
２０２２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、災害救援募金などに取り組んできました。 

2020（令和２）年から新型コロナウイルス感染症が全世界で猛威を振るい、当事業団

も大きな影響を受けています。障害者スポーツや高齢者、子ども向けのレクリエーショ

ン行事などの中止や見直しを余儀なくされました。一方で、奨学金や助成金事業を大

幅に拡充してコロナ禍で苦境に立つ学生や団体への支援に全力を挙げています。 

2022（令和４）年度は「コロナ後」を見据え、福祉活動への支援と新たな担い手の発

掘、奨励に力を入れます。地域福祉の担い手である福祉団体やボランティアグループ

はこの２年間、人と人との接触の制限や拠点施設の閉鎖などで活動が制約され、休止

状態の団体もあります。感染収束は見通せていませんが、「草の根」ともいえる活動を

再活性化することが急務です。「京都新聞福祉賞」に「奨励賞」を 20 年ぶりに復活させ、

今後の活躍が期待できる団体や取り組みに光をあて、新聞紙面で広く紹介します。

「京都新聞福祉活動支援」でも選考基準に盛り込み、新規活動を積極的に助成します。 

 コロナ禍で増額している「京都新聞愛の奨学金」事業費は 2020 年度（3000 万円）の

ような多額寄付が見込めず前年度より減額しますが、最高水準の 4000 万円台は維持

します。行催事は、引き続き感染防止を優先して実施します。障害のある人の魚釣り

の体験講座は、２年ぶりに１泊２日の海釣りを目指します。経常費用は、３年計画で実

施した「福祉号」贈呈事業が終了したため、前年度予算比 13.6％減になります。 

 寄付金収入は、コロナ禍の影響で企業などの大口の団体寄付が落ち込んでおり、

「善意の小箱」は低迷が続くとみています。「京都新聞チャリティー美術作品展」は前

年度実績比 9.5％増を見込み、寄付金総額は前年度予算比 401 万円増としました。 

これにより一般正味財産増減予算は、実質 2584 万 5400 円の赤字となり、前年度に

引き続き同額を福祉事業基金資産から取り崩します。取崩額は前年度予算比 484 万

9800 円減で、2022 年度末の福祉事業基金残高は３億 6000 万円程度になる見通しで

す。基金の取り崩しが続きますが、困難な時代だからこそ事業団の使命を果たさなくて

はならないと考えています。コロナ後の地域福祉のあり方を見据えながら積極的に事

業を推進して、寄付者の皆さまの期待に応え、さらなる協力と賛同を呼び掛けて「とも

に生きる」社会の実現を目指します。 

2022 年度一般正味財産増減予算案の骨子は次の通りです。（△はマイナス） 



2022 年度正味財産増減予算案の骨子 

 2022年度予算案 2021年度予算 増減率 

経常収益 1 億 3560 万 4000 円 1 億 4089 万 1000 円 △  3.8％ 

経常費用 1 億 3560 万 4000 円 1 億 5689 万 1000 円 △ 13.6％ 

経常増減 0 円 △ 1600 万円  

寄付金総額       9804万円 9403 万円 4.3％ 

 

２ 支援財源確保へ募金活動を強化 

（１）寄付金総額の目標は 980４万円 

 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。し

かし、寄付金額は景気や社会情勢、大口寄付者の有無などに左右され、見通しにく

いのが実情です。2022 年度の寄付金総額の目標は、前年度予算比 4.3％、401 万

円増としました。一般寄付金は、「善意の小箱」がコロナ禍の影響が続くものの、「京

都新聞チャリティー美術作品展」の落札額などの増加を見込みます。指定寄付金は

おおむね前年度実績を計上しました。総額で増加を見込んでいるとはいえ、前年度

に割った１億円の大台回復は厳しい状況です。新聞紙面やインターネット、ダイレクト

メールを一層活用するなど募金活動を強化して、寄付金の回復を目指します。 

（２）一般寄付金の目標は 8500 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。2022 年度は「善意の小箱」の低迷が続くとみています

