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公益財団法人タカタ財団 第４期事業報告書 

（平成 2４年 7 月 1 日～平成 2５年 6 月 30 日） 

 

平成２４年６月１２日の臨時評議員会にて承認された第４期事業計画に基づいて遂

行してきた事業活動について以下報告する。 

 

１．役員に関する事項 

（１）評議員 

役 職 氏 名 現 職 

評議員長 近森 順 公益社団法人 自動車技術会  

名誉会員 

評議員 石川 博敏 自動車安全運転センター理事 

評議員 樋口 世喜夫 早稲田大学 環境総合研究センター参与   

招聘研究員                

公益社団法人自動車技術会代議員・フェロー 

評議員 宮嵜 拓郎 株式会社ＮＴＴデータアイ 特別参与 

評議員 柚原 直弘 日本大学 名誉教授 

評議員 村井 勝 国際親善総合病院 院長 

 

（２）理事 

役 職 氏 名 現職・担当 

代表理事 高田 暁子 タカタ株式会社 特別顧問 

理事 奥野 勉 広報事業・ライブラリー事業担当 

理事 西堀 聰 研究助成事業担当 

理事 古谷 知之 慶應義塾大学総合政策学部准教授 

教育事業担当 

理事 福田 守利 国際経営カウンセラー・SJD 法学博士 

理事 薩摩 一彦 タカタ株式会社 顧問 

財団運営業務全般 

 

（３）監事 

役 職 氏 名 現 職 

監事 尾澤 輝行 税理士法人 尾澤会計事務所代表 

監事 佐藤 正典 公認会計士・ 税理士 
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２．理事会の開催 

（１）平成２４年８月２９日（金）タカタ総業株式会社会議室において以下の議案に 

ついて審議を行い、全員一致で承認した。 

   第１号議案 第３期（平成２３年７月１日～平成２４年６月３０日）事業報告 

   第２号議案 第３期決算計算書類の承認 

   第３号議案 任期満了に伴う役員の選任 

        ・理事：6 名の重任 

        ・監事：退任 1 名（栗本牧哉氏） 

            重任 1 名（尾澤輝行氏） 新任 1 名（佐藤正典氏） 

  報告事項：「研究委員会」委員の一部改選の報告 

 

（２）平成２４年９月１８日（火）タカタ株式会社本社会議室において以下の議案につ

いて審議を行い、全員一致で承認した。 

   第１号議案 代表理事の選定 

        高田暁子氏を代表理事として選定した。（重任） 

   第２号議案 業務執行理事の選定 

        薩摩一彦氏を業務執行理事として選定した。（重任）  

 

（３）平成２５年２月５日（火）渋谷セルリアンタワーホテル 2 階臨時会議室において 

以下の議案について審議を行い、全員一致で承認した。 

第１号議案 平成２５年度研究助成テーマの選考報告及び承認 

        ２月 5 日開催された研究委員会で研究助成テーマとして選定された前

年度からの継続テーマ 4 件を含む 12 件ついて審議を行い、全員一致

でこれを承認した。 

承認されたテーマについては後述の研究委員会の項を参照のこと。 

   第２号議案 財団の運営効率化のための定款及び規程の見直しについて 

        議長はタカタ財団が公益財団法人の認定を得てから 4 期半ばを経過

しており、より効率的な財団運営を目指して定款の見直し及び規程の

整備を行うことを報告した。 

（ⅰ）定款の見直し 

第９条 事業計画書、収支予算書の決議 → 理事会のみの決議 

第２２条 評議員会の議長の選出 → 評議員長（評議員会規則） 

第２４条 評議員会議事録の押印 → 少人数化 

（ⅱ）諸規定の整備 

① 定款における不足事項の補足 

② 理事の職務権限規程、印鑑管理規程、寄付等取扱規程、会計処理

規程の整備 
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第３号議案 事業計画及び予算作成に沿った運営資金借り入れについて 

