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         公益財団法人タカタ財団 第７期事業報告書 

（平成２７年７月１日～平成２８年６月３０日） 

 

平成２７年６月９日の臨時評議員会にて承認された第７期事業計画に基づいて 

推進してきた事業活動について以下報告する。 

 

Ⅰ．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 慶應義塾大学 名誉教授 

 

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 

業務執行 

理事 

薩摩 一彦 タカタ株式会社 顧問 

財団運営業務全般 

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 教授 

教育事業担当 

理事 福田 守利 SJD 法学博士・国際経営カウンセラー 

 

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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Ⅱ．理事会の開催 

 

１．平成２７年８月２０日（木）、理事会を開催し、以下の議案について審議を行った。 

【報告事項】 

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９１条第２項並びに定款第２８条の規定

に基づき、代表理事（高田理事長）から財団事業の継続について、業務執行理事（薩摩 

理事）からは、目的事業の展開等についての職務執行状況の報告がなされた。 

 

【決議事項】 

第１号議案 第６期事業報告書承認の件 

  議長は第６期事業報告について、平成２６年度事業報告書の説明を求めた。期間全体

活動について薩摩理事、研究助成事業のテーマ選考について西堀理事、助成研究報告会・

ライブラリー事業及び広報事業について奥野理事、寄付講座助成事業について古谷理事

より説明がなされた。 

議長がこの決議を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 第６期決算計算書類、財産目録等承認の件 

  議長は、第６期（平成２６年７月１日～平成２７年６月３０日）の決算計算書類の説

明を担当者に求めた。 

  担当者は「平成２６年度決算報告書」について、当期における経常収益は基本財産運

用益ではなく全額を受取寄付金により賄われ、収益額も５０，０００，０００円から 

４８，０００，０００円として事業共通費・法人会計費用の削減に努めた旨の報告を行

い、併せて特定資産の「研究助成事業積立金」の取り崩しと補正予算の事業費支出につ

いても説明した。 

本決算について佐藤監事より妥当に処理されている旨の監査報告を受けた。 

これらの説明後、その決議を議場に諮ったところ、全員一致でこれを承認した。 

 なお、内訳表における公益目的事業欄は、内閣府公益認定等委員会から「研究助成」 

及び「寄付講座」とも助成事業であることの指摘があり一本化している。 

 

２．平成２８年２月８日（月）、以下の議案について理事会を開催した。 

【決議事項】 

第 1 号議案 平成２８年度研究助成テーマ承認の件 

議長は同日（２月８日）に開催された研究委員会における「平成２８年度研究助成 

テーマ」選定経緯と結果の報告を研究委員会委員長小林英世氏に求めた。 

小林委員長から平成２８年度申請研究テーマ４７件（新規申請４３件、継続４件）を 

審査した結果１０件（新規６件、継続４件）を選定した旨の報告がなされた。 
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これら１０件の選定された研究助成テーマについて、議長がこの決議を議場に諮り審議

したところ、全員一致でこれを承認した。 

助成金総額は、公募による研究テーマの２１，８５０，０００円と特定研究テーマ 

３，５００，０００円を合わせて２５，３５０，０００円である。 

１０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。 

 

３．平成２８年５月１０日、理事会を開催し、以下の議案について審議を行った。 

【報告事項】 

（１）代表理事・業務執行理事の職務遂行状況についての報告 

定款第２８条第４項の規定に基づき、代表理事から事業の継続的運営について、業務 

執行理事から目的事業の展開等の職務執行状況の報告があった。 

 

（２）寄付講座「交通安全文化論」のアーカイブの外部利用について 

平成２７年６月９日の臨時評議員会において評議員より提起された「交通安全文化論」

のアーカイブについて（利用許可、公開等の活用）、担当理事より講義資料に引用されて

いる文献等の著作権が複雑で一般に公開するには難しく、当面は学内に留めたい旨報告

があった。 

 

