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５月１９日に第２４回理事会が芝パークホテルにて開
催され、令和２年度事業報告・決算及び第１０回定時評
議員会の開催内容等が承認された。それを受け、第１０
回定時評議員会にて令和２年度事業報告・決算が承認さ
れるとともに、評議員の一部選任、任期満了に伴う理
事・監事の選任が行われた。また、第25回理事会にて、
代表理事等の選定が行われ、内山田理事長、田川副理事
長の現体制が継続することとなった。なお、新型コロナ
ウイルス感染防止を勘案し、第１０回定時評議員会なら
びに第25回理事会は書面による決議（決議の省略）の形
式をとった。

令和２年度においては、コロナ禍で多くの活動が制約
を受けた一方で、令和２年度の目玉事業に掲げた動画学
習サイトの構築・コンテンツ作成を計画通り実施したほ
か、コロナ禍の下でも対応可能な高等学校に対する支
援・情報提供に取り組んだ。

自動車技術教育支援事業では、教育用教材の広域公募
を継続すると共に、コロナ禍により教育懇談会の開催が
制約される中で、アンケート方式による教育現場の意見
集約を実施した。

調査研究事業については、コロナ禍により海外調査を
中止したが、コロナ禍での社会・経済活動の変化が、ク
ルマの使い方や楽しみ方にも及んでいる海外の交通事情
の一例として、ドイツでのドライブインコンサートにつ
いて情報・データを収集。この結果を動画化し、動画学
習サイトに掲載し、広く高等学校への展開を行なった。

研修事業では、JAEF研修会が2回の計画に対しコロナ
禍により1回の開催となったが、会場参加（17名）に加
え、動画視聴も可能とし、参加者から大変高い評価を得
た。

決算については、既存事業の中止や規模縮小等に伴い、
支出が大きく減少し、公益目的事業会計で約1,000万円
の黒字（剰余金）が発生した。当該剰余金については理
事会において解消計画を定め、複数年にわたり剰余金を
解消していく予定である。

財団は本年2月に設立30周年を迎えた。30年の歩み
を記した動画を作成し、第10回評議員会・第25回理事
会出席者に披露する予定であったが、両会議とも書面決
議となったため、披露はかなわなかった。本動画では、
財団活動の礎を築いた石原理事長・豊田理事長時代、公
益財団への移行とともにプレゼンスの向上を図った小枝
理事長時代、そして更なる付加価値の向上を狙い様々な
挑戦を続ける内山田理事長時代と、財団活動を振り返っ
ている。本動画を収めたDVDを本誌に同封させていただ
くので、ぜひご覧いただきたい。30年の長きにわたりご
支援をいただいた皆様に改めて感謝申し上げるとともに、
今後とも、財団活動へのご理解、ご支援をよろしくお願
いいたします。

なお、任期満了に伴う新たな理事・監事、ならびに一
部選任が行われた評議員に関しては、添付資料「理事・
監事・評議員名簿」を参照いただきたい。

＊第10回評議員会の決議があったものとみなされた日：
令和３年６月１１日

＊第25回理事会の決議があったものとみなされた日：
令和３年６月１１日

▲設立30周年動画



･･･６月下旬

▲分解組立式小型EV “PIUS”

