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公益財団法人タカタ財団 第５期事業報告書 

（平成２５年７月１日～平成２６年６月３０日） 

 

平成２５年６月１０日の臨時評議員会にて承認された第５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２５年８月６日（金）、以下の議案について審議を行った。 

  第１号議案 第４期（平成２４年７月１日～平成２５年６月３０日）事業報告 

承認の件 

    第４期事業報告書（案）に基づき、研究助成事業、慶應寄付講座「交通安全

文化論」、タカタライブラリー、広報事業の説明を行い、全員異議なくこれを

承認した。 

 

  第２号議案 第４期決算計算書類、財産目録等の承認及び監査報告の件 

    第４期決算計算書類及び財産目録等について詳細な説明があり、また監事か

ら決算が妥当である旨の報告を受け、全員異議なくこれを承認した。 

 

（２）平成２５年１１月２１日（木）、以下の議案について審議を行った。 

  第１号議案 電通・東京ＦＭ交通安全啓発キャンペーン放送企画の件 

    企画の趣旨、放送の詳細（放送期間・放送時間帯・交通安全メッセージの内

容、予算等について、全員異議なくこれを承認した。 

 

  第２号議案 事業運営資金の借入金返済と決算月変更の件 

    ９月の定時評議員会において指摘された事業運営資金（借入金）返済と今後

の活動資金確保の検討について、 

① 決算月の変更（決算月の選択、変更時期、変更年の対策、年間スケジュー

ルの見直し等）、 

② 経常収入の指定正味財産への留保について説明、議長は出席者の意見を求

めたが適切な解は見当たらず、当面現状を維持することとなった。 

        

（３）平成２６年２月３日（火）、以下の議案について審議を行った。 

第１号議案 平成２６年度研究助成テーマの選考報告及び承認 

    ２月３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５件を含む１１件について研究委員会委員長より選定の経緯

と結果の報告がなされ、審議の結果、全員異議なくこれを承認した。 

助成金総額は２，１６６万円である。 

１１件のテーマについては後述の研究委員会の項を参照のこと。 

参考：新規申請４９件、前年度継続５件、締め切り後申請失格１件 計５５件 

 

（４）平成２６年５月１９日（金）、以下の議案について審議を行った。 

  報告事項 

① 決算月の変更について 
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「内閣府-公益等認定委員会」に相談、及び変更に当っての問題点の確認を行

った結果、 

・決算月の変更及びそれに伴う事業年度の一時的赤字は認められるが、資

金繰り解消のための基本財産への資金留保は認められない。 

との回答を得たため、現状維持とする。 

② 東京ＦＭによるタカタ財団の広報活動 

    平成２５年１１月２１日の理事会において採択された「交通安全啓発の東京

ＦＭラジオキャンペーン放送」について、平成２６年３月２７日に「内閣府

‐公益認定等委員会事務局」へ報告に行き、届け出済みの目的事業活動には

該当しないが、「試行」扱いとして法人会計に取り込むこととの意見を得た。 

 

決議事項 

第１号議案 第６期事業計画（案）について 

第６期事業計画（案）について研究助成事業、交通安全の教育助成事業、ライブラリ

ー事業、広報事業及び「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」を特定継続研究テーマとして事業の予

算は以下の通りとした。 

      研究助成  26,000,000 円 

      寄付講座   4,300,000 円 

広報事業は当財団の社会イメージ形成に重要な役割を持っており、時流に合った

新しいホームページにリニューアルすることとした。 

    予算     3,500,000 円 

 

本議案の説明に対して、全員異議なくこれを承認した。 

 

第２号議案 第６期収支予算書（案）の件 

本収支予算書（案）の説明に対して、全員異議なくこれを承認した。 

 

第３号議案 次年度の理事会開催日の事前設定の件 

理事会の事前開催日程についての議案に意見を求めたところ、概要日程の承認と

役員個別の不都合日時を次年度理事会開催日程設定時に考慮することで合意し

た。 

 

 

３．評議員会の開催 

（１）平成２５年９月１１日（水）、以下の議案について定時評議員会を開催した。 

① 報告事項 
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   第４期（平成２４年７月１日～平成２５年６月３０日）事業について、当評議員