      議長はタカタ財団の資金繰りが変則的（会計年度末の受取配当金の入

金をもって収入になる。）であり、期中の資金不足から寄付者からの

一時的な借受金により賄っていることを説明した。この変則的な資金

繰りを借入金（短期借入金の継続）により安定した資金繰りとする旨

の提案をし、満場一致の承認を得た。 

 

上記第２号議案については、次回以降の理事会において個別に議場に諮り審議、 

決議するものとした。 

 

（４）平成２５年５月１６日（金）、タカタ総業株式会社会議室において以下の議案に

ついて審議を行い、全員一致で承認した。 

第１号議案 第５期事業計画（案）及び第５期収支予算書（案）の件 

（ⅰ）第５期事業計画（案）について、従前から継続する研究助成事業、交通 

安全の教育「寄付講座」事業、ライブラリー事業、広報事業に加えて、新

たに産業技術総合研究所デジタルヒューマン工学研究センターによる「効

果の高いチャイルドシート着用コンテンツ「本当に子どもを愛するなら」

の作成・効果評価・社会周知」を特定研究テーマとして追加する。 

    （ⅱ）第５期収支予算書（案） 

       事業費会計の予算を上記の追加及び既存事業の充実を考慮して以下の通り 

とした。 

      研究助成費（減額） 30,000,000 円 → 25,500,000 円 

      寄付講座（増額）   4,000,000 円 →  4,300,000 円 

       （寄付講座の履修生増加及び財団内諸経費増加に伴う増額） 

      また福利厚生費の事業費振り替え、給与手当比率相当額の管理費配賦、 

      法人会計予算のうち通信費及び事務所賃借料を共通経費として事業会 

計と法人会計で折半負担とする。 

第２号議案 定款一部変更の件 

（ⅰ） 第２２条 評議員会の議長選出 → 評議員長（評議員会規則による。） 

（ⅱ）第２４条評議員会議事録の押印（出席者全員押印） 

→ 少人数化（議長及び議事録作成者の２名） 

第３号議案 各種規程の整備の件 

（ⅰ）理事の職務権限規程（変更） 

    （ⅱ）公印管理規程（新規） 

    （ⅲ）寄付金等取扱規程（新規） 

    （ⅳ）会計処理規程（新規） 
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３．評議員会の開催 

（１）平成２４年９月１８日（火）、タカタ株式会社大会議室において定時評議員会を

開催した。 

・報告事項 

  業務執行理事は第３期（平成２３年７月１日～平成２４年６月３０日）事業報告を

行った。 

 ・決議事項 

第１号議案 第３期決算計算書類の承認の件 

      代表理事より第３期の決算計算書類の提出及び説明と監査報告の結果を

受けたあと、議場に諮ったところ全員一致でこれを承認した。 

第２号議案 任期満了に伴う評議員６名選任の件 

      本定時評議員会終結のときをもって任期満了し、退任となる評議員は下記

の通りであるが、６名全員が重任され、その就任を承諾した。 

（ⅰ）石川 博敏 氏 

（ⅱ）近森 順 氏 

（ⅲ）樋口 世喜夫 氏 

（ⅳ）宮嵜 拓郎 氏 

（ⅴ）村井 勝 氏 

（ⅵ）柚原 直弘 氏 

また評議員の中か近森順氏が評議員長に選定された。 

第３号議案 任期満了に伴う理事６名選任の件 

本定時評議員会終結の時をもって理事６名は任期満了・退任となるため、

新たに候補者ごとに決議を行い選任した。 

任期満了の理事は下記の通りであり、全員が重任をされ、その就任を承諾

した。 

（ⅰ）高田 暁子 氏 

（ⅱ）奥野 勉 氏 

（ⅲ）薩摩 一彦 氏 

（ⅳ）西堀 聰 氏 

（ⅴ）福田 守利 氏 

（ⅵ）古谷 知之 氏 

第４号議案 任期満了に伴う監事の選任の件 

      本定時評議員会をもって下記の監事２名の任期が満了し退任するため、新

たに候補者ごとに決議を行い選任した。 

（ⅰ）尾澤 輝行 氏（重任） 

（ⅱ）栗本 牧哉 氏（退任） 

（ⅲ）佐藤 正典 氏（新任） 
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（２）平成２５年６月１１日（火）、国際文化会館会議室において臨時評議員会を開催