【決議事項】 

第１号議案 第８期事業計画（案）の件 

 第８期事業計画（案）について、公募による研究助成事業、交通安全の教育助成事業、

ライブラリー事業、広報事業の予算は以下のとおりとした。 

研究助成事業        １５，０００，０００円 

 教育（寄付講座助成）事業   ４，１００，０００円  

（諸経費１００，０００円を含む） 

 ライブラリー事業            １００，０００円 

  広報事業            １，２００，０００円  

  議長がこの決議を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 第８期収支予算書（案）の件 

  代表理事より提出された第８期（平成２８年７月１日―平成２９年６月３０日）収支

予算書（案）について担当者から、収支予算案は今年度の実績予想と同様に経常収益は 

受取寄付金をもって賄い、経常費用は事業費の研究助成費を１０，５００，０００円減、 

寄付講座助成費を２００，０００円減、その他の事業費及び管理費においても見直しを

行い、予算規模を３３，５００，０００円に縮小した旨の説明がなされた。 

  議長はこの収支予算書（案）を議場に諮り、出席理事に決議を求めたところ、全員 

一致でこれを承認した。 
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Ⅲ．評議員会の開催 

（１）定時評議員会 

平成２７年９月７日に開催された定時評議員会において、平成２７年８月２０日に開催

された理事会で承認された事業報告書、第６期 決算計算書類及び財産目録等承認の件に   

ついて担当者より説明し、評議員は全員一致で全議案を承認した。 

 

（２）臨時評議員会 

平成２８年６月７日に開催された臨時評議委員会において、 

①平成２８年２月８日に開催された理事会で承認された平成２８年度研究助成テーマ 

②平成２８年５月１０日に開催された理事会において承認された平成２８年度事業 

計画（案）と収支予算（案） 

についてより担当者より説明し、出席評議員の決議を求めたところ、評議員は全員 

一致で全議案を承認した。 

 

Ⅳ．研究助成事業 

１．平成２８年度研究助成テーマの選定 

平成２７年１０月１日から平成２７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２８年度助成研究テーマの公募を行なった結果、新規申請研究

４３件の応募があった。 

 平成２８年２月８日に開催した研究委員会において審議の結果、下記１０件の研究テー 

マが選定された。 

 

研究テーマ 研究代表者 
助成金額

（万円） 

交通事故による多数傷害者発生時における救命

医療高度化のための情報共有システムに関する

研究 

大阪府泉州救命救急センター

医長 布施 貴司氏 ２５０ 

自動運転システム制御車両の混在比率が異なる

交通流に対するドライバの受容性計測 

大阪大学大学院 

准教授 飯田 克弘氏 
２７０ 

ウエアラブル NIRS を用いた自動・手動運転時の

ドライバの脳活動データベースの構築と評価 

日本大学  

教授 綱島 均氏 
２００ 

救急救命センターと連携する交通事故自動通報

システムによる交通弱者の被害軽減 

佐賀大学大学院 

准教授 中山 功一氏 
２００ 
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研究テーマ 研究代表者 
助成金額 

（万円） 

マイクロ波ドップラーセンサを用いた車載応用

非接触心拍変動・呼吸モニタリング技術の開発 

神戸大学  

助教 和泉 慎太郎氏 
１３０ 

住宅地の土地利用変化を考慮した高齢者と子育

て世代の親和性を高める持続的安全交通施策に

関する研究 

東京工業大学大学院 

助教 鈴木 美緒氏 ２４９ 

緑内障などの眼疾患による視野障害からの交通

事故リスク推定法の確立 

東京大学付属病院 

特任講師 朝岡 亮氏 
１３０ 

脳特性と歩行能力計測による高齢歩行者の交通

事故リスク要因の特定と個人対応型事故対策 

高知工科大学 

准教授 中川 善典氏 
３４４ 

軽度認知機能障害を内包する第２分類高齢ドラ

イバの不適切判断能力の特徴と予防安全方策 

東京大学大学院 

准教授 小竹 元基氏 
１５５ 

高齢者の交通事故傷害予測モデル開発と歩行中

及び自転車乗車中の傷害予測 

芝浦工業大学 

准教授 山本 創太氏 
２０７ 

 

