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公益財団法人タカタ財団 ２０１７年度事業報告書 

（２０１７年６月１日～２０１８年５月３１日） 

 

２０１７年６月７日の臨時評議員会にて承認された２０１７年度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 認定 NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net） 

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 名誉会員 

評議員 宮嵜 拓郎 株式会社ＮＴＴデータアイ 特別参与 

評議員 村井 勝 慶應義塾大学 名誉教授 

評議員 柚原 直弘 日本大学 名誉教授 

 

２．理事 

役 職 氏 名 現 職 

代表理事 高田 暁子 

 

業務執行理事 薩摩 一彦 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 福田 守利 SJD法学博士・国際経営カウンセラー 

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 

 

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 

 

Ⅱ．理事会の開催 

１．２０１７年７月５日（水）、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執行状況の報告 
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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）及び業務執行理事は職務について適切に執行している

ことの報告を行った。 

 

【決議事項】 

第１号議案 第８期事業報告書承認の件 

 

議長は第８期（２０１６年７月１日~２０１７年５月３１日）事業報告について薩摩業務執 

行理事に説明を求めた。 

 それぞれの事業担当理事より「第８期事業報告書」に基づいて、 

 ・薩摩理事より理事会・評議員会の開催履歴等財団の全般活動について 

 ・西堀理事より研究助成事業として研究助成テーマ選考と助成金額について 

 ・古谷理事より寄付講座事業として慶応義塾大学における寄付講座の実績等について 

 ・奥野理事より広報事業及びタカタライブラリー事業について 

を報告した。 

また当期は事業年度の変更処理により助成研究報告会が翌年事業年度の６月開催となった旨の報

告がなされた。 

説明の後、その決議を議場に諮ったところ、満場一致で承認した。 

 

第２号議案 第８期決算計算書類、財産目録承認及び監査結果報告の件 

 議長は、代表理事より提出された第８期決算計算書類及び財産目録等の説明を求め、担当者は

当期が事業年度の変更処理により２０１７年５月３１日をもって終了となったため１１か月決算

であること、決算計算書類は貸借対照表から正味財産増減計算書、財務諸表の注記、付属明細書、

財産目録について説明した。 

当期は助成研究報告会が翌年度の 6 月開催となったこと、一般正味財産の前期繰越金が１８０

万円超であることから、経常収益となる寄付者の寄付金を３００万円減額した。また前年度拠出

の研究助成費の残余金の入金があり、当期の研究助成費に繰り入れられない戻入金は「過年度助

成金返戻額」として経常外収益として受け入れた。 

説明のあと、その決議を議場に図ったところ全員異議なくこれを承認した。 

 

２． ２０１８年２月９日（金）、臨時理事会を開催した。 

【報告事項】 

（１）代表理事、業務執行理事の職務執行状況の報告 

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）及び業務執行理事から職務について適切に執行していること

の報告がなされた。 

  

（２）２０１７年１０月２６日の内閣府公益認定等委員会による立入検査について 
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 議長より２０１７年１０月２６日に内閣府公益認定等委員会による定期立入検査において

慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスにおいて実施されている寄付講座「交通安全文化論」が当財

団が申告している公益目的事業に明記していないのではとの指摘された旨の報告がなされた。 

 この疑義については、以下の第２号議案 公益事業としての「寄付講座」確立として発議、 

決議するものである。 

  

【決議事項】 

第１号議案 ２０１８年度研究助成テーマ承認の件 

 議長は研究委員会委員長小林英世氏に２月９日（金）タカタ総業（株）会議室において開催さ

れた研究委員会における「２０１８年度研究助成テーマ」選考結果の報告を求めた。 

 小林委員長は、２０１８年度研究助成申請テーマ３３件を審査した結果、９件のテーマ（新規

５件、継続４件）を選考したことの報告を行った。 

議長がこれらの選考された２０１８年度研究助成テーマについて議場に諮り審議したところ、出

席理事全員一致で承認した。 

 なお選定された研究助成テーマは、Ⅳ．研究助成事業１．２０１８年度研究助成テーマの選定

の記述内容を参照のこと。 

  