し、以下の議案について審議を行い、全員一致で承認した。 

    第１号議案 第５期（平成２５年７月１日～平成２６年６月３０日）事業計画書 

   第２号議案 第５期収支予算書 

   第３号議案 定款一部変更の件 

評議員会議長の選定及び評議員会の議事録署名をする者について、定款

の変更。 

   第４号議案 評議員会規則の一部変更の件 

（ⅰ）評議員会の議長は評議員長がその任にあたり、評議員長は互選により 

選出する。 

（ⅱ）評議員会の議事録署名人について議長及び議事録作成者が署名若しくは

記名押印または電子署名する。 

  提案事項 

   次回定時評議員会開催日を９月１１日（水）１６時からに仮決定した。 

 

４．研究助成事業 

（１）研究助成テーマの選定   

平成２４年１０月１日から平成２４年１２月１５日まで当財団のホームページ、

メディア等を通じて平成２５年度助成研究テーマの公募を行い、新規申請研究３

１件、前年度からの継続研究４件の計３５件（＋締め切り後受付のため失格１件）

の申請を受領した。 

   平成２５年２月５日に開催した研究委員会において審議の結果、下記１２件の 

研究テーマを選定した。 

 

単位：万円 

 研究テーマ名（応募申請順） 研究代表者 助成額 

１ 交通安全教育プログラムの開発 

-高学年児童を各にした生涯教育手法の構築

と普及促進- 

（前年度からの継続テーマ） 

(財)日本自動車件研究所 

安全研究部 

研究員 大谷 亮 氏 

 

250 

 

２ ドライバーによる事故要因の定量的メカニ

ズムの解明 

（前年度からの継続テーマ） 

いわき明星大学  

科学技術学部 

教授 櫻井 俊明 氏 

 

 

120 

３ 

 

高次脳機能障害者等における運転支援シス

テム設計 

筑波大学 システム情報系 

准教授 伊藤 誠 氏 

 

250 
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４ 

 

精神疾患における運転行動の実態と運転 

特性 ―統合失調症を中心に― 

（前年度からの継続テーマ） 

富山大学大学院 

医学薬学研究部 

准教授 松井 三枝 氏 

 

300 

５ 

 

高齢者安全運転支援相談員（仮称）創設の 

ための基礎研究 

特定非営利活動法人 

高齢者安全運転支援研究会 

理事長 矢代 隆義 氏 

350 

 

６ 

 

細街路小交差点にける自転車の通行挙動特

性の把握 

流通科学大学  

総合政策学部 

准教授 三谷 哲雄 氏 

230 

７ 自動車と自転車の共存を目指した新しい都

市交通システムの構築 

―安全な自転車走行環境整備に向けた学際

的研究― 

神戸大学大学院 

海事科学研究科 

准教授 松本 秀暢 氏 

 

100 

８ 睡眠呼吸障害とトラック運転者の交通事故

との関連についての研究 

愛媛大学大学院 

医学系研究科 

教授 谷川 武 氏 

300 

 

９ 若者の価値観の変遷と交通事故の関係 東北学院大学 教養学部 

教授 吉田 信彌 氏 

200 

10 危険運転をする健常高齢ドライバーの頭部

MRI 検査解析 

高知工科大学  

地域連携機構 

客員教授 朴 啓彰 氏 

450 

(繰越し

200 万円

を含む) 

11 周辺土地利用と生活道路の理想性能を考慮

した面的速度抑制対策箇所の選定方法に関

する研究 

岡山大学大学院 

准教授 橋本 成仁 氏 

 

300 

12 交通行動の地域性に着目した効果的な事故

対策立案方法の開発 

埼玉大学大学院 

理工学研究科 

教授 久保田 尚 氏 

351 

研究助成金額 

・新規研究助成テーマ：20,810,000 円    

・継続研究助成テーマ：11,200,000 円(繰越し 200 万円を含む) 