が、全体では前年度予算に比べて 300 万円の増加を目指します。 

① 善意の小箱（目標 1200 万円） 

 街頭やイベントでの募金から個人、団体寄付まで、地域の皆さまの寄付金を幅広く

受け付けています。目標を前年度予算比 20％、300 万円減としました。前年度は

2020 年度に引き続き、コロナ禍の影響を受け、チャリティーイベントやスポーツ大会、

街頭募金などが中止になり、企業や団体の大口寄付はさらに減少しました。寄付金

は 2020 年度（1328 万円）のほぼ半額の 700 万円程度に落ち込み、公益法人移行後

初めて 1000 万円を割る見通しです。年間を通じて常時受け付けている、当事業団を

支える寄付金の一つであり、強い危機感を持ち回復に全力を挙げます。 

② 京都新聞歳末ふれあい募金（目標 3100 万円） 

 目標は前年度実績と同額で、同予算比では 3.3％、100 万円増とします。前年度は

11 月 29 日から 12 月 28 日まで受け付け、1525 件、計 3109 万 545 円が寄せられま

した。2020 年度に比べ 90 件、368 万円増加し、10 年ぶりに 3000 万円の大台に乗せ



ました。新聞紙面の特集や記事を増やし、寄付金を活用した助成事業や助成を受け

た団体の紹介に力を入れたことが一因と考えています。2022 年度も紙面やダイレクト

メールなどで呼び掛けを強化します。同時に、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、京都銀行と京都中央信用金庫、京都信用

金庫に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 4200 万円） 

 京都、滋賀を中心に全国の画家や陶芸家、工芸家、書家、宗教家、文化人らの皆

さまからの寄贈作品を展覧し、来場者に入札してもらい、落札金をそのまま寄付金と

して計上しています。2022 年度は第 40 回展を８月 17～22 日の６日間、京都市下京

区の京都高島屋グランドホールで開きます。寄付総額の目標は、過年度の未落札作

品お求め会も含めて前年度比 9.5％増、同予算比 13.5％増の 4200 万円とします。

前年度の 39 回展は２年ぶりで、初めての夏季（８月 11～16 日）開催になりました。会

期中、新型コロナの感染拡大と災害級の豪雨に見舞われ、来場者は 37 回展（2019

年）の６割減と大きく落ち込みました。しかし、２年ぶりの開催だったためか、落札単価

が上昇し、落札総額はほぼ前回並み（1％減）の 3835 万円になりました。40 回展は、

会場の都合で引き続き夏季開催になります。作品点数を１割ほど増やして 1200 点程

度とし、来場者と落札額の増加を図ります。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３年ぶりに開きます。一方、事業経費は前年度に予算比 10.8％

圧縮しましたが、40 回展は作品数の増加と額縁などの資材価格の上昇が見込まれ

るため、前年度予算と同額の 1850 万円を目標にしました。落札総額から経費を差し

引いた福祉充当金は前年度実績見込み比 7.4％増の 2350 万円を見込みます。 

（３）指定寄付金の目標は 1304 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。予

算額は確実に見込める額を計上しており、前年度予算比 101 万円増を目標とします。

５寄付金とは別に、大災害の発生時には期間を定め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 850 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、誕生

日以外の寄付を募る「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、前年度予算比 80 万円増としました。「協賛・愛の奨学金」

に京都市内の自動車販売会社から「交通遺児のために」と 80 万円の寄付の申し出

があるためです。一方の誕生日コーナーの目標は、前年度予算と同額の 550 万円と

しました。このコーナーは、事業団発足時に設けた伝統のある募金活動で近年、賛

同者の高齢化で減少傾向にありますが、「コロナ禍で困窮している若者支援に」と呼

び掛けを強化し、一定の歯止めをかけることができました。今後も、だれもが気軽に

社会貢献できるコーナーとして紹介し、賛同の輪を広げます。 

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」から成ります。寄付額の変動は少な

く、2022 年度も前年度予算額と同額を目標とし、企業などへの働き掛けを強化します。 

③ 「子育て応援事業」寄付金（目標 115 万円） 

 京都市中京区の大手電子部品メーカーの実質的創業者の生誕記念として、ご遺

族から年数に１万円をかけた額が寄せられています。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。

安心して子育てできるように活動するグループや支援団体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う「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。コロナ禍の影響で２年連続で中止を余儀なくされましたが、2022

