計上し、大きな災害が発生した場合は災害救援金を募ります。 

（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。該当事案がな

い場合は執行を見送ります。2020 年はコロナ禍で多くの団体や施設が影響を受けて

いるため、経済活動支援である「工賃増への取り組み助成」の増額に充当しました。 

10 チャリティー事業 

 京都新聞チャリティー美術作品展（８～９月 予算 1850万円） 

29 ㌻の③京都新聞チャリティー美術作品展の項と重複するため省略します。 

以上 


