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公益財団法人タカタ財団 ２０２０年度事業報告書 

（２０２０年６月１日～２０２１年５月３１日） 

 

２０２０年５月２０日の臨時評議員会（書面審議）において承認された２０２０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（２０２１年５月３１日現在） 

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 福田 守利 SJD 法学博士・国際経営カウンセラー 

神田外語大学 名誉教授 

台湾天主教輔仁大学 特任教授 

評議員 宮嵜 拓郎 株式会社ＮＴＴデータアイ 特別参与 

国立大学法人群馬大学 客員教授 

一般社団法人ドライブレコーダ協議会会長 

評議員 村井 勝 慶應義塾大学 名誉教授 

 

２．理事（２０２１年５月３１日現在） 

役 職 氏 名 現 職 

代表理事 高田 暁子 財団統括 

業務執行理事 薩摩 一彦 財団運営業務・広報事業 

理事 西田 俊章 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  

教育助成事業担当 

 

３．監事（２０２１年５月３１日現在） 

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． ２０２０年７月１７日（金）、理事会を開催し以下の議案について審議を行った。 
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【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条第４項

の規程に基づき、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

している旨、報告された。 

 

（２） 定款の一部変更について 

議長より、当財団における評議員及び役員の定数について、 

・評議員：「６名以上１０名以内を置く。」を「３名以上１０名以内を置く。」に 

・理事 ：「６名以上１０名以内を置く。」を「３名以上１０名以内を置く。」に 

・監事 ：「２名以上３名以内を置く。」を「３名以内を置く。」に 

変更する提案を次回評議員会に提案することが報告された。 

 

（３） 評議員・役員の任期満了について 

議長は次回評議員会の日をもって、評議員・役員の全員が任期満了となることとなる旨

の報告をし、「評議員・役員の現職者一覧表」を定時評評議員会に提出することとし

た。 

 

【決議事項】 

第１号議案 第１１期事業報告書承認の件 

議長は第１１期（２０１９年６月１日~２０２０年５月３１日）事業報告の説明を各担

当理事に求め、 

  ・薩摩理事より事業期間の全体活動及び理事会、評議員会について 

  ・西堀理事より研究助成事業の研究助成テーマ選考と助成金額について 

  ・古谷理事より寄附講座助成事業について 

・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 

の説明が行われた。 

 

第２号議案 第１１期決算計算書類、財産目録承認及び監査結果報告の件 

議長は第１１期決算計算書類の説明を担当者に求め、担当者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、財産目録の説明を行った。 

当期における経常収益は２２，０００，０００円と予算額より８，０００，０００円縮小

し、全額受け取寄付金により賄われた。 

経常費用の事業費は研究助成費の選考・支出を見直すこととなり、４，２５０，０００

円減少した。 

また当期は、新型コロナウィルス感染禍（以下「コロナ禍」という。）よるテレワーク 

の導入により給与手当・通勤費が削減された。 
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法人会計は会議日当の見直し及び書面審議等の導入により、予算対比６０万円の削 

減となった。 

  当期の正味財産残高は１２８万円ほど改善されたが、これは２０２０年度になって

からのコロナ禍の自粛により支出が減少したためである。 

 

各議案はそれぞれ議案毎に決議を図り、満場一致で可決した。 

 

第３号議案 定時評議員会の開催日 

 議長は、現在のコロナ禍の社会状況を考慮して、理事長の調整に一任することとした。 

 

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。 

 

２．２０２０年８月 4 日（火）、以下の議案について理事会を開催した。 

 本理事会の前に開催された定時総会において任期満了となった理事の選任が行われたため、 

代表理事及び業務執行理事を選定する理事会を開催した。 

 

 第１号議案  

代表理事候補：高田 暁子 

 

 第２号議案  

業務執行理事候補：薩摩 一彦 

  

被選定者は、席上においてその就任を承諾した。 

 

３．２０２０年９月４日（金）、臨時理事会を開催した。 

  ２０２１年度研究助成事業がコロナ禍において推進することが可能か審議した結果、出

席者全員一致で今年度の研究助成事業は見送るべきと決議した。 

 