年度はぜひとも実施したいと考えています。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 150 万円） 

前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 106

万円、「藤田めぐみ父の日コンサート」実行委員会から 30 万円、個人寄付 10 万円が

あり、この実績額を 2022 年度目標にしました。ゴルフ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、子どもたちからの感謝の声を受けて継続されています。 

３ 「遺贈」を受け入れる態勢づくり 

 2018 年に 90 歳で亡くなった中京区の女性から遺言状に基づく多額の遺贈を

受け、翌 2019年度から３年間の「福祉号」贈呈事業として車いすが積載できる

車両など計 24台を贈りました。多くの福祉団体や施設がコロナ禍で厳しい財政

状況におかれ、利用者の感染防止のために送迎や移動用の車両を必要としてい

たこともあって、応募総数は３年間で延べ 154 団体に上りました。これほどま

でに期待され、喜ばれた事業が実施できたのは、いうまでもなく、亡くなった女

性が当事業団を信頼し、多額のまとまった寄付金を遺してくださったからです。

その後も時折、信託銀行や弁護士から当事業団の遺贈受け入れの可否や活動内

容の問い合わせが寄せられています。遺贈による社会貢献への関心が高まって

いるとみられます。当事業団も法的な問題や税制などを踏まえたうえで、新聞紙

面や広告、インターネットなどで積極的に呼び掛ける必要があります。金融機関

や専門家との連携も含めて、遺贈受け入れの態勢づくりを進めます。 

４ 「コロナ後」を見据え、地域福祉の担い手を発掘・支援 

 新型コロナ感染症は２年以上にわたり波状的な流行を繰り返し、社会に甚大



な影響を与えています。コロナ禍がもたらしている人と人との「分断」は、地域

福祉を支えてきた団体やグループの活動を封じようとしています。当事業団は

子育てグループや高齢者配食グループ、ボランティア団体などを対象とした各

種の助成を行っていますが、応募団体は急減しており、「集まれない」「訪問でき

ない」「活動拠点が閉鎖された」などの声が聞かれ、「休止状態」という団体もあ

ります。コロナ禍で支援を必要としている人たちの孤立も課題となっており、支

援態勢の立て直しが急務です。そこで、「コロナ後」も見据え、2022年度は地域

福祉の新たな取り組みや担い手の発掘、支援に力を入れます。「京都新聞福祉賞」

に 1994～2002年度に設けていた奨励賞を復活させ、活動歴が浅くても将来の活

躍が期待できる個人や団体を紹介して後押しします。「京都新聞福祉活動支援」

でも事業費を増額し、審査基準に新規活動への積極的な助成を盛り込み財政支

援を行います。地域社会の福祉力再生の起爆剤になることを目指します。 

５ 新聞紙面やインターネットを活用 

 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。現在も京都新聞社ビル内に事務局を置き、啓発や情報提

供を重要な使命の一つにしています。週１回の京都新聞朝刊「福祉のページ」で地域

福祉の現状や課題などを掘り下げ、地元の福祉情報をきめ細かく紹介しています。記

事は京都新聞のОＢ記者に、コラムは識者や福祉関係者に執筆を依頼しています。ま

た、京都新聞地域版に「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、

「京都新聞歳末ふれあい募金」や災害救援金募集では特設コーナーで寄付者名や

寄付金額を紹介しています。紙面が領収書となり、寄付者を顕彰する役割を果たして

います。紙面は当事業団の活動になくてはならない存在であり、他団体にはない強み

でもあります。インターネットのホームページは「福祉のページ」と連動するとともに、事

業団の紹介や事業の応募用紙の提供の場となっています。2022 年度も紙面の充実と

インターネットでの発信力を強化して多くの人たちへの浸透を図ります。 

６ 迅速に被災者を支援 

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。2021 年度は実施しませんでしたが、公益法人に移行後、毎年のように救援金を募

集し、当事業団の見舞金を添えて被災者に届けています。今後も大きな災害が発生

した場合は、積極的かつ迅速に救援金募集などで被災者を支援します。 



2022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 2023 年２月 予算 30 万円） 

 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、教育、福祉、医療などの関係者が障害者雇用の課題を探ります。