第２号議案 公益事業としての「寄付講座」の確立 

 議長は【報告事項】（２）に関して、公益性観点から慶応義塾大学一校ではなく大学の公募制を

導入してはどうかと指導を受けた旨の説明をした。本指導はこれまでの寄付講座の実績を否定す

るものではなく、今後の方向としてより公益性を担保するためのものである。 

議長は、事業の変更認定申請手続きを実施することを議場に諮り審議したところ、出席理事全員

一致でこれを承認した。 

 

なお、寄付講座の助成事業のひとつとして追加する変更認定申請の概要は次の通りである。 

① 寄付講座の取り扱い 

・２０１９年度（２０１９年６月～２０２０年５月）から変更認定後の公益目的事業 

② 変更認定申請 

・助成（応募型） 

 

変更認定の詳細及び手順・スケジュールは別紙による。 

 

第３号議案 次回理事会（事業計画と予算）及び臨時評議員会の開催日 

 議長は、次期事業年度の計画及び収支予算を決議する理事会及び臨時評議員会の開催を２０１

８年４月と５月に開催する必要があることの説明をして開催日の日程を議場に諮り、下記の通り

に決議した。 

理事会：２０１８年４月９日（月）１５時３０分から 

臨時評議員会：２０１８年５月７日（月）～１１日（金）の何れかの日 
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以上をもって本理事会の議案のすべてを終了し、閉会した。 

 

３． ２０１８年４月９日、理事会を開催した。 

【報告事項】 

（１）代表理事、業務執行理事の職務執行状況の報告 

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）及び業務執行理事から職務について適切に執行していること

の報告がなされた 

 

（２） 寄付講座―変更認定申請作業の経過報告 

  内閣府公益認定等員会からの指導に対応して寄付講座の公益性を担保するため、助成事業に

追加する形で大学公募制への変更認定申請手続きを進めている旨の経過報告がなされた。 

 

【決議事項】 

第１号議案 ２０１８年度事業計画（案）の件 

 議長は２０１８年度の事業計画（案）について各担当理事に説明を求めた。各担当理事の説明

後にその決議を議場に諮り、満場一致で可決した。 

 

第２号議案 ２０１８年度収支予算書（案）の件 

 議長は、２０１８年度収支予算書（案）の説明を担当者に求め、担当者は２０１８年度収支予

算書（案）に沿って説明を行った。 

 前年度との比較で主な変更点は、「寄付講座」の予算として滋賀地区におけるフィールドワーク

を削除したため、その交通費に当たる５０万円を減額して拠出金３５０万円、事業費の「給与手

当」及び「交通費」は支給対象者を１名増員として予算の増額を図ったことである。 

担当者からの説明後その決議を諮り、満場一致で可決した。 

 

第３号議案 ５月臨時評議員会及び次回決算理事会日の採決と８月定時評議員会開催日提案の件 

 議長は、５月の臨時評議員会を各評議員のスケジュールを勘案して、 

「５月臨時評議員会開催日：２０１８年５月１１日（金）」 

を議場に諮り、満場一致で可決した。 

 

 次に議長は、７月の決算理事会開催日時を下記の通り議場に諮り、満場一致で可決した。 

「理事会開催日時：２０１８年７月９日（月）１６時から」 

 

また８月開催の定時評議員会開催日を下記の通り決議して５月の臨時評議員会に提案すること

とした。 

「定時評議員会開催日時：２０１８年８月３日（金）１６時から」 
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以上をもって本理事会の議案のすべてを終了し、閉会した。 

 

Ⅲ．評議員会の開催 

１． ２０１７年８月２日（水）、定時評議員会を開催した。 

議事の内容については、２０１７年７月５日に開催された理事会の議事を参照のこと。 

議長は本報告を議場に諮り審議したところ、全員異議なくこれを承認した。 

 