会に提出した事業報告書に基づき、詳細を説明した。 

 

②  決議事項 

第１号議案 第４期決算計算書類、財産目録等の承認及び監査報告の件 

   当評議員会に提出された第４期の決算計算書類等及び財産目録等について説明 

を行い、また監事よりこの決算処理及び決算書類等が法令および定款に従い、適 

正であることを認めるとの報告を得た。 

これらを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 

  

（２） 平成２６年６月１０日、以下の議案について臨時評議員会を開催した。 

報告事項 

① 東京ＦＭによるタカタ財団の広報活動 

   「交通安全啓発の東京ＦＭラジオキャンペーン放送」について、「内閣府‐公益

認定等委員会事務局」から届け出済みの目的事業活動には該当しないが、「試

行」扱いとして法人会計に取り込むこととの意見を得た。 

 

② 決議事項 

第１号議案 第６期（平成２６年７月１日～平成２７年６月３０日）事業計画書 

 

第２号議案 第６期収支予算書 

上記の議案について審議を行い、事業計画書はタカタライブラリーの名称変更

を行うこと及び研究委員会の選定指針を作成することの意見付きで、これを承

認した。 

   

  提案事項 

   次回定時評議員会の開催日は９月５日（金）１６時からに仮決定した。 

 

４．研究助成事業 

（１）平成２６年度研究助成テーマの選定   

平成２５年１０月１日から平成２５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２６年度助成研究テーマの公募を行い、新規申請研究４

９件、前年度からの継続研究５件、締め切り後受付失格１件合計５５件の応募が

あった。 

   平成２６年２月３日に開催した研究委員会において審議の結果、下記１１件の 

研究テーマが選定された。 
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  単位：万円 

No. 研究テーマ名 研究代表者 助成金額 

１ 歩行している交通弱者の存在を認知するこ

とによって運転行動がどのように変化する

か 

筑波大学 医学医療系 

教授 徳田克己 氏 

 

２００ 

 

２ タブレット端末を利用したハザードマップ

連動型危険予知訓練ツールの開発とその評

価 

早稲田大学  

人間科学学術院 

助教 島崎 敢 氏 

 

１９０ 

３ 

 

通学時の交通事故の時系列分析に基づく通

学路の交通安全対策の提案 

筑波大学 医学医療系 

教授 市川 政雄 氏 

 

１８０ 

 

４ 

 

高速道路における逆走発生プロセスに関す

る仮説構築 

大阪大学大学院 

工学研究科 

准教授 飯田 克弘 氏 

６０ 

５ 

 

土地利用と道路ネットワークを考慮した面

的速度抑制対策の対象地域選定モデルの検

討 

岡山大学大学院      

環境生命科学研究科  

准教授 橋本 成仁 氏 

１４０ 

 

６ 

 

視野障害を伴う眼疾患（緑内障）における

運転への影響の定量的把握に関する研究 

（一財）日本自動車研究所 

安全研究部 

副研究員 佐藤 健治 氏 

１５０ 

 以下前年度からの継続研究テーマ   

７ 高次脳機能障害者等に対する運転支援シス

テム設計 

筑波大学 システム情報系 

教授 伊藤 誠 氏 

２５０ 

８ 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 

教授 松本 秀暢 氏 

 

４０ 

 

９ 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 

事務局長 平塚 雅之 氏 

 

３５０ 

10 睡眠呼吸障害とトラック運手者の交通事故

との関連についての研究 

順天堂大学大学院 

医学研究科公衆衛生学 

教授 谷川 武 氏 

２５５ 

11 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 
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新規分：９２０万円 

継続分：１，５４６万円 

合計：２，１６６万円（予算：２，２００万円） 

 

（２）特定研究テーマについて 

平成２５年度からの研究助成テーマとして以下を継続することとした。 

 「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 

 

３００ 

 

（３）研究報告会 

平成２６年６月１０日（火）、国際文化会館にて助成研究テーマの研究結果を広く社

会に知ってもらうための「タカタ財団第５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約１１０名の出席者があった。 

 

 