２．特定研究テーマへの助成（平成２７年度特定研究助成テーマの２年目） 

新型ＣＴ計測に基づく頸椎むちうち損傷の病態 

解明 

慶應義塾大学 

運動器生体工学寄付講座 

特別研究准教授 

名倉 武雄氏 

 

３５０ 

 

Ⅴ．助成研究報告会 

平成２８年６月７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７回助成研究報告会」を開催した。 

聴講者、当財団関係者を含め８４名の出席者の中、助成研究者の方々から多岐に亘る 

研究成果が報告された。 

 

平成２７年度助成研究本報告 

１ 交通シーンのエピソード記憶に基づく安全予測モデルの構築 秋田県立大学 

准教授 間所 洋和氏 

２ Ｗｅｂ調査による高速道路における逆走発生仮説の検証 大阪大学大学院 

准教授 飯田 克広氏 

３ 小児医療関係者のためのチャイルドシート着用に関する 

教育ツールの開発 

都立小児総合医療センター 

医長 井上 信明氏 
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４ 軽度半側無視症例を危険運転予測評価システムの開発・検証と

運転行動の分析 

新潟医療福祉大学 

助教 外川 佑氏 

平成２７年度助成研究中間報告 

５ 緑内障などの眼疾患による視野障害からの交通事故推定法の

確立 

東京大学付属病院 

特任講師 朝岡 亮氏 

６ 軽度認知障害を内包する第二分類高齢ドライバの不適切な判

断能力の特徴と予防安全方策 

東京大学大学院 

准教授 小竹 元基氏 

７ 脳特性と歩行能力計測による高齢歩行者の交通事故リスク要

因の特定と個人対応型事故対策 

知 高知工科大学 

准教授 中川 善典氏 

８ 

 

高齢者の交通事故傷害予測モデル開発と歩行および自転車 

乗車中の傷害予測 

芝浦工業大学 

教授 山本 創太氏 

 

今回、新潟医療福祉大学 医療技術学部 作業療法学科 助教 外川 佑氏の「軽度半側空間

無視症例を対象とした危険運転予測評価システムの開発・検証と運転行動の分析」と題す

る発表が注目された。脳卒中後の後遺症を持った人の自動車の運転再開という問題解決へ、

危険運転予測評価を客観的にできるシステム＝ドライビングシミュレータのソフトの完成

を目指しており、脳卒中後の危険ドライバー輩出を抑制するといった交通安全面の効果や

安全運転支援のためのリハビリ、安全運転支援装置の開発といった支援基盤の確立・向上

に繋げることができるとの報告があった。  

 

Ⅵ．寄付講座助成事業 

  第５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」を 

秋学期に湘南藤沢キャンパスにおいて開講した。 

 講義は毎回異なるゲスト講師を迎える形式とした。 

 本年度履修生数は以下のとおりである。 

 １年 ２年 ３年 ４年 合計 

総合政策学部 ６２ ９２ １００ ６８ ３２２ 

環境情報学部 ５７ １１５ ９８ ７０ ３４０ 

看護医療学部 １２ １ ０ ０ １３ 

合計 １３１ ２０８ １９８ １３８ ６７５ 

 

タカタ株式会社の協力を得て実施した滋賀県愛知川・彦根でのフィールドワークは、 

希望者選抜方式で４３名（男性２９名、女性１４名）が参加した。 
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以下に講義テーマと講師を記す。 