・新規テーマ・継続テーマ合計：32,010,000 円 

 

（２）特定テーマについて 

平成２５年度研究助成応募テーマに子どもに対する交通安全のテーマが含まれてい

なかったため、以下を追加した。 
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13 「効果の高いチャイルドシート着用促進コ

ンテンツ「本当に子どもを愛するなら」の作

成・効果評価・社会周知」 

産業技術総合研究所デジタル

ヒューマン工学研究センター

主任研究員 北村 光司 氏 

350 

 

（３）研究報告会 

６月１１日（火）、国際文化会館にて助成研究テーマの研究結果を社会に知って 

もらうための「タカタ財団第４回助成研究報告会」を開催した。 

  研究報告会には当財団関係者を含め１１３名の出席者があった。 

 

平成２４年度助成研究本報告 

１ 「ヒューマンエラー・交通事故を誘発する眠気

の発生要因と対策に関する系統的研究」 

東京医科大学 睡眠学講座 

准教授 駒田 陽子 氏 

２ 「自転車の安全走行に関する研究」 元芝浦工業大学 工学部 

機械学群機械機能工学科 

教授 沼田 仲穂 氏 

３ 「交差点を横断する歩行者の安全支援に関す

る研究」 

秋田大学 工学資源学部 

准教授 浜岡 秀勝 氏 

４ 「死傷事故低減に向けた高齢歩行者における 

行動特性の究明と対策について」 

独立行政法人 交通安全環境研究所 

主任研究員 松井 靖浩 氏 

５ ドライブレコーダを用いた健常及び認知機能 

低下高齢者の日常的運転行動の測定と分析」 

佐賀大学 医学部 

教授 堀川 悦夫 氏 

６ 「生活道路における車両側からの速度制御ア

プローチが高齢運転者に与える影響計測の試

み」 

愛知工科大学 工学部 

教授 小沢 愼治 氏 

７ 「高齢ドライバー運転診断・リハビリシステム

の開発」 

山梨大学大学院 医学工学総合研究部 

准教授 伊藤 安海 氏 

平成２４年度助成研究中間報告 

８ 「交通安全生涯教育プログラムの開発 

―高学年児童を核にした生涯教育手法の構築

と普及促進― 

（財）日本自動車研究所 安全研究部 

研究員 大谷 亮 氏 

９ 「精神疾患における運転行動の実態と運転特

性 

―統合失調症を中心に― 

富山大学大学院 医学薬学研究部 

准教授 松井 三枝 氏 

10 「ドライバーによる事故要因の定量的メカニ

ズムの解明」 

いわき明星大学 科学技術学部 

教授 櫻井 俊明 氏 
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11 「危険運転をする健常高齢ドライバーの頭部 

MRI 検査解析 

高知工科大学 地域連携機構 

客員教授 朴 啓彰 氏 

 

助成研究テーマ報告の総括として評議員長である近森順先生より乗車前（交通安全教育）

から事故後（救急医療）までの死傷者の段階的な対応策と助成研究テーマの位置づけの

説明及び助成研究の今後に期待することとして 

１． 研究の継続・発展 

・助成研究を種にして、さらに深く・広く発展させる。 

２． 成果の社会への還元 

・具体的に交通安全に寄与できる活動につなげる。 

のまとめをいただき、報告会を終了した。 

 

５．寄付講座 

２期目になる慶應義塾大学総合政策学部・環境情報学部共通講座「交通安全文化論」

は２０１２年度秋学期に湘南藤沢キャンパスにおいて開講した。 

講義はゲスト講師によるオムニバス形式とし各講義のテーマとゲスト講師は下表

の通りである。 

本年度は履修希望者全員を受け入れ、前年比９６名増の計１４４名( 1 年:１０、

２年:３９、３年６０：、４年：３４)（男性：１０１、女性：４３名）が履修した。 

２０１３年１月２２日にタカタ株式会社の協力を得て実施した愛知川・彦根でのフ

ィールドワークでは、希望者選抜方式として３５名（男性：２２名、女性：１３名）

が参加した。 

 