平成２５年度助成研究本報告 

１ 「交通安全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－ 

（一財）日本自動車研究所 

安全研究部  

主任研究員 大谷 亮 氏 

２ 「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 

３ 「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 

４ 「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 

５ 「細街路小交差点における自転車の通行挙動

特性の把握」 

東北学院大学 教養学部 

教授 吉田 信彌 氏 

６ 「若者の価値観の変遷と交通事故の関係」 愛知工科大学 工学部 

教授 小沢 愼治 氏 

７ 「周辺土地利用と生活道路の理想的性能を考

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 環境生命科学研究科 

准教授 橋本 成仁 氏 

平成２５年度助成研究中間報告 

１ 「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 

教授 伊藤 誠 氏 
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２ 「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 宮島 才一 氏 

３ 「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 

教授 松本 秀暢 氏 

４ 「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 理工学研究科 

環境科学・社会基盤機構部門 

特任講師 江口 依里 氏 

５ 「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 

環境科学・社会基盤部門 

教授 久保田 尚 氏 

６ 「効果の高いチャイルドシート着用促進コン

テンツ『本当にこどもを愛するなら』の作

成・効果評価・社会周知」 

独立行政法人 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 

 

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 

第３期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２

０１３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。 

本年度履修生数は以下の通りである。 

 1学年 2学年 3学年 4学年 合計 

総合政策学部 ２２ ４０ ５７ ４０ １５８ 

環境情報学部 １９ ５４ ６６ ５４ １９３ 

合計 ４１ ９４ １２３ ９４ ３５２ 
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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は、希望者

選抜方式として３８名（男性：２１名、女性：１７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  

近森 順 氏 

3 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 

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 子どもの交通安全とチャイルドシート タカタ株式会社技術本部リサーチ部 

主任研究員 吉田 良一 氏 

6 自動車の技術基準の国際化推進 国土交通省自動車局技術政策課国際業務室 

室長 斧田 孝夫 氏 

7 国際基準調和の動向と日本の活動 自動車基準認証国際化研究センター研究部 

部長 上野 潮 氏  

8 ビッグデータを活用した交通安全の 

取組み 

本田技研工業株式会社 役員待遇参事 

グローバルテレマティックス部  

部長 今井 武 氏 

9 レースの世界からみた交通安全 レーシングドライバー 

佐藤 琢磨 氏 

10 頭部の交通外傷に対する脳外科的  

対応 

慶應義塾大学脳外科学 

准教授 大平 貴之 氏 

11 脊椎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 

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 

准教授 佐藤 和毅 氏 

13 休講  

14 総括 慶應義塾大学総合政策学部 

准教授 古谷 知之 氏 

15 フィールドワーク タカタ（株）滋賀地区の開発・生産工場の見学・

乗員拘束体験・意見交換等 
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履修生へは以下の最終課題が出された。 

課題 １．2013 年度交通安全文化論の授業のうち、①第 2 回～第 5 回、②第 6 回～第 9 回、

③第 10 回～第 12 回、からそれぞれ 1 回を選び、関心のあった授業内容とどのような

点に関心を持ったかについて、それぞれ 400 字～500 字で記述しなさい。（①～③×500

字：合計 1,500 字以内）  

課題 ２・ あなたが 「交通事故による犠牲者ゼロ」、「人を中心とした交通安全安心社会」

について世界に広報する担当者になったとします。あなたの考える広報・PR 方法を 600 

字から 1000 字程度で述べなさい。具体的に広報・PR ツールを作成した場合はそれも 

提出してください。  

課題 ３―① 1/10 の彦根フィールドワークに参加した人に対して、 

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 400 字

～500 字程度で述べなさい。  

課題 ３－② フィールドワーク不参加者に対して、 

あなたが交通安全分野の政府・地方自治体担当者だとすると、どのような施策を立案し

たいと思いますか。その施策課題及び提案概要を、400 字～500 字程度で述べなさい。 

 

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、委員会等の公的文献をタカタライブラ

リーに継続的にアップロードし、今年度は昨年の１７１件に１２件追加して１８３件

をホームページ上に公開した。 

 