回 内容 ゲスト講師 所属・役職 

第 1回 タカタ財団理事長挨拶 

ガイダンス 

高田 暁子氏 

タカタ株式会社シニアエキスパート 

中山 芳和氏 

第 2回 交通安全の基本的視座 自動車技術会フェロー近森 順氏 

第 3回 交通事故死者削減のための課題と新技術 日本自動車工業会安全部部長 

日産自動車(株)先行車両性能開発部 

部長 高橋 信彦氏 

第 4回 国土交通省における交通安全の取り組み 

（自動運転って何だ？） 

国土交通省自動車局技術政策課 

国際業務室長 久保田 秀暢氏 

第 5回 ＮＡＳＶＡにおける交通安全の取り組み 独立行政法人自動車事故対策機構 

企画部長 大森 隆弘氏 

第 6回 交通事故死者ゼロに向けて 

－トヨタの安全への取り組み－ 

トヨタ自動車株式会社製品企画本部 

CSTO補佐 葛巻 清吾氏 

第 7回 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 

第 8回 デザインから見た自動車の安全 一般社団法人日本自動車文化振興会  

理事長 小畑 正好氏 

第 9回 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 

リサーチ部プロジェクトリーダー 

吉田 良一氏 

第 10回 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 

講師 佐藤 和毅氏 

第 11回 頭部の交通外傷に対する脳外科的対応 慶應義塾大学医学部脳神経外科学 

准教授 大平 貴之 氏 

第 12回 マツダの安全の取組み マツダ(株)技術企画部 

環境安全企画部グループマネージャー 

伊東 哲夫氏 

第 13回 授業総括 慶應義塾大学総合政策学部 

教授 古谷 知之 氏 

第 14回 フィールドワーク：タカタ(株)滋賀地区 

工場見学 

タカタ株式会社 

 

履修生への最終課題； 

以下の課題１～３にこたえなさい。ただし、課題３−①は１月２９日のフィールドワーク 

参加者のみ、課題３−②はフィールドワーク不参加者のみが記述すること。  
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課題１ 

２０１５年度交通安全文化論の主なゲスト講師による講義内容は以下のとおりでした。 

・交通安全の基本的視座     近森 順 氏 

・交通事故死者削減のための課題と新技術   高橋 信彦氏 

・国土交通省における交通安全の取り組み   久保田 秀暢氏 

・ＮＡＳＶＡにおける交通安全の取り組み   大森 隆弘氏 

・交通事故死者ゼロに向けて    葛巻 清吾氏 

・レースの世界からみた交通安全    佐藤 琢磨氏 

・デザインから見た自動車の安全    小畑 正好氏 

・子どもの交通安全とチャイルドシート   吉田 良一氏 

・四肢の交通外傷に対する整形外科的対応  佐藤 和毅氏 

・頭部の交通外傷に対する脳外科的対応   大平 貴之氏 

・マツダの安全の取組み     伊東 哲夫氏 

このうち、３名のゲスト講師の講義回を選び、以下の課題１−①と課題１−②に答えてくだ

さい。 

課題１−① 各講師はどのような専門分野において、交通安全に対してどのような取り組み

を行ってきたか。（各２００字：合計６００字以内） 

課題１−② 各回の授業内容について関心を持った点を述べてください。（各３００字： 

合計９００字以内）  

 

課題２ 

以下の記事は、ＮＨＫのニュース記事（２０１６年１月４日付け）である。 

（出展）http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160104/k10010360351000.html 