前年度は新型コロナの第６波の感染が急拡大したため、開催を見送りました。2022 年

度は感染防止対策の徹底を図り、参加しやすく意見交換も活発にできる会場に集まっ

ての開催を目指します。引き続き、京都市障がい者就労支援ネットワーク会議（通称Ｃ

ｏＣｏ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（2023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集いや施設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 年度から実施できていません。2022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（2023年 3月 予算 253万円） 

 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。福祉活動の

中でも経済活動への助成という位置づけを明確にするため、「京都新聞福祉活動支

援」事業と同時に実施しています。コロナ禍で応募件数が増えているため、2022 年度

は前年度予算比で 50 万円増額します。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、効果的、効率的な助成を行います。 

（２）みんなで海釣り－障害のある人の体験講座（９月 予算 118万円） 

 障害のある人に 1 泊 2 日の日程で宮津市の府立青少年海洋センターに宿泊し、

近くの府立海洋高の桟橋を借りて海釣りを楽しんでもらいます。コロナ禍の影響で

2020、2021 年度は上賀茂神社境内（京都市北区）でのマス釣りに変更しており、海釣

りは３年ぶりになります。神戸新聞厚生事業団と共催し、障害のある人や介助者を両

事業団が各 40人募集して招待します。海洋高の生徒や教職員をはじめ、宮津市社会

福祉協議会、日本釣振興会、府磯釣連合会、釣りインストラクター、当事業団の

「TAGW」のボランティアらが協力し、協賛企業から釣り具やエサ、景品などの提供を

受けます。バスでの移動や宿泊時の感染防止対策を徹底しますが、感染状況によっ

ては過去２年と同様の京都市内でのマス釣りに変更します。 

（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、10

月まで卓球、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。前年度はコロナ禍の影響で

総合開会式と陸上競技、アーチェリーの２競技が中止になりました。 

（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。2022 年度の第 38 回大会は、重い障害のある人を対象にし

た第 32 回ミニ駅伝競走大会を合わせて開催します。1982 年に始まった大会ですが、

コロナ禍の影響で 2 年連続（36、37 回大会）で中止になりました。 

（５）全国車いす駅伝競走大会（京都市内 2023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

とし、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。京都府、京都市、日本パラスポーツ協会、京都新聞などと共催事

業で、優勝チームには天皇杯が贈られます。コロナ禍の影響で第 31～33 回大会は中

止しており、2022 年度の 34 回大会は４年ぶりの開催になります。 

（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８つ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

の社会復帰に向けた健康づくりと余暇活用を目的としています。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。コロナ禍の影響で、

2020、2021 年度は開催できませんでした。 

（７）障害者スポーツ事業共催（５月～2023 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 16 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 30 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、2023 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 24 回ボッチャ大会を開きます。前年度は、コロナ禍の影

響でボッチャ大会だけが開催されました。 

（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分野に約 700 点の応募があり

ます。2022 年度も京都府、京都市、京都新聞などと実行委員会をつくり開催します。コ

ロナ禍の影響で過去２回は表彰式を縮小し、ワークショップを中止しました。 

（９）京都手話フェスティバル（京都新聞文化ホール 2023年１月 予算 20万円） 

 手話の普及と聴覚に障害のある人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、国際ソロプチミスト京都と主催し、ボランティアらの実行委員会の主

管で開きます。メイン行事の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、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 36

回目となりますが、聴覚障害者、難聴者、京都府立ろう学校の児童や生徒、聴覚と視

覚に障害のある盲ろう者、手話サークルのメンバーらの貴重な発表の場になっていま

す。前年度は２年ぶりにコンテストを実施しましたが、開催直前に新型コロナ感染が急

拡大したため、急きょ無観衆で開催して収録動画をインターネットで公開しました。 

（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。約 20 施設の約 500 人が参加する予定です。2020、21 年度は、コロナ

禍の影響で開催されませんでした。 

（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） 

 従来の「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季のキャンプ活動の実施が難しいため、2020 年度から助成