財団は、令和3年度事業計画での重点取組事項のひと

つ「体験型授業の充実」の施策として、分解組立式小

型電気自動車“PIUS（ピウス）”を用いた特別講習の

公募を6月より開始した。

当講習は、電気自動車の基本構成の理解や分解・組

立の基礎技術の習得に加え、組立後の試乗確認が可能

なメニューとしている。政府の2050年カーボン

ニュートラル宣言により、高等学校における環境教育

の重要性が高まる中、電気自動車に対する理解を深め

る機会として活用いただくよう、積極的な応募を呼び

かけている。

尚、当講習の講師は財団職員が務め、今年度は計6回

の実施を予定している。

技術教育分解組立式小型電気自動車"PIUS"を用いた特別講習の公募開始

財団は、令和３年度ＪＡＥＦ研修会の募集について、

全国の高等学校約５,９５０校、および当財団メールマ

ガジンに登録された先生方へ案内を行った。本年度は、

新型コロナウイルス感染拡大防止、東京オリンピッ

ク・パラリンピック開催に鑑み、下表の通り8月に計2

回開催する。第1回目はツインリンクもてぎ（栃木県）

で「交通安全教育」、第2回目はトヨタ自動車（愛知

県）で「燃料電池自動車」をテーマとした講演会等を

実施する。

第2回目の燃料電池車に関する講演については、政府

の2050年カーボンニュートラル宣言に伴い、先生方

の関心の高まりが予想されることから、研修会当日に

参加いただけない場合でも後日ビデオで視聴可能な形

式とした（事前申込者に、ダイジェスト版視聴用URL

を９月末までに送付予定）。

【令和３年度JAEF研修会開催計画】

▲令和２年度JAEF研修会・第２部の様子

ＪＡＥＦ研修会は、「交通」「環境」「交通安全」な

どをテーマとして、全国の高校教諭を対象に実施する財

団主催の研修会である。平成４年のスタート以来、関係

団体・企業のご協力により、各界の専門家による講演会

と施設見学や体験実習などをセットにして行い、参加さ

れた先生方から高い評価を得ている。その結果、昨年度

までの先生方の参加者累計は４,６００名を超えている。

また同研修会は今年度も文部科学省、および全国高等

学校長協会、全国工業高等学校長協会、全国総合学科高

等学校長協会、日本私立中学高等学校連合会、全国公民

科･社会科教育研究会の後援・協賛を得ており、財団は全

国の高等学校の先生方に積極的な参加を呼びかけている。

▲令和２年度JAEF研修会・第１部の様子

････５月下旬
研 修令和3年度JAEF研修会の参加者を募集

回 開催日 開催場所 講演／講師
関連施設見学・

体験実習
参加
人数

1
８/10
（火）

ツインリンクもてぎ
（栃木県芳賀郡）

【講演】「効果的な交通安全教育手法」について
【講師】 アクティブセーフティトレーニングパーク

インストラクター チーフ 島倉 勝 氏

安全運転実習およ
びレーシングコー
スの見学

44
(4輪車:30,
2輪車:14)

2

８/20
（金）

トヨタ自動車（株）
トヨタ会館・本社工場

（愛知県豊田市）

【講演】「燃料電池自動車『トヨタMIRAI』の開発」について
【講師】 トヨタ自動車株式会社 Mid-size Vehicle Company

チーフエンジニア 田中 義和 氏

トヨタ会館および
本社工場の見学

40 

9月 上記講演「燃料電池自動車『トヨタMIRAI』の開発」の動画視聴 上限なし
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※平成23年度応募校数には平成22年度公募予定だった宮崎県の5校が含まれる

【令和3年度 公募対象地域と応募校数】 ＜公募地域＞ 15府県：313校

【応募校数の推移(平成４年度～令和３年度)】

････６月令和3年度自動車技術教育用教材提供へ102校から応募 技術教育

対象府県 青森 岩手 宮城 福島 茨城 静岡 愛知 岐阜 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 合計