タカタライブラリー文献収集リスト（２０１３年７月～２０１４年６月） 

 . 文献名 著者 ｱｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ年月 

172 平成 25年度 第１回車両安全対策検討会 国土交通省自動車局 2013年 7月 

173 平成 24年度 第 3回車両安全対策検討会 国土交通省自動車局 2013年 7月 

174 第 14回自動車安全シンポジウム 国土交通省自動車局 2014年 1月 

175 自動車アセスメント２００８．３ 自動車事故対策機構 2014年 1月 

176 自動車アセスメント２００７．３ 自動車事故対策機構 2014年 1月 

177 自動車アセスメント２００９．３ 自動車事故対策機構 2014年 1月 

178 自動車アセスメント２０１０．３ 自動車事故対策機構 2014年 1月 

179 自動車アセスメント２０１１．３ 自動車事故対策機構 2014年 1月 

180 自動車アセスメント２０１３．３ 自動車事故対策機構 2014年 1月 

181 自動車アセスメント２０１２．３ 自動車事故対策機構 2014年 1月 

182 平成 25年度 第２回車両安全対策検討会 国土交通省自動車局 2014年 3月 

183 第１５回 自動車安全シンポジウム 国土交通省自動車局 2014年 5月 
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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。 

 

利用統計 

月別アクセス件数統計 作成日時 ２０１４年６月３０日 

 

 

① 事業活動実績等に合わせ、関連ページをリニューアル 

 

② 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引き続き、論

文集を電子化・公開アップロードした（２０１３年７月）。 

・平成２４年度、２５年度助成研究者インタビュー取材、掲載(１２月～６月) 

a. 一般財団法人 日本自動車研究所 安全研究部 主任研究員 大谷 亮氏 

交通安全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 ― 
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b．富山大学大学院 医学薬学研究部 准教授 松井三枝氏 

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－ 

c．いわき明星大学 科学技術学部 教授 櫻井俊明氏 

ドライバーによる事故要因の定量的メカニズムの解明 

d．高知工科大学 地域連携機構 客員教授 朴 啓彰氏 

危険運転をする健常高齢ドライバーの頭部 MRI検査解析 

e．流通科学大学 総合政策学部 教授 三谷哲雄氏 

細街路小交差点における自転車の通行挙動特性の把握 

f．東北学院大学 教養学部 教授 吉田信彌氏 

若者の価値観の変遷と交通事故の関係 

g. 岡山大学大学院 環境生命科学研究科 准教授 橋本成仁氏 

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 

 

・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 ライブラリー」文献検索スタート画面に『公益社団法人・自動車技術

会』様の文献検索ボタンを新設した。タカタ財団ホームページの「タカタ ライブ

ラリー」から同機構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（２０１３年１０月）。 

 

 

 

・ジャーナリスト寄稿「コラム」掲載継続（月２~３回） 

 

 



 
 

12 

 

・当財団ホームページ・メニューバーに「交通安全啓発」を新設し、東京 FM ラ

ジオで試行した「交通安全メッセージ全１２篇」をアップロード、放送終了後も

常時聴けるようにし、交通安全啓発を図っている（２０１３年１２月２日～）。 

 

 

公益財団法人 タカタ財団が、ＦＭラジオ放送で交通安全啓発を展開しました。 

日本の交通社会は、チャイルドシートの不使用や誤った使い方、後部座席シートベルトの非着用、歩行

者・自転車・クルマどうしの接触事故増加等、交通安全意識が決して高くありません。 

タカタ財団は、交通事故による犠牲者がゼロになること、人間の命の尊厳がある安全なクルマ社会の

実現を目指し、「交通安全メッセージ」を、運転中のドライバーと親和性の高いラジオで放送することに

より、交通安全啓発を図りました。 

 

●放送局：ＴＯＫＹＯ ＦＭ80.0MHz  

●放送期間：２０１３年１２月２日～２０１４年３月３１日迄の月～金曜日８：５９から３０秒間 

●放送内容：レーシングドライバー佐藤琢磨さんによる交通安全メッセージをスポット放送しました。 

 

・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２６年度研究助成公募リリース（２０１３年９月２６日） 

 

（３）「タカタ財団第５回助成研究報告会」開催発信～運営 

（２０１４年４月１０日～６月１０日） 

 

（４）定期刊行物発行 

  ・タカタ財団助成研究論文集（平成２５度版）を発行し、助成研究者、外部関

係者、国会図書館、独立行政法人科学技術振興機構へ配布・納本した。 

（２０１４年６月）。  

  

 以 上 