  本決議は、２０２０年度補正事業計画書及び同年度補正収支予算書としてまとめ、臨時

評議委員会（書面審議）へ提出することとした。 

 

４．２０２１年４月６日（火）、理事会を開催し、以下の議案について審議した。 

【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条第４

項の規程に基づき、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

執行している旨、報告された。 
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（２） 樋口評議員のご逝去について 

令和３年 1 月５日にご逝去された評議員樋口世喜夫様の後任の取り扱いについて、定

款（令和２年８月４日改定）に基づき、本年 5 月開催予定の臨時評議員会において決定

することとした。 

 

【決議事項】 

第１号議案 ２０２１年度事業計画（案）の件 

   議長は、２０２１年度（2021/06/1-2022/05/31）の説明を別添の「２０２１年度事業

計画書（案）」に沿って以下各担当理事に説明を求めた、 

  ・薩摩理事より事業全体、広報事業、ライブラリー事業、理事会及び評議員会について 

  ・西田理事より研究助成事業の研究助成テーマ選考について 

研究助成事業は、コロナ禍の影響により２０２０年度補正予算で事業を中止したが、

今年度は復活した。 

  ・古谷理事より寄附講座助成事業について 

 

第２号議案 ２０２１年度収支予算（案）の件 

   議長は、２０２１年度収支予算（案）の説明を担当者に求め、担当者は「２０２１年度

収支予算（案）」に沿って説明を行った。 

  事業費の「研究助成費」の予算は、３５０万円として１件当たりの助成額を５０万円 

以上１００万円以下とし、且つ研究期間を１年とした。 

また、事業費総額は１，１６６万円及び管理費総額は２７４万円とし、収支予算総額を

１，４４０万円とした収支予算書（案）を作成した。 

 

 第３号議案 基本財産（定期預金）の流動資産への振替について 

   議長は、基本財産（定期預金）の流動資産への振替について担当者に説明を求め、 

  担当者は事業活動の規模からみて１，０００万円の定期預金のうち５００万円を普通預

金として一般正味財産に組み入れ、遊休財産として管理を行うことの提案がなされた。 

   基本財産（定期預金） → 流動資産（現金預金）５００万円 

              → 基本財産（定期預金）５００万円 

 

第４号議案 研究委員会の定数について 

  ２０２１年度事業計画において、研究助成事業を復活されるに伴い、研究委員会の定数

を見直し、委員を新たに任命することが提案された。 

その結果、外部有識者２名、理事３名の５名で構成される新研究委員会が提案された。 

 

（１） 外部有識者 

    ・株式会社交文社代表取締役 小林 英世氏 
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    ・環境・交通ジャーナリスト 吉岡 耀子氏 

（２）タカタ財団役員 

    ・薩摩 一彦 

    ・西田 俊章 

    ・古谷 知之 

 

第５号議案 

  ７月決算理事会及び定時評議員会開催日について 

  議長は、各会議の開催日程について、以下を提案した。 

  ・５月臨時評議員会：２０２１年５月２０日（木） 

  ・７月決算理事会：２０２１年７月６日（火） 

  ・８月定時評議員会：２０２１年８月３日（火） 

 開催方法、時間等は、コロナ禍の状況をみて判断することとした。 

 

各議案はそれぞれ議案毎に決議を図り、それぞれ満場一致で可決した。 

 

以上をもって全議案の審議を終了し、閉会した。 

 

Ⅲ．評議員会の開催 

１．２０２０年８月４日（火）、定時評議員会を開催し、以下の議案について審議した。 

【報告事項】 

（１）２０１９年度（第１１期）事業報告 

   内容は、７月１７日（金）開催の理事会の報告内容を参照のこと。 

  なお、研究助成した研究テーマの成果を社会に還元するための助成研究報告会は、時下

のコロナ禍を鑑みて、開催中止したことの報告があった。 

 

【決議事項】 

 第１号議案 ２０２０年度５月期（第１１期）決算計算書類・財産目録等の承認及び 

監査結果の報告 

 