各講義のテーマとゲスト講師 

回 テーマ ゲスト講師 

1 ガイダンス タカタ財団理事長 高田暁子氏 

タカタ(株)シニアエキスパート 中山 芳和 氏 

2 交通安全の基本的視座 

（交通事故死傷者ゼロへの挑戦） 

自動車技術会名誉会員  

成蹊大学・警察大学校 非常勤講師（当時） 

近森 順 氏 

3 交通安全行政の取組み （社）全国軽自動車協会連合会 

専務理事 宮嵜 拓郎 氏（当時） 

4 安全技術開発と今後の方向性 日本自動車工業会安全部会長・ 

日産自動車（株）車両性能開発部長  

高橋 信彦 氏 

5 次世代自動車と安全・安心な自動車文

化 

早稲田大学環境総合研究センター招聘研究員・  

自動車技術会代議員 
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―２０３０年のモビリティに向けて 

なにをしてゆくか― 

樋口 世喜夫 氏 

6 ドクターヘリで交通事故から命を守

れ！ 

・ドラマ“コードブルー”が提案する

救命救急の高度化 

日本医科大学救急医学講座教授 

千葉北総病院救命救急センター長 

益子 邦洋 氏 

7 交通安全と運転心理 芝浦工業大学工学部共通系 

教授 春日 伸予 氏  

8 交通安全と予防技術 

―ぶつからない車の開発― 

東京農工大学大学院 

教授 永井 正夫 氏 

9 ドライブレコーダ映像から見た 

運転者の不安全行動・交通事故・ 

違反特性とその後の事故率 

自動車安全運転センター 

理事 石川 博敏 氏 

10 交通安全の取組み レーシングドライバー 佐藤 琢磨 氏 

11 脊椎の交通外傷の病態と治療の実態 慶應義塾大学医学部整形外科学教室 

名倉 武雄 氏 

12 四肢の交通外傷に対する整形外科的対

応 

慶應義塾大学医学部整形外科学教室 

佐藤 和毅 氏 

13 フィールドワーク 

（タカタ株式会社の自動車乗員保護研究開発施設、試験設備、製造工場見学） 14 

15 道路交通事故の世界的状況と安全対策

の取組み 

慶應義塾大学総合政策学部 

准教授 古谷 知之 氏 

 

履修生には最終課題として 

（1）授業を①第２回～第５回、②第６回～第９回、③第１０回～１２回に区分、それぞれ

から１回を選択してその授業内容とどのような点に関心を持ったか。 

（２）交通事故犠牲者ゼロを目指して、人を中心とした交通安全安心社会をどのような技

術・制度・教育を実現するとよいと考えられるか。 

（３）－１．フィールドワークに参加した人に； 

  フィールドワークで印象に残った工場や作業工程、タカタの技術開発について 

（３）－２．フィールドワークに不参加者に； 

  あなたが安全分野の研究者だとすると、どのような研究をしたいと思うか。 

を出題し、レポート提出させた。 

履修生のレポート内容はたいへんレベルの高いものであり、寄付講座「交通安全文化論」

の開講意義は大きいと判断する。 
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６．タカタライブラリー事業 

日本国内官公庁の交通安全に関わる審議会、委員会等の公的文書を当財団のホーム

ページにバナーを設け、検索キーワードを階層的にクリックすることにより文献が検

索できるシステムを構築し、継続的にアップロードした。 

  平成２４年６月３０日時点で１４３件の文献・資料をホームページ上に公開したが、

平成２５年度は２８件追加し合計１７１件の公開となった。 

 

 追加例； 

 ・自動車安全運転センター：交通事故映像の活用による交通安全教育 DVD に関する

調査研究、他各種調査研究報告書 

  ・(公財)交通事故総合分析センター：団塊世代の歩行者事故の将来予測 

 ・国土交通省：高速バスツアー等の過労運転防止のための交替運転者の配置基準等の

策定について 

・独立行政法人 交通安全環境研究所：超小型車の導入に向けた課題とその解決への

提案 

 ・警察庁 交通局：第１回自転車の交通ルールの徹底方策に関する懇談会 

 ・独立行政法人 自動車事故対策機構：2012 年 3 月 自動車アセスメント 車種別安全

性能比較評価一覧  

  等。 

今期の文献収集リストは別紙を参照のこと。 

 