対象を 12 月末までの「野外活動を中心とした宿泊を伴うレクリエーション」に広げてい

ます。助成上限額は１団体 10 万円です。前年度は助成決定後に１団体が中止し、最

終的に５団体に助成しました。2022 年度予算額は前年度予算と同額です。この事業

は、長年実施していた「京都新聞ふれあいキャンプ」を 2008 年度にキャンプなど夏季

の野外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（2023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配食している京都、滋賀のボランテ

ィアグループにお米（お米券）を贈呈し、新年に温かいご飯を届けてもらいます。「京

都新聞歳末ふれあい募金」への寄付金をもとに、１人当たり１食分（150 ㌘相当）を贈り

ます。配食活動は弁当を配る際に、高齢者の話し相手になって孤立を防ぐとともに、

生活状況を見守る活動にもなっています。前年度はコロナ禍の影響で活動を休止した

り、調理場所を確保できない団体があり、贈呈は 29 団体、計 2577 食分にとどまりまし

た。2022 年度は前年度予算と同じ 6000 食分を計上します。 

（２）高齢者招待・おでかけ公演（2023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年度以降、実施できていません。2022 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）高齢者へのプレゼント（2023年２月 予算 59万円） 

 特別養護老人ホームの介助用車いす不足を補うため、京都、滋賀の全施設に多機



能型介助用車いすを１台ずつ贈ります。2022 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選定して贈呈します。事業を開始した 2008 年度か

らの贈呈台数は 277 台で、未贈呈は 40 施設です。 

（４）在宅高齢者福祉サービス支援（12月 予算 150万円） 

介護など在宅福祉サービスを受ける高齢者の経済的負担を軽減するため、「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。在宅福祉を行う

非営利の団体を対象に、介護用品や用具の購入費を助成します。助成上限額は１

団体 10万円です。新型コロナ感染拡大とともに感染防止用品も助成対象に加え、

前年度は 24団体に助成。2022年度も前年度予算と同額を計上します。 

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、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。2022 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など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ます。 

（２）児童養護施設生徒卒業お祝い金（2023 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。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、育児放棄などから児

童養護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。卒業後の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（９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、2021 年度はコロナ禍の影響

で実施できておらず、2022 年度は感染防止対策の徹底を図って開催します。 

（４）交通遺児卒業お祝い（2023年３月 予算 21万円） 

 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。贈呈す

る図書カードは、小学生 5000 円、中学生 7000 円、高校生１万円分です。 

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 万円を助成します。前年度はコロナ禍の影響で申請は減少し、77 団体に 154 万

円を贈呈しました。この事業は 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実施しています。少人数のグループやサークル

にも助成する、他にみられない支援制度として好評です。活動実態の把握が難しいた

め、活動実績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。 

（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ます。前年度はコロナ禍の影響を考慮して、オ

ンライン形式の子育て講習や講演会などにも積極的に助成し、10 件に計 8１万円を贈

りました。2022 年度も前年度予算と同額を計上します。 

５ 福祉活動支援事業 

京都新聞福祉活動支援（2023年３月 予算 607万円） 

 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。別枠で車両を贈呈する３年計画の「福祉号」贈呈事業が前

年度で終了したため、2022 年度は前年度予算比で 200 万円増額して以前の予算水

準に戻しました。助成金の上限額は、コロナ禍で申請が増えているため１件 50 万円に

据え置き、支援団体数を増やします。「コロナ後」を見据え、新規の取り組みや団体も

積極的に支援することとし、選考基準に盛り込み、選考委員会に諮ります。 

６ 奨学金支給事業 

「京都新聞愛の奨学金」贈呈（７月 予算 4110万円） 

当事業団設立当初から継続して実施している最重点事業の一つです。返済不

要の給付型奨学金で、公募して支給する一般の部と交通遺児の部、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、