２． ２０１８年５月１１日（金）臨時評議員会を開催した。 

議事の内容については、２０１８年４月９日に開催された理事会の議事を参照のこと。 

議長は本報告を議場に諮り審議したところ、全員異議なくこれを承認した。 

 

Ⅳ．研究助成事業 

１． ２０１８年度研究助成テーマの選定 

 ２０１７年１０月１日から同年１２月１０日まで当財団のホームページ、メディアを通じて

２０１８年度助成研究テーマの公募を行った結果、３３件の応募があった。 

２０１８年２月９日（金）に開催した研究委員会において審議の結果、研究テーマとして以下

の９件が選定された。 

 

 

 研究テーマ 研究代表者  

１ 大人は子供の命を守るモデルになっているか 

―交通場面での幼児の模倣学習の実際― 

筑波大学 

教授 徳田 克己 
新規 

２ 高齢者の自動車運転に関連する認知機能 東北大学 

教授 目黒 謙一 
新規 

３ 高齢者講習を分析・活用する認知症の予防と峻別 九州大学 

准教授 尾方 義人 
新規 

４ 対策内容を考慮したゾーン３０の評価に関する研究 呉工業高等専門学校 

教授 山岡 俊一 

 

新規 

５ 空間認知特性に着眼した高齢運転者が加害者となる

出会い頭事故対策に関する応用的研究 

豊田都市研究所 

主席研究員    

三村 泰広 

新規 

６ 発達障害のある子どもたちへの合理的配慮を 

伴う教育プログラムの開発 

国学院大学 

教授 村上 佳司 
継続 

７ 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 継続 
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８ ドライブレコーダによる実事故映像を用いた 

自転車・歩行者事故発生要因の解明 

名古屋大学 

教授 水野 幸治 
継続 

９ 救命救急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 
継続 

 

２． 助成研究報告会 

２０１７年度より事業年度期間が６月１日から翌年５月３１日となったため、今回から次年

度での研究成果発表となった。変更後最初の研究成果発表の場として２０１７年６月１５日、

「２０１６年度助成研究報告会」が国際文化会館で開催され、以下の本報告５件、中間報告 

３件の計８件が報告された。 

 

 テーマ名 報告者  

１ 交通事故による多数傷病者発生時における救命 

医療高度化のための情報共有化システムに関する

研究 

大阪府泉州救命救急センター 

医長 布施 貴司 

本報告 

２ 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 

本報告 

３ マイクロ波ドップラーセンサーを用いた車載応用

非接触心拍変動・呼吸モニタリング技術の開発 

神戸大学大学院 

助教 和泉 慎太郎 

本報告 

４ 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 

東京大学附属病院 

特任講師 朝岡 亮 

本報告 

５ 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 義典 

本報告 

６ 高齢者の交通事故傷害予測モデル開発と歩行中 

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 

 

中間 

報告 

７ ウエラブル 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 

中間 

報告 

８ 救命救急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 

中間 

報告 

 

Ⅴ．寄附講座助成事業 

 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスにおいて、第６期総合政策学部・環境情報学部共通講座「交

通安全文化論」の助成を行った。 

本年度の履修生数・内訳は以下の通りである。 

 1年 2年 3年 4年 合計 

総合政策学部 １７ ４２ ６２ ２９ １５０ 
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環境情報学部 １９ ４９ ５１ １８ １３７ 

計 ３６ ９１ １１３ ４７ ２８７ 

 

今期の講義テーマは以下の通りである。 

 講 義 名 

第１回 ・タカタ財団理事長挨拶 

・ガイダンス 

第２回 交通安全の基本的視座 

第３回 交通事故死者削減のための技術と課題 

第４回 国土交通省における事業者に対する交通安全の取組み 

第５回 交通事故死者ゼロに向けて 

―トヨタの安全への取組み― 

第６回 子供の交通安全とチャイルドシート 

第７回 国土交通省における交通安全の取組み 

第８回 四肢の交通外傷に対する整形外科的対応 

第９回 レースの世界からみた交通安全 

第１０回 超小型モビリティの世界 

第１１回 マツダの安全の取組み 

第１２回 頭部の交通外傷に対する脳外科的対応 

第１３回 交通事故被害者の療護・自動車アセスメントについて 

第１４回 総括 

 