７．広報事業 

   社会から存在を期待される財団作りのため、事業活動を支援する「広報ツール 3

本柱」のアップデートを基軸とする効果的プロモーション活動展開を行った。 

 

（１）財団の社会イメージ形成へのホームページ構築 

電子媒体(Web)のホームページは、財団情報の公開や研究助成応募窓口として事

業活動を支援し、交通安全に関心を持つ人達への財団の存在を認知アピールする情

報発信ツールである。これらの人達からの継続的アクセスと新たなアクセスを期待

するための活発な事業活動、即ち掲載事象の収集・作成・発信に努め、魅力あるホ

ームページ構築への更なる前進によって、アクセス件数の大幅な増大を達成した。 
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利用統計 

月別アクセス件数統計 作成日時 30-Aug-2013 03:00 JST 

 

 

月の統計 

           

月 
一日あたりの平均 月合計 

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits 

           
Aug 2013  2314 971 1446 190 2855 10923815 5713 43395 29155 69423 

Jul 2013  3263 1224 1985 225 3194 14032260 6980 61562 37969 101163 

Jun 2013  2626 1269 1506 224 2949 11876601 6499 43701 36804 76159 

May 2013  1423 829 666 148 2247 8009767 4600 20664 25704 44128 

Apr 2013  2243 1317 1018 205 3116 9120234 6174 30557 39535 67296 

Mar 2013  1241 737 569 138 2167 7042858 4308 17669 22855 38498 

Feb 2013  1905 985 954 165 1895 9382981 4635 26729 27580 53350 

Jan 2013  2071 1053 1126 169 2090 10463882 5255 34917 32664 64201 

Dec 2012  2253 1103 1236 178 2129 9895856 5340 37093 33100 67608 

Nov 2012  1794 964 879 152 1905 8835649 4270 24620 26997 50252 

Oct 2012  1999 1002 1040 150 2036 10355522 4668 32247 31085 61998 

Sep 2012  1746 955 826 146 1789 6061294 4385 24789 28673 52387 

           総合計 116000719 62827 397943 372121 746463 

 

 

 

http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201308.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201307.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201306.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201305.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201304.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201303.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201302.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201301.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201212.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201211.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201210.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201209.html
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（ⅰ）役員構成の変更、事業活動実績等に合わせ、関連ページをリニューアル 

（ⅱ）コンテンツの充実 

・当財団ホームページ・メニューバー「タカタ財団助成研究論文集」への

アクセスにより、助成研究論文集を読めるようにした(ｵﾝﾗｲﾝｼﾞｬｰﾅﾙ)（平成

２３年度新設）が、引き続き「平成２４年度助成研究論文集」を国会図書

館納本に合わせ、論文集を電子化・公開アップロードした（６月）。 

・ジャーナリスト寄稿「コラム」掲載継続（月２~３回） 

・官公庁の交通安全情報発掘、同ホームページ掲載文献の更なる露出効果

を狙った「タカタ ライブラリー」とのコラボレーション企画推進の一環

として、タカタ財団ホームページ・メニューバーに『独立行政法人・自

動車事故対策機構』様のクリックボタンを新設した。タカタ財団ホーム

ページから同機構様成果情報がとれるようになり、アクセス数増大にも

寄与している（４月）。 

（ⅲ）財団最新情報の掲載（随時） 

 

（２）メディア・媒体への情報リリース発信 

   ・平成２５年度研究助成公募リリース（９月２７日） 

 

（３）「タカタ財団第４回助成研究報告会」開催発信～運営（4 月 11 日～6 月 11 日） 

 