対象校数 16 20 19 24 17 21 40 16 17 12 12 51 33 5 9 312

応募校数 3 5 10 10 4 8 10 7 8 2 2 15 13 2 3 102

分解組立用エンジン 実習用工具セット

財団は、技術教育支援事業の一環として、本年度対象の

15府県（下記参照）で自動車技術教育を実施している

313校へ6月初めに応募要項を送付した。締切日までに

102校から応募があり、応募率は32.6％であった。最終

的な提供校および支援内容は、8月2日に開催する審査委

員会（小山実委員長）で、厳正な審査・選考により決定す

る予定である。

＜応募状況(７/１現在)＞

本年度の応募校数は102校で、同地域で募集した3年前

と同数であった。該当地域である15府県全てから応募が

あった。応募回数では、以前に提供した学校からの応募が

99校に対し、初めての応募は3校（応募校数全体の2.9％ 、

前年は9.8%、前々年は5.2% ）であった。依然として再

応募校の比率が高く、過去提供校において教材提供活動の

認知度が高いことが推測される。

＜教材区分別応募状況＞

教材区分別の構成比は、視聴覚教材 9.8％、初級教材

70.6％、中級教材 6.9％、上級教材が12.7％であった。

各校の第１希望の教材は、分解組立用汎用エンジンが前

年度同様１位で32校（全体の31.3％）、２位は実習工具

セットで12校（同 11.8％）応募があった。

なお、本年度も自動車技術教育の維持・向上を図るべく、

学校の希望も踏まえながら、視聴覚教材から上級教育用教

材まで幅広く提供メニューを用意し対象校に案内した。

区
分 № 教材名 提供数量

視
聴
覚

1 自動車の基礎・電気 DVD×10

2 自動車の基礎とエンジンの作動 CD×10

3 動力伝達・駆動・制御・走行装置の作動 CD×10

4 自動車の電気・電子技術/モーター基礎実験
セット

実験セット×1回路板×10
CD×10

5 ハイブリッド自動車と充電装置 CD×3

6 DVD&デジビデオ『自動車のメカニズム』 DVD×1 CD(デジビデオ)×2

7 動く掛図 4サイクル・2サイクル 掛図×2

8 説明模型 4サイクルガソリンエンジン 模型×1

9 ハイブリッドシステム 模型 模型×1

10 駆動用ギヤ学習セット 模型×2 生徒用×10 CD×2

11 模型で学ぶ センサー技術 (自動走行) 模型×8×2

12 サスペンション 模型 模型×1

13 四輪ホイールアライメントモデル 模型×1

初
級

14 分解組立用エンジン 〈汎用126cc〉
4台/3台+修繕工具×1/3台＋専
用工具×3

15 分解組立用キャブレターエンジン 660cc 2台+エンジンスタンド2台

16 分解組立用電子制御エンジン 軽自動車
660cc

4台/2台+エンジンスタンド2台

17 分解組立用電子制御エンジン 小型車
1300cc

4台/2台+エンジンスタンド2台

18 実習用工具セット 4セット

19 実習用工具 トルクレンチ 4本

20 急速充電器 1台

21 低床型手動ジャッキ 足踏付 2t 1台

22 エンジンスタンド 〈簡易型〉 4台

中
級

23 トレーニングサーキット 1台

24 燃料電池実験キット 5セット

25 燃料電池システム 〈エコラン大会用〉 1セット

26 ビデオスコープ 1台

27 灯火回路実習装置 1セット

上
級

28 実車 〈中古車〉 1台

29 エンジン実習装置 1台

30 スキャンツール 〈外部故障診断装置〉 1台

  応募校数 30 36 50 35 35 40 29 34 49 84 86 79 101 89 101 97 111 101 63 76 93 86 87 101 96 87 102 96 91 102



････4～6月 研 修
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※平成17年度以降

39都道府県の研修会(172件)に講師を派遣

財団は、自動車の整備技術やハイブリッド技術などの

「自動車技術」に関する研修メニュー、および「環境・

交通技術」「交通安全」に関する研修メニュー（計16

種類）を用意し、高等学校や教育委員会からの要請を受

け、専門の講師を派遣している。今年度の４～６月は、

39都道府県（172件）の研修会に専門講師を派遣し、

計5９,285名が受講した。新型コロナウイルス感染拡

大の影響を受け、当該期間で計52件のキャンセルが生

じたが、前年同期と比べ件数で80件、受講者数で約

25,200名の増加となった。

全172件の研修会の内訳では、社会科系及び生徒指

導担当の先生並びに生徒を対象とした「交通安全」が

168件、及び「環境・交通技術」が1件、主に工業系の

生徒を対象とした「自動車技術」が3件であった。

研修メニュー別実績は、「交通安全」では「ドライ

バー・自動車・歩行者から見た交通安全」122件、「自

転車を取り巻くリスクとその責任」3４件、 「夜間の交

通安全対策」10件、 「交通事故を起こして問われる責

任」2件、であった。「環境・交通技術」は、「地球温

暖化防止と自動車技術」が1件であった。

そして「自動車技術」は、「日産・電気自動車につい

て」が3件であった。講義をリモート形式、実車での確

認・体験を屋外で行うなど、新型コロナウイルス感染防

止対策に工夫を凝らし、実施した。実車使用の研修は、

衝突被害軽減ブレーキなどの最新技術の体験により、生

徒の反応も好評であった。

ご協力をいただいた関係団体、企業の皆様には、紙面

をお借りして改めて厚く御礼申し上げます。

▲神奈川県立向の岡工業高等学校での自動車技術研修会▲秋田県立秋田工業高等学校での交通安全研修会


