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　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

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

自転車活用推進議員連盟・総会運営
協力

2014/4/1- 国会 2
一般市民等不特定

多数
1

　

　
第１回活用研究会／オランダ荻島ミ
カさん 2014/03/07 東京 2

一般市民等不特定
多数

20

　

　
第２回活用研究会／森井直子さん

2014/05/16 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　

　
自転車ツーキニスト大会／バスと共
存する走り方

2014/05/23 東京 10
一般市民等不特定

多数
120

　
自転車活用研究会in関西・第１回／
樋口武史さん

2014/06/02 大阪 2
一般市民等不特定

多数
20

　
自転車活用推進議員連盟・自転車関
係団体・業界との意見交換会

2014/06/03 東京 2
国会議員・自転車関

連団体
1

　 第３回活用研究会／北条晶さん 2014/06/20 東京 2
一般市民等不特定

多数
10

　 第４回活用研究会／本東千恵さん 2014/08/06 東京 1
一般市民等不特定

多数
20

　 第５回活用研究会／布袋田沙織さん 2014/08/29 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　
自転車活用研究会in関西・第２回／
山田美緒さん

2014/09/12 大阪 2
一般市民等不特定

多数
20

　 第６回活用研究会／北条晶さん 2014/09/26 東京 2
一般市民等不特定

多数
26

　 第７回活用研究会／中沢かおりさん 2014/10/24 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　 第８回活用研究会／三国成子さん 2014/11/06 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

平成26年４月１日　から　平成27年３月３１日まで

平成26年(設立9年度)度事業報告書

事業内容事業名

特定非営利活動法人　自転車活用推進研究会

　ＮＰＯ法人設立9年目にあたる平成２6年度は、国会の自転車活用推進議員連盟との連携により提言の法制化のための調査研究と
あわせて国土交通省関東地方整備局東京事務所や都建設局などへの働きかけを行った。
　また、昨年の東京都知事選挙に際して展開したキャンペーンを発展させ、「＋１LaneProject」を行い、35,000を超える「いいね！」を
集め東京都への申し入れも行った。このキャンペーンの企画立案、素材作成ならびに実行については、理事各位の積極的な支援の
下に行われた。
　4月には懸案中であった社団法人日本シェアサイクル協会の発足に協力し、世界レベルの自転車利用環境を目指して活動中であ
る。インターネットを通じた検定試験を継続した。長く連携してきたJCA（公益財団法人日本サイクリング協会）が会費と保険料を別立
てとして運用する方針を撤回しないため、独自に全会員が自動的に賠償補償保険に加入する方式の採用に踏み切ることとし、新年
度からは年会費の中に保険料とロードサービスを組み込んだ。また、会員による国道246号や愛知県下の国道1号などの実走調査を
行い、利用した実感を整備担当側に伝える活動を行った。
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サイクルモード・チームキープレフト
ブース運営

2014/11/07
-2014/11/09

千葉県 2
一般市民等不特定

多数
20

　
自転車活用研究会in関西・第３回／
西川昌徳さん

2014/11/14 大阪 2
一般市民等不特定

多数
20

　 第９回活用研究会／西圭介さん 2014/11/28 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　 愛知県豊橋市国道一号実走調査 2014/11/30 愛知県 2 会員 10

　
第１０回活用研究会／ディクソン江梨
さん

2014/12/05 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　 第１１回活用研究会／山田美緒さん 2014/12/17 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　 第１２回活用研究会／上野嘉之さん 2015/01/09 東京 2
一般市民等不特定

多数
10

　
自転車活用研究会in関西・第４回／
関西自治体ＶＳ瀬戸圭祐さん

2015/02/13 大阪 2
一般市民等不特定

多数
10

　 国道２４６号実走評価会 2015/02/28 東京 30 会員 450

　
第１３回活用研究会／宇都宮一成さ
ん

2015/03/05 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　 第１４回活用研究会／青木陽子さん 2015/03/20 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　 駐輪場モニター調査事業
2014/4/1

-2015/3/31
東京 1 自治体 2125

　 年会費
2014/4/1

-2015/3/31
国内 1 会員 588

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 予定人数 及び予定人数 (千円)

　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。

2014/4/1-
2015/3/31

インターネット
ホームページ

2
ホームページ閲覧

不特定多数
10

予算合計 3651

事業名 事業内容



№3

2014/04/01 東京

2014/02/21 自転車議連／東京都知事訪問 東京

2014/05/19 東京

2014/05/21 筑波中学修学取材 東京

2014/06/24 東京

2014/06/30 秋田市環境局講演 秋田県

2014/07/02 オランダ大使館ピーターヤン博士 東京

2014/07/17 原宿表参道欅会 東京

2014/07/22 世田谷区自転車会議 東京

2014/07/24 第43回都市計画全国会議基調講演 愛媛県

2014/07/29 日本自動車教育振興財団 東京

2014/08/16 九州大学 福岡県

2014/08/20 日本自動車教育振興財団in関西 大阪

2014/08/27 札幌都心部自転車対策協議会 北海道

2014/09/01 水戸市自転車利用環境整備審議会 茨城県

2014/09/10 東京

2014/09/16 北海道開発局旭川支所 北海道

2014/09/28 さいたま自転車まちづくりシンポジウム 埼玉県

2014/10/02 世田谷区自転車会議 東京

2014/10/07 警察政策学会部会勉強会 東京

2014/10/08 東京

2014/10/09 鹿児島市シェアサイクル勉強会 鹿児島県

2014/10/17 自転車向上会議in宇都宮 栃木県

2014/10/31 オランダ国王レセプション 東京

2014/11/02 大分市サイクルイベント 大分県

2014/11/05 水戸市実走調査 茨城県

2014/11/17 札幌都心部自転車対策協議会 北海道

2014/11/22 温泉ライダーin三朝温泉 鳥取県

2014/12/19 東京

2014/12/20 神奈川県

2015/01/09 世田谷区自転車委員会 東京

2015/01/10 土木計画学・ワンディセミナー 東京

2015/01/21 札幌都心部自転車対策協議会 北海道

2015/01/28 水戸市自転車会議 茨城県

2015/02/02 さいたま大シンポジウム 埼玉県

2015/02/04 東京

2015/02/06 茨城県自転車商組合研修会 茨城県

2015/02/20 静岡常葉大学講演 静岡県

2015/03/04 札幌都心部自転車対策協議会 北海道

2015/03/06 群馬県立中央中学修学取材 東京

2015/03/07 広島市街づくりシンポジウム 広島県

2015/03/21-22 新宿自転車シンポ 東京

2015/03/25 水戸市自転車利用環境整備審議会 茨城県

第２回安全快適自転車利用環境創出促進検討委員会

自転車議連／デンマークスーパー自転車道

社団法人日本シェアサイクル協会・発足

自転車議連／東京第２弁護士会との勉強会

交通工学研究会／交差点の手引き編集会議

国土交通大学校「自転車利用の推進について」

第１回安全快適自転車利用環境創出促進検討委員会

人類働態学会シンポジウム／自転車が街を変える

＜その他の主な講演・委員会活動＞


