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　１．事業の成果                 　１．事業の成果                

　

　２．事業の実施に関する事項                 

　　　（１）特定非営利活動に係わる事業

事業名 事業内容 実施 実施 従事者 受益対象者の範囲 支出額

日時 場所 数 及び人数 (千円)

自転車活用に関

する啓発事業

自転車活用研究会第1回◇「シェアサ

イクルからMaaSまで」（株）ヴァル研

究所諸星賢治氏、添田悠央氏

2019年4月2日 東京 5 一般市民等37名 61

自転車活用研究会in関西第1回◇

「阿部良之プロが発信する自転車ラ

イフ」自転車プロロードレース選手・ス

ポーツサイクルプロショップ「アベノ

バ」代表阿部良之氏

2019年4月12日 大阪 2 一般市民等16名 7

　

自転車活用研究会第2回◇「伊豆半

島まるっと探訪・自転車旅の魅力」

KONASTAY横山氏、加和太建設自転

車事業担当者、伊豆急行平澤氏

2019年4月19日 東京 7 一般市民等21名 25

　

自転車活用研究会第3回◇「MaaSの

発展を支える交通ビッグデータと探索

アルゴリズム」（株）ナビタイムジャパ

ン小田中育生氏、廣田正之氏

2019年5月16日 東京 8 一般市民等37名 56

自転車活用研究会in関西第2回◇

「注目！自転車フリーペーパー」季刊

紙サイクル編集発行人（（株）ピクニッ

ク社取締役社長）杉谷紗香氏、（株）

シマノ　バイシクルコンポーネンツ事

業部企画部文化推進室課長阿部竜

士氏

2019年6月7日 大阪 1 一般市民等34名 50

　

自転車活用研究会第4回◇「ヒキタ、

南アフリカを走る〜世界最大イベント

走破報告〜」自活研理事疋田智

2019年6月13日 東京 4 一般市民等28名 19

　

自転車活用研究会第5回◇「iruka発

売までの10年間」（株）イルカ代表、

自活研理事小林正樹

2019年7月4日 東京 4 一般市民等24名 22

　

自転車活用研究会in関西第3回◇

「自転車活用推進計画の策定のノウ

ハウ～長期的視点に立って考える」

（株）三井住友トラスト基礎研究所研

究理事、自活研理事古倉宗治

2019年7月12日 大阪 2 一般市民等41名 41

　

令和元年(設立14年度)度事業報告書

特定非営利活動法人　自転車活用推進研究会

　ＮＰＯ法人設立14年目にあたる令和元年度は、会員の安全で快適な自転車利用を進めるため賠償責任保険を付与した制度を維持し、自

転車の健全な活用をいっそう推進するため、内外の自転車環境について有識者を招いて研究会を開催し、知見を深めると共に、自転車利

用環境実態の調査と提言、議員連盟との連携による自転車活用推進計画への働きかけ、地方議員の政策を共有を目指す「全国自転車議

員ネットワーク」の運営、社団法人日本シェアサイクル協会への協力、ネット上の自転車検定試験の継続、札幌市における第８回自転車利用

環境向上会議の運営協力、八代目自転車名人「道端カレン氏」の選考と表彰、自転車10大ニュースの選定と公表など、さまざまな自転車利

活用に関する調査事業を行うとともに、国内世論の喚起に努めた。なお、年度末近くになって新型コロナウイルスの世界的かつ大規模ば感

染拡大によって、研究会活動も自粛を余儀なくされる事態となった。

平成31年４月１日　から　令和２年３月３１日まで
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事業名 事業内容 実施予定 実施予定 従事者の 受益対象者の範囲 支出額

日時 場所 人数 及び予定人数 (千円)

　

自転車活用研究会第6回◇「ひとに

やさしい交通とは」（公財）交通エコロ

ジー・モビリティ財団バリアフリー推進

部企画調査課長松原淳氏

2019年7月30日 東京 4 一般市民等18名 14

自転車活用研究会in関西第4回◇

「必見！自転車利用環境向上会議in

堺から北海道・札幌にエールを贈る」

堺市前自転車まちづくり部長貝塚耕

一氏

2019年8月2日 大阪 3 一般市民等20名 27

　