  議長は、代表理事より第１１期の決算計算書類の提出を受け、担当者より決算計算書

類の詳細な説明及び佐藤監事から監査結果の報告を受けた後、議場に諮り出席評議員全

員の承認を得た。 

 議場において承認を受けた決算計算書類を下記する。 

（１） 貸借対照表 

（２） 正味財産増減計算書 

（３） 財務諸表に対する注記 
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（４） 付属明細書 

（５） 財産目録 

 

第２号議案 定款の一部変更の件 

 代表理事より提出された評議員及び役員の人数の変更に関する提案がなされた。 

 

 定款 新旧対照表 

現行定款 変更案 

（評議員） 

第１３条 この法人に、評議員６名以上 

 １０名以内を置く。 

（評議員） 

第１３条 この法人に評議員３名以上 

 １０名以内を置く。 

（役員の設置） 

第２６条 この法人に、次の役員を置

く。 

（１） 理事 ６名以上１０名以内 

（２） 監事 ２名以上３名以内 

 

（役員の設置） 

第２６条 この法人に、次の役員を置

く。 

（１） 理事３名以上１０名以内 

（２） 監事 ３名以内 

 

第３号議案 評議員任期満了による選任の件 

 議長は本評議員会の終了の時をもって現職の評議員全員が任期満了を迎えることを報告

し、選任の決議を求めた。 

評議員 近森 順   重任 

       石川 博敏  重任 

       樋口 世喜夫 重任 

       宮嵜 拓郎  重任 

       村井 勝   重任 

       福田 守利  重任 

 

 重任の評議員は、それぞれその就任を承諾した。 

 

第４号議案 役員（理事・監事）全員の任期満了による選任の件 

   理事  高田 暁子 重任 

       薩摩 一彦 重任 

       古谷 知之 重任 

       西田 俊章 重任 

       奥野 勉 退任 

       西堀 聰 退任 
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   監事  尾澤 輝行 重任 

       佐藤 正典 重任 

   

 重任の役員（理事・監事）は、それぞれその就任を承諾した。 

 

以上をもって、本定時評議員会の議案のすべてを終了したので、閉会した。 

 

２． 上記定時評議員会の閉会に引き続き、評議員全員の同意を得て招集手続きを省略した臨

時評議員会を開催した。 

 

 第１号議案 評議員長選定の件 

  議長は、２０２０年８月４日（火）に開催された第１１回定時評議員会において評議員

６名の選任を受けたことに伴い、評議員会規程第８条の規定に従い、評議員の互選による

評議員長を選定する必要がある旨説明を行い、議場に諮った。 

  出席評議員は全員一致で評議員長を下記のとおり選定した。 

    

    評議員長 近森 順 

 

以上をもって本評議員会の議案のすべてを終了したので、閉会した。 

 

３． ２０２０年９月臨時評議員会の開催 

公益財団法人タカタ財団（以下、「タカタ財団」「一般社団法人及び一般財団法人に対す 

る法律１９４条第１項の規程及び「当財団定款第２５条」に基づき、２０２０年９月臨時 

評議員会を執り行った。 

 

（１） 日時 ２０２０年９月１８日（金）まで 

（２） 方法 書面審議 

（３） 表決者 評議員数 ６名 

    評議員長 近森 順 

    評議員 石川弘敏、樋口世喜夫、宮嵜拓郎、村井勝、福田守利 

    確認者（監事） 尾澤輝行、佐藤正典 

 

【決議事項】 

第１号議案 ２０２０年度補正事業計画書の件 

  ２０２０年９月４日（金）の臨時理事会での決議に基づき、２０２０年度事業計画の 

補正を評議員会に提案した。 
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評議員会は２０２０年９月臨時評議員会として書面審議による表決を行い、全員の同意

書を得たので、「２０２０年度補正事業計画書」とした。 

 

第２号議案２０２０年度収支補正予算書の件 

  ２０２０年度補正事業計画に基づき予算の見直しを行い、「研究助成事業」の予算及び

寄付金の収入を削除し２０２０年度補正収支予算書として評議員会に提案した。 

 評議員会は２０２０年９月臨時評議員会として書面審議による表決を行い、全員の同意

を得たので、「２０２０年度収支補正予算書」とした。 

 