Ⅵ．タカタライブラリー 

文献数は３１３件となった。 

現在、産・官・学で議論されている自動車の安全技術の潮流となりつつある自動運転関係の情報

も今後充実させてゆく。 

 

Ⅶ．広報事業 

 社会から存在を期待される財団づくりのため、効果的プロモーション活動を継続展開した。 

 

１． タカタ財団の社会イメージ形成へのホームページの構築継続 

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タカタ財団の存在をアピールする情報発信ツールであ

る。 

タカタ財団ホームページの利用者に対して、継続的なアクセスを期待するため、掲載内容を

ブラッシュアップした。 
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＊月別アクセス件数グラフ・データ（利用統計） 

２０１７年６月１日から２０１８年５月３１日までのホームページアクセス件数は以下の通り

である。 

研究助成事業公募が公開されたときはアクセス件数の上昇が顕著である。 

 

 

＊Visits（訪問者数：３０分以内で同一の IPからはカウントしない。） 

 

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 
           

May 2018 3264 1595 797 184 4495 39052581 5714 24709 49452 101190 

Apr 2018 3281 1785 790 216 4769 40141784 6495 23705 53566 98447 

Mar 2018 3879 2036 939 246 5440 45892382 7647 29125 63123 120267 

Feb 2018 2931 1455 646 218 4216 42070769 6105 18099 40755 82076 

Jan 2018 2490 1153 502 183 4192 39617601 5679 15586 35754 77213 

Dec 2017 2696 1460 634 214 4522 41982446 6652 19662 45289 83601 

Nov 2017 3168 1805 775 245 5082 50934213 7367 23268 54170 95040 

Oct 2017 6895 5167 4129 246 4892 45646442 7641 128023 160191 213770 

Sep 2017 2798 1609 739 193 4687 42817153 5807 22177 48279 83953 

Aug 2017 2189 1221 495 174 4255 36114409 5403 15347 37863 67877 

Jul 2017 3127 1606 572 180 10291 35471597 5600 17732 49806 96946 

http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201805.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201804.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201803.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201802.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201801.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201712.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201711.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201710.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201709.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201708.html
http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201707.html
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Jun 2017 4609 3108 904 255 11213 39946264 7675 27120 93240 138290 
           

総合計 499687641 77785 364553 731488 1258670 

 

・２０１７年度助成研究者インタビュー取材及びホームページへの掲載 

 

 研究者名 インタビュータイトル 

（助成研究テーマ） 

１ 京都大学医学部 人間健康科学科 

教授 木下 彩栄氏 

超高齢社会において認知症対策は喫緊の課題で

ある。 

（軽度認知症患者及び認知症患者の運転技術に

ついての研究） 

２ 名古屋大学大学院工学研究科  

機械システム工学専攻 

教授 水野 幸治氏 

交通弱者と四輪車との衝突事故による死傷者数

削減のためには、自転車や歩行者の行動を踏ま

えた上での対策が重要。 

（ドライブレコーダによる実事故映像を用いた 

自転車・歩行者事故発生要因の解明） 

３ 國學院大學人間開発学部健康体育学科  

教授  村上 佳司氏 

発達障害のある子どもたちへの交通安全の推進 

（発達障害のある子どもたちへの合理的配慮を

伴う教育プログラムの開発） 

 

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１回） 

 

３． メディア・媒体への情報リリース発信 

  ・平成３０年度研究助成公募リリース：２０１７年９月２０日 

 

４． 印刷発行物のリニューアル 

・リーフレット改訂版の発行 

 

５．「タカタ財団第９回助成研究報告会」開催発信・準備 

  ・２０１８年２月２６日～５月３１日 

 

６． 定期刊行物の発行 

・タカタ財団助成研究論文集（平成２９年度版）を発行した。（２０１７年５月） 

 

 

                                  以 上 

http://takatafound.or.jp/webalizer/usage_201706.html