（４）定期刊行物発行 

  ・タカタ財団助成研究論文集（平成２４年度版）を期内発行にこぎ着け、 

   助成研究者、関係者、国会図書館へ配布・納本した。  

 

 

以上 
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別紙：タカタライブラリー文献収集リスト（2012年 7月～2013年 6月） 

 

No. 文献名 著者 発行年月 

144 交通事故映像の活用による交通 

安全教育 DVDに関する調査研究 

自動車安全運転センター 

 

2012年 3月 

 

145 団塊世代の歩行者事故の将来予測 自動車安全運転センター 2012年 3月 

146 高齢歩行者道路横断中事故の分析 (公財)交通事故総合分析ｾﾝﾀｰ 2011年 

147 高齢歩行者道路横断中事故の分析 (公財)交通事故総合分析ｾﾝﾀｰ 2011年 

148 人口、車両台数、インフラ等と  

歩行者事故の発生 

(公財)交通事故総合分析ｾﾝﾀｰ 2011年 

 

149 人対車両事故における車両タイプ

と歩行者の傷害に関する分 

(公財)交通事故総合分析ｾﾝﾀｰ 2011年 

 

150 子どもの飛び出し事故の事例分析 (公財)交通事故総合分析ｾﾝﾀｰ 2011年 

151 高速バスツアー等の過労運転防止

のための交替運転者の配置基準等

の策定について 

国土交通省 自動車局 2012年 9月 

 

152 事業用トラックの事故発生状況を

踏まえた事故防止の徹底について 

国土交通省 自動車局 2012年 9月 

 

153 H24年 5月 29日「高速ツアーバス

等の過労運転防止のための検討

会」結果概要 

国土交通省 自動車局 2012年 6月 

 

154 「地域のニーズに応じたバス・タ

クシーに係るバリアフリー車両の

開発」報告書について 

国土交通省 自動車局 2011年 7月 

 

155 第１回オートパイロットシステム

に関する検討会 

国土交通省 自動車局 2012年 6月 

 

156 第２回 オートパイロットシステ

ムに関する検討会 

国土交通省 自動車局 2012年 8月 

 

157 第３回 トラックにおける運行 

記録計の装着義務付け対象拡大の

ための検討会 

国土交通省 自動車局 2012年 8月 

 

158 超小型車の導入に向けた課題と 

その解決への提案 

独立行政法人 交通安全環境

研究所 

2012年 11月 

 

159 トラック・バスの構造・装置に係

る最近の不具合・事故の要要因及

び対策に関する考察 

独立行政法人 交通安全環境

研究所 

2012年 11月 
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160 「ペダル付きの原動機付自転車」

の取扱いについて 

警察庁 交通局 2005年 3月 

 

161 第１回自転車の交通ルールの徹底

方策に関する懇談会 

警察庁 交通局 2012年 10月 

 

162 第４回 安全で快適な自転車利用

環境の創出に向けた検討委員会 

警察庁 交通局 2012年 5月 

 

163 第３回 安全で快適な自転車利用

環境の創出に向けた検討委員会 

議事概要 

警察庁 交通局 2012年 4月 

 

164 みんなにやさしい自転車環境－安

全で快適な自転車利用環境の創出

に向けた提言－ 

警察庁 交通局 2012年 4月 

 

165 自転車の交通ルールの徹底方策に

関する提言 

警察庁 交通局 2012年 2月 

 

166 自転車の交通ルールの徹底方策に

関する提言 

警察庁 交通局 2012年 12月 

 

167 第３回 自転車の交通ルールの徹

底方策に関する懇談会 

警察庁 交通局 2012年 12月 

 

168 平成 24 年度 第 2 回車両安全対

策検討会 

国土交通省 交通局 2012年 11月 

 

169 2012 年 3 月 自動車アセスメント 

車種別安全性能比較評価一覧 

独立行政法人 自動車事故対

策機構 

2012年 3月 

 

170 第 5期 ASV推進計画 国土交通省 自動車局 2012年 9月 

171 

 

超小型モビリティ導入に向けた 

ガイドライン 

国土交通省 自動車局 2012年 6月 

 

 