４．２０２１年書面審議による臨時評議員会の開催 

タカタ財団は、「一般社団法人及び一般財団法人に対する法律１９４条第１項の規程及び

「当財団定款第２５条」に基づき、２０２０年５月臨時評議員会を執り行った。 

 

（１） 日時：２０２１年５月２０日（木） 

（２） 方法：書面決議 

（３） 表決者：評議員総数 ５名 

評議員長 近森 順 

評議員  石川 博敏、福田 守利、宮嵜 拓郎、村井 勝 

 

 上記の評議員全員に５月１８日付にて決議資料を郵送して同意書の提出を求め、議案の表 

決を行った。 

 

【決議事項】 

第１号議案 ２０２１年度事業計画書及び収支予算書の件 

   4 月 6 日に開催された理事会において可決された２０２１年度事業計画書（案）及び

収支予算書（案）について全員の同意書を受領したので、「２０２１年度事業計画書」及

び「２０２１年度収支予算書」とした。 

 

第２号議案 決算理事会及び定時評議員会の開催日程提案の件 

   現在のコロナ禍の社会情勢の影響により、理事長が調整することとした。 

 

  以上をもって本臨時評議員会の議案はすべて表決を終了した。 

 

Ⅳ．研究助成事業  

臨時理事会において、コロナ禍の中、研究助成事業を推進することが可能か審議され

た結果、２０２１年度の事業実施は見送られた。２０２０年度事業については、同様にコ

ロナ禍により研究環境が制約を受け、４件のうち３件が２０２１年度持ち越しとなった。 
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１．２０２０年度研究助成テーマの進捗状況 

  

 研究テーマ 

 

研究代表者 助成金額

（万円） 

助成区分 

１ 運転・認知能力を反映する神経心理バッテ

リー・メーターパネル認識テストの開発 

京都大学大学院 

教授 木下 彩栄氏 

70 2021 年

度継続 

２ 長期観測運転データを用いた運転行動階

層モデルに基づく高齢運転者の危険運転

行動発生メカニズムの分析 

名古屋大学 

教授 山本 俊行氏 

150 完了 

３ 認知症が疑われる高齢ドライバーを対象

にしたリハビリテーション介入による免

許継続・返納の判定基準構築 

高知工科大学 

客員教授 朴 啓彰氏 

130  2021 年

度継続 

４ 子どもの視点から見た飛び出し事故対策 岡山大学大学院 

准教授 橋本 成仁氏 

150 2021 年

度継続 

 

２．２０２０年度助成研究報告会 

２０２０年度研究助成した４件のうち、コロナ禍による研究環境の悪化により１件しか

完了しなかったため、開催を見送った。 

 

Ⅴ．寄附講座助成事業  

 ２０２０年９日２４日から２０２１年１月１２日まで秋学期に開講した慶應義塾大学総

合政策学部・環境情報学部（湘南藤沢キャンパス）共通講座「交通安全文化論」に対して助

成を行った。 

今年度の講義は、コロナ禍のためオンライン若しくはオンデマンドで行われた。 

 

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 ２７ ４５ ５７ ３１ １６０ 

環境情報学部 １９ ４１ ５１ ３４ １４５ 

計 ４６ ８６ １０８ ６５ ３０５ 

（参考：開講以来の履修生総数２，９９５名） 

 

講義テーマおよび講師 

 講 義 名 講師の所属・氏名 

第 1 回 ガイダンス 慶應義塾大学総合政策学部 

教授 古谷 知之氏 
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第 2 回 交通安全の 3 要素を考える 