自転車活用研究会緊急セミナー2019

第一弾◇「ドイツ最新事情」独・ADFC

理事エルファディンク・ズザンネ氏

2019年8月8日 東京 3 一般市民等19名 4

　

自転車活用研究会第7回◇「デン

マーク式交通教育をデンマークまで

行って習ってきた」TOKYOBIKETOUR

を実現させる会馬場誠氏、ジャーナリ

スト楠田悦子氏

2019年8月27日 東京 4 一般市民等20名 13

自転車活用研究会緊急セミナー2019

第二弾◇「サイクル県・山口Project—

やまぐち自転車旅」山口県道路整備

課主任志賀孝治氏、山口県スポーツ

推進課主査田川建一氏

2019年9月5日 東京 5 一般市民等12名 16

自転車活用研究会第8回◇「オランダ

自転車文化私論2019」日本自転車

文化協会理事御子柴慶治氏

2019年9月24日 東京 3 一般市民等29名 37

自転車活用研究会in関西第5回◇

「iruka初回ロット完売にみるインパクト

とチャレンジ」（株）イルカ代表、自活

研理事小林正樹

2019年10月4日 大阪 2 一般市民等15名 4

自転車活用研究会第9回◇「自転車

とグローバル化—アムステルダム、ロ

ンドン、ダブリン、メルボルンを結ぶ点

と線」成城大学経済学部教授海老島

均氏

2019年10月22日 東京 3 一般市民等14名 10

自転車活用研究会第10回◇「『サイ

クルツーリズムの進め方—自転車で

つくる豊かな地域—』出版記念」輪の

国びわ湖推進協議会会長、自転車ラ

イフプロジェクト代表藤本芳一氏

2019年11月1日 東京 5 一般市民等33名 31

自転車活用研究会in関西第6回◇

「スペイン巡礼自転車旅から見た熊

野古道」和歌山大学大学院観光学研

究科博士後期課程3年瀬戸陽子氏

2019年11月22日 大阪 2 一般市民等23名 18

自転車活用研究会第11回◇「住んで

みてわかるカナダの自転車事情」デ

ザインコーディネーター、自活研理事

中村・ドロレ・利恵

2019年12月5日 東京 4 一般市民等28名 19

自転車活用研究会第12回◇「ナショ

ナルサイクルルート徹底解説・展望と

課題」国土交通省自転車活用推進本

部事務局次長大野昌仁氏ほか

2020年1月29日 東京 4 一般市民等55名 57
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事業名 事業内容 実施予定 実施予定 従事者の 受益対象者の範囲 支出額

日時 場所 人数 及び予定人数 (千円)

　

自転車活用研究会in関西第7回◇

「海外における自転車インフラの先進

事例」大阪市立大学大学院工学科都

市系専攻・准教授吉田長裕氏

2020年1月31日 大阪 2 一般市民等35名 51

【延期】自転車活用研究会第13回◇

「しまなみはどうやって住民と行政を

巻き込んで世界一になったか！」

NPO法人シクロツーリズムしまなみス

タッフ宇都宮一成氏

2020年3月13日 東京 1 一般市民等0名 1

　

【延期】自転車活用研究会in関西第8

回◇「自転車の乗り方と繋がる健康

経営」（株）フジクラ健康社会研究所

CEO浅野健一郎氏、（株）シマノ　バイ

シクルコンポーネンツ事業部企画部

文化推進室課長阿部竜士氏

2020年3月27日 大阪 1 一般市民等0名 1

　

事業名 事業内容 実施予定 実施予定 従事者の 受益対象者の範囲 支出額

日時 場所 人数 及び予定人数 (千円)

調査研究事業
駐輪場利用状況調査及び走行空間

整備調査
2019/4/1-2020/3/31 関東 1 協力団体・企業 3,926

安心安全に自転

車を活用する事

業

引き続き自転車乗用中の不慮の事故

による賠償を担保する保険事業の普

及に努める。
2019/4/1-2020/3/31 日本国内 1 正会員 450

自転車グッズ販

売事業

ホームページを通じて自転車関係商

品（本、検定、データＤＶＤなど）の制

作・販売を行う事業。
2019/4/1-2020/3/31

インター

ネットホー

ムページ

1
ホームページ閲覧

不特定多数
4