このニュース記事を読んで、以下の課題２−①〜③に答えなさい。 

---- 

「交通事故の死者 平成１２年以来の増加」 

去年１年間に交通事故で死亡した人は全国で４，１１７人と、前の年より４人増えました。

死者数は１４年連続で減少していましたが、平成１２年以来の増加に転じました。 

警察庁のまとめによりますと、去年１年間に交通事故で死亡した人は全国で４，１１７人

と、統計が残っている昭和２３年以降、最も多かった昭和４５年のときの４分の１以下で

した。しかし、前の年より４人増え、１４年連続で減少していた死者数は、平成１２年以

来の増加に転じました。 

都道府県別では、愛知県が２１３人で１３年連続で最も多く、大阪府が１９６人、千葉県

が１８０人などとなっています。 

逆に最も少なかったのは島根県と徳島県で、それぞれ２７人でした。 

一方、死者のうち６５歳以上の高齢者は、２２４７人と前の年より５４人増え、全体に占

める割合は５４％に上り、統計を取り始めた昭和４２年以降、最も高くなりました。 
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交通事故の死者数が増えたことについて、警察庁は高齢化が進んでいることなどが背景に

あるとして、高齢者向けの交通安全教室といった高齢者の事故防止対策などを進めていく

ことにしています。 

また、河野国家公安委員長は４日の閣議のあとの記者会見で、「事態を重く受け止めたい。

去年の交通事故の死者数の目標は３，０００人以下に抑えることであり、それに比べると

１，０００人以上も多い。警察としてしっかり分析を行い、抜本的に対策を見直していか

なければならない」と述べました。 

---- 

課題２－① 交通事故行政に関する日本の中央官庁の役割分担を網羅的に整理して述べて

ください。（５００字） 

課題２－② あなたの出身都道府県の常住人口１０万人あたり交通事故被害者数と死者数

を調べて、記述してください。 

課題２－③ 交通事故死者数を目標の３，０００人以下に抑えるために、有効と考える対

策や新規技術を、高齢者の交通安全教室以外に一つ提案し、それが有効である理由を述べ

てください。（５００字） 

課題３―① １月２９日の彦根フィールドワークに参加した人のみ  

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のみ  

交通安全という観点から、自動運転技術を普及させるために必要な法制度を一つ提案し、

その内容と交通事故防止策として有効と考える理由をあわせて４００字〜５００字程度で

述べなさい。  

 

Ⅶ．タカタライブラリー事業 

 タカタライブラリーの構築継続 

定款に定める「文献の収集及び公開」事業として、日本国内官公庁の交通安全に係る

審議会、委員会等の公的文献を当財団ホームページのコンテンツ『交通安全公的文献ラ

イブラリー』へ継続的に登録し、キーワード選択・検索することにより、項目毎に横断

的に文献が見られる電子図書館である。 

平成２７年度は前年度の２４２件に３７件追加して２７９件をホームページ上に公開

した。 

＊＊文献の登録・アップロードは財団内にて実施。 

 

タカタライブラリーの標記について 

ホームページＴＯＰの「タカタライブラリー」和文タイトルを、登録文献内容が一目

で分る「交通安全公的文献ライブラリー」へ変更した。 
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また、平成２７年６月９日の臨時評議員会において、 

・今後ますます研究開発が加速する自動運転関係の情報をライブラリーに取り込められ

るよう必要に応じて関係諸団体と相談して充実を図りタカタライブラリーの特色を持

つようにしてはどうか、との意見を頂いたので、ホームページのトップページに同じ

事業活動を目的とする公的機関・団体※との連携バナーを『独立行政法人自動車事故

対策機構』に加えて設置した。 

  ※・内閣府「自動走行システム推進委員会」 

   ・警察庁交通局「交通統計」 

   ・独立行政法人 交通安全環境研究所 

   ・自動車安全運転センター「調査文献ライブラリー」 

 

Ⅷ．広報事業 

    社会から存在を期待される財団づくりの為、公益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を継続展開した。 

＊ホームページ、リーフレット、プレスリリース 

 

１．財団の社会イメージ形成へのホームページ構築を継続 

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。 

タカタ財団の潜在的利用者に対して、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為、第６期で時流に合わせ、６年ぶりに刷新したホームページの

掲載内容をブラッシュアップし充実させた。 

これにより掲載内容が充実した。 

＊月別アクセス件数によるグラフ・データ（利用統計）      

第７期月別ホームページアクセス件数統計（２０１５年７月１日～２０１６年６月３０日 

（次ページ参照のこと。）  
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2015 年 7 月～2016 年 6 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 