～人・道・車の観点から～ 

公益社団法人交通事故総合分析センター 

研究部主任研究員 

河口 健二氏 

第 3 回 国土交通省における交通安全の 

取組み 

国土交通省自動車局技術政策課      

課長補佐 東海 太郎氏 

第 4 回 国土交通省における運送事業者に 

対する交通安全対策について 

国土交通省自動車局安全政策課 

課長 石田 勝利氏 

第５回 交通事故死傷者削減のための 

課題と新技術 

一般社団法人日本自動車工業会 

安全技術・政策委員会 車両安全部会長 

日産自動車（株）車両性能開発部長 

高橋 信彦氏 

第６回 安全な交通社会の実現に向けて （独法）自動車技術総合機構 

交通安全環境研究所 

主席研究員 松井 靖浩氏 

東京都立大学システムデザイン研究科 

機械システム工学域 

客員研究員 及川 昌子氏 

第７回 頭部の交通外傷に対する脳外科的

対応 

一般社団法人運転従事者脳 MRI 健診 

支援機構 理事 

済生会中央病院脳外科 医師 

大平 貴之氏 

第８回 マツダの安全の取組み マツダ（株）商品戦略本部技術企画部 

技術戦略グループリーダー 

宮之原 央氏 

第 9 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ー 

トヨタ自動車（株） 

先進技術開発カンパニー フェロー 

葛巻 清吾氏 

第 10回 子供の交通安全とチャイルド  

シート 

名古屋大学大学院水野研究室 

吉田 良一氏 

第 11回 超小型モビリティの世界 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 12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 13回 四肢の交通外傷に対する整形外科

的対応 

慶応義塾大学医学部整形外科学教室・ 

スポーツ医学総合センター 

教授 佐藤 和毅氏 
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毎講義の最後に講師より履修生に課題が出され、履修生のレポートはすべて講師にフィー

ドバックされているとの報告を受けた。 

 

Ⅵ．交通安全公的文献ライブラリー（タカタライブラリー）の構築継続 

道路交通安全に関わる日本国内官公庁・委員会等の公的文献のデータベース事業として

「タカタライブラリー」の構築を継続し、新たに３５件を登録した。 

登録文献の詳細は本報告書の添付１．を参照のこと。 

 

Ⅶ．広報事業 

タカタ財団ホームページの更新 

   今年度、ホームページを従前の赤基調の構成からブルー基調の構成に変更し、また、

一つのテーマに対して重複するアクセスボタンの整理等スリム化と併せて、コンテンツ

の充実を図った。 

 

（１） アクセス件数の実績 

ホームページアクセス件数データを見ると、毎日５００件程度の訪問がある。 
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（２）タカタ財団について 

「情報公開」（役員・評議員の更新、事業計画、収支予算書等）の随時更新 

 

（３）２０２１年度研究助成公募中止発信：２０２０年９月２５日（金） 

 

（４）２０２０年度助成研究者自己紹介掲載 

    従前のインタビュー形式から研究者自身による自己紹介形式に変更。 

 

（ア） 京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻 MD.PhD. 教授 木下 彩栄 

研究テーマ：「運転・認知能力を反映する神経バッテリーメーターパネル認識 

テストの開発」 

 

（イ） 名古屋大学未来材料・システム研究所 教授 山本 俊行 

研究テーマ：「長期観測運転データを用いた運転行動階層モデルに基づく高齢 

運転者の危険運転行動発生メカニズムの分析」 

 

（ウ） 高知工科大学地域交通医学社会脳研究室 客員教授 朴 啓彰 

研究テーマ：「認知症が疑われる高齢ドライバーを対象としたリハビリテー 

ション介入による免許継続・返納の判定基準構築」 
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（５）研究論文掲載 

上記名古屋大学山本教授の研究論文掲載 

 

（６）国立国会図書館への論文登録について 

２０２０年度以降の助成研究論文について、国立国会図書館にはオンラインジャー

ナルのみの論文登録のみとして、今後紙媒体による論文集の発行は行わないことで了

解を得た。 

また研究論文の国際標準逐次刊行物番号（International Standard Serial Number(ISSN)

は、発行年に関わらず「ISSN2185-8950」で統一することも了解された。: 

 

（７） リンク先の追加 

   交通移動利便性の観点から”Mobility as a Service”(MaaS)を取り扱っている 

・「国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課」 

自動運転技術を市街地整備の観点から活用を検討している 

・「国土交通省都市局市街地整備課」 

をそれぞれの組織の了解を得て追加した。 

 

（８）大学病院情報ネットワーク(UMIN)への研究助成事業の登録 

 

（９）リーフレット改訂版の随時発行 

 

（１０）佐野彰一氏（元東京電機大学教授）寄稿「交通安全コラム」掲載継続（月１回） 

 

                                   

以 上 