支給額は大学生・専門学校生が年額 18万円、高校生同９万円、奨学激励金３万

円です。コロナ禍の影響で困窮する生徒学生が急増する一方で多額の寄付を受

けたこともあり、事業費は 2020年度 4123 万円、2021年度 4601 万円（決算見込

み）とそれぞれ過去最高額の 1.5 倍以上に増額してきました。2022 年度は多額

寄付を見込んでいませんが、この水準を維持します。窮地に立つ生徒学生、なか

でも大学生年齢の若者支援に力を入れます。選考委員会で審査します。 

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、新聞紙面で福祉情報を発信し、

地域福祉への理解を深め、啓発することは重要な使命です。また、当事業団は、寄付

に関して税の優遇を受けており、寄付金を公益事業にどう生かしているのか報告する

義務を負っています。紙面をその情報公開の場としても活用しています。2022 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。さらに、「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、週１回の朝刊「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。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を公開する手段ともなっています。202１年４～12 月のアクセス数

は月平均約 43 万 1800 ページビューで、2020 年同期比で 18.8％減少しました。2020

年にページビューが 3.6 倍と飛躍的に上昇した反動ともみられますが、提供情報の一

層の充実を図り、アクセス数の増加に努めます。 

（３）京都新聞福祉賞贈呈（京都新聞文化ホール 12 月 予算 112 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」を前身に、名称を変えながら 2020 年度から「京都

新聞福祉賞」として実施しています。2022年度は、1994～2002年度に贈呈していた奨

励賞を復活させ、今後の活躍が期待できる活動歴が浅い、または若い世代の個人や

団体を発掘して、福祉賞とともに顕彰し、新聞紙面などで紹介します。福祉賞と奨励賞

の贈呈は各２件程度を予定し、副賞として福祉賞は個人 20 万円、団体 30 万円を、奨

励賞は個人、団体ともに 10 万円を贈ります。新聞紙面などで推薦を募り、選考委員会

で審議します。これまでに奨励賞を含め個人 190 件、団体 62 件を表彰しています。 

（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るうえに、コロナ禍の影響で

大幅に減少しています。前年度の一般寄付「善意の小箱」は 2020 年度比４割減

と大幅な落ち込みになる見込みです。10 年ぶりに 3000万円を超えた「歳末ふれ

あい募金」も決して安定しているとはいえず、一層の賛同呼び掛けが必要です。

「誕生日おめでとう」コーナーでは、受給した奨学生の感謝の言葉を届け、寄付

者に喜んでもらって継続寄付に成果を上げています。すべての募金の回復のため、

寄付金の使途を分かりやすく説明し、支援を受けた人たちの生の声を紹介して

賛同の輪を広げたいと思います。「善意の小箱」用のチラシの一新やホームペー

ジの見直しなどを行います。また、引き続き寄付者に感謝状を積極的に発行して

顕彰し、継続した寄付につなげます。 

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。現

在の登録者は１０人で、「みんなで海釣り―障害のある人の体験講座」や「京都ゆとりス



ポーツの集い」、「京都手話フェスティバル」などで活動してもらい、経験を積んでもら

います。手話などの研修講座も開催します。 

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」の名称で開催しています。児童養護施

設の子どもたちや募集した幼児と家族らを、人形劇やコンサートに招待します。コロナ

禍の影響で 2020、2021 年度は開催を見送りました。2022 年度は、感染防止対策を徹

底して開催します。 

（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

当事業団が後援者となる「名義後援」と、名義とともに助成金も支給する「後援助成」を

行います。障害のある人や高齢者、子ども、難病などの当事者や支援団体などが実施

する集いや講演会、スポーツ大会などを幅広く支援します。コロナ禍の影響で申請数

が減少していますが、2022 年度も前年度予算と同額を計上しました。 

（３）ともに生きる事業（2023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、学ぶ場として

います。2019 年度以降、コロナ禍の影響で開催できていません。執筆者と読者が

直接接して対話できる貴重な場であり、感染防止対策の徹底を図り、高齢者も参加し

やすい会場に集まっての開催を目指します。 

（４）災害救援金・災害見舞金（通年 予算 50万円＝災害見舞金） 

 大きな自然災害が発生した際に京都新聞とともに救援金を受け付け、その全額に

当事業団の災害見舞金を添えて被災地に贈ります。前年度は実施しませんでしたが、

災害が発生した場合は迅速に被災者支援に取り組みます。 

（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。 

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） 

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 