           
Jun 2016 3262 1343 567 180 3909 30088810 5406 17027 40296 97864 

May 2016 2811 1272 569 196 3737 30163734 6086 17652 39448 87165 

Apr 2016 2970 1364 643 159 3662 29646687 4797 19303 40941 89120 

Mar 2016 2864 1027 448 155 3504 30355866 4813 13899 31857 88804 

Feb 2016 3710 1291 513 147 3433 32909495 4289 14899 37460 107602 

Jan 2016 3172 1336 586 180 3672 35523587 5597 18178 41434 98333 

Dec 2015 4382 1547 608 169 3649 32330051 5088 18268 46429 131461 

Nov 2015 4651 1887 589 195 4077 25989488 4496 13564 43408 106975 

Oct 2015 3309 1175 477 165 3569 32332292 4973 14312 35250 99286 

Sep 2015 3226 1177 498 153 2734 24968295 3834 12452 29427 80653 

Aug 2015 2710 859 421 137 1617 15042709 2204 6747 13759 43375 

Jul 2015 3519 1054 434 138 3165 32654633 3751 11737 28461 95019 

           
総合計 352005647 55334 178038 428170 1125657 

＊Visits（訪問者数：３０分以内で同一ＩＰからはカウントしない） 

・事業活動実績に合わせ、コンテンツ『財団情報』に最新情報を随時公開アップロード 

 
２０１６年６月度 

５，４０６件 

http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201606.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201605.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201604.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201603.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201602.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201601.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201512.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201511.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201510.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201509.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201508.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201507.html
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・平成２７年度助成研究者インタビュー取材、掲載(平成２７年１０月～平成２８年６月) 

平成２７年度助成研究インタビュー者 

 研究者名 助成研究テーマ 

１ 東京大学医学部付属病院   

眼科・視覚矯正科 

特任講師 医学博士 朝岡 亮 

緑内障などの眼疾患による視野障害からの交通 

事故リスク推定法の確立 

 

２ 秋田県立大学 

システム科学技術学部  

准教授 間所洋和 

交 交通シーンのエピソード記憶に基づく安全予測  

モ モデルの構築 

 

３ 新潟医療福祉大学 

医療技術学部作業療法学科  

助教 外川 佑 

け 軽度半側無視症例を対象とした危険運転予測評価 

シ システムの開発 

見  

４ 高知工科大学        

准教授 中川善典 

小 脳特性と歩行者能力計測による高齢歩行者の交通

事故リスク要因の特定と個人対応型事故対策 

５ 東京都立小児総合医療センター

救命・集中治療部 救命救急科 

医長 井上信明  

小児医療関係者のためのチャイルドシート着用に

関する教育ツールの開発 

 

６ 芝浦工業大学 

工学部  

准教授 山本創太 

高齢者の交通事故傷害予測モデルの開発と歩行中 

及び自転車乗車中の傷害予測 

 

２．自動車技術開発者・交通安全ジャーナリスト寄稿「コラム」掲載継続（月２回） 

 

３．メディア・媒体への情報リリース発信 

  ・平成２８年度研究助成公募リリース（２０１５年９月２４日） 

 

４． 印刷発行物のリニューアル 

・リーフレット改訂版発行（和文：２０１５年１２月、英文：２０１６年１月） 

 

５．「タカタ財団第７回助成研究報告会」開催発信～運営（２０１６年４月７日～６月７日） 

 

６．定期刊行物発行 

・タカタ財団助成研究論文集（平成２７年度版）を発行し、国立国会図書館、国立国会

図書館関西館、国立研究開発法人科学技術振興機構へ配布・納本した（２０１６年６月）。 

                                                       以 上 

http://www.takatafound.or.jp/support/interview/detail.php?id=40

