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　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

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

自転車製造工場見学会 2015/4/17 埼玉県 2 会員20名 5

　
　 第１回活用研究会／活動報告 2015/5/8 東京 2 一般市民等45名 10
　
　 第１回In関西活用研究会／活動報告 2015/5/15 大阪 2 一般市民等26名 35
　

　
東京都建設局／東京国道事務所他
国道２４６等意見交換会

2015/5/27 東京 2 関係団体30名 50

　
第１回In名古屋活用研究会／活動報
告

2015/6/9 名古屋 1 一般市民等10名 45

　
　 さいたま市彩湖／見沼実走調査 2015/6/20 埼玉県 2 会員15名 50

　 第2回活用研究会／御子柴慶治さん 2015/6/26 東京 2 一般市民等25名 10

　 第３回活用研究会／古池弘隆教授 2015/7/23 東京 2 一般市民等53名 10

　
第2回In関西活用研究会／藤江徹さ
ん他

2015/7/24 大阪 2 一般市民等36名 45

　 国道２４６路上駐車実態調査 2015/7/29 東京 2 会員14名 40

　
第４回活用研究会／エルファディン
グ・ズザンネさん

2015/7/30 東京 1 一般市民等33名 20

　
第５回活用研究会／リチャード・バー
ターさん

2015/8/26 東京 2 一般市民等43名 20

　 第６回活用研究会／土屋信行さん 2015/9/18 東京 2 一般市民等46名 20

　 第７回活用研究会／古倉宗治さん 2015/10/9 東京 2 一般市民等52名 20

　
第3回In関西活用研究会／松浦是さ
ん他

2015/11/13 大阪 2 一般市民等27名 45

　
神奈川県大磯町太平洋岸自転車道
実走調査

2015/11/29 大阪 2 会員12名 30

　
第4回In関西活用研究会／藤本典昭
さん他

2015/12/2 大阪 2 一般市民等39名 45

　 第８回活用研究会／澤山俊明さん 2015/12/18 東京 2 一般市民等44名 20

　ＮＰＯ法人設立10年目にあたる平成27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と自転車ロードサー
ビス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法案の精査、地方議員の政策を共
有することを目指す「全国自転車議員ネットワーク」の設立準備、「＋１LaneProject」の継続、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、The European Cyclists' Federationが主催する自転車まちづくり政策国際会議「Velo-
city Global 2016 - Taipei」への参加と2020年を目標とした日本国内の都市への誘致活動をスタートさせるなどの活動を行った。

平成27年４月１日　から　平成28年３月３１日まで

平成27年(設立10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
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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

2015/11/006
-2015/11/08

千葉県 2
一般市民等不特定

多数
10

　
第６代目自転車名人就任式／渡辺航
さん

2015/11/7 千葉県 2
一般市民等不特定

多数
10

　
第5回In関西活用研究会／川口加奈
さん他

2016/2/10 大阪 2 一般市民等18名 45

　 Velo-City in TAIPEI／ECF会談
2016/02/27
-2016/2/29

台湾台北
市

2 訪問団30名 205

　
第2回In名古屋活用研究会／石井克
尚さん

2016/3/2 名古屋 1 一般市民等17名 40

　 Velo-City in TAIPEI報告会 2016/3/24 東京 2 一般市民等30名 30

　 東京都調布市民まつり事業協力 2015/10/12 東京 2
自治体及び一般市
民（自転車に乗れな

い幼児など）
120

　 駐輪場モニター調査事業
2015/4/1

-2016/3/31
東京 1 自治体 3180

　 会員付帯保険ロードサービス等
2015/4/1

-2016/3/31
国内 1 会員 1200

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。

2015/4/1-
2016/3/31

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
5

№3

事業名 事業内容



2015/4/7 読売新聞取材 東京

2015/4/13 日本シェアサイクル協会戦略会議 東京

2015/4/14 東京新聞取材 東京

2015/4/22 自転車議連総会 東京

2015/4/30 日本工営第1回勉強会 東京

2015/5/5 バイシクルタウン青山 東京

2015/5/8 Ｊ-ｗｅｖｅ出演 東京

2015/5/12 日本シェアサイクル協会総会 東京

2015/5/17 京都マナーアップフェストークショー 京都府

2015/5/21 日本シェアサイクル協会戦略会議 東京

2015/5/27 TBSニュース２３出演 東京

2015/5/29 交通工学研究会自転車交差点委員会 東京

2015/5/29 NHKラジオ出演 東京

2015/5/30 温泉ライダーin加賀温泉郷 石川県

2015/6/2 フジテレビホウドウキョク出演 東京

2015/6/3 新聞赤旗取材 東京

2015/6/5 静岡常葉大学講演 静岡県

2015/6/8 毎日新聞取材 東京

2015/6/9 東海テレビ出演 愛知県

2015/6/11 日本シェアサイクル協会戦略会議 東京

2015/6/18 日経新聞取材 東京

2015/6/23 水戸自転車会議 茨城県

2015/6/25 朝日新聞取材 東京

2015/6/25 第２東京弁護士会シンポジウム 東京

2015/6/29 ＪＣＡ評議委員会 東京

2015/7/1 鳥取県ベタぶみ坂試走 鳥取県

2015/7/2 日本シェアサイクル協会戦略会議 東京

2015/7/5 J-wave出演 東京

2015/7/7 東京都道路整備保全公社発表会 東京

2015/7/9 自活研WEB委員会 東京

2015/7/16 神奈川大学テクノ検討会 神奈川県

2015/7/24 第十回モビリティ学会 東京

2015/7/27 第4回安全で快適な自転車利用環境創出に関する検討委員会 東京

2015/7/28 水戸自転車会議 茨城県

2015/7/31 東工大所蔵サイカー再生事業 東京

2015/8/3 東京都建設局報告会 東京

2015/8/19 中学三年生論文用取材 東京

2015/8/20 自転車普及協会ADR会議 東京

2015/8/20 旭川自転車会議 北海道

2015/8/25 静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会講演 静岡県

2015/8/26 シェアサイクル協会 東京

2015/8/27 経産省車両室長意見交換 東京

2015/8/27 第5回安全で快適な自転車利用環境創出に関する検討委員会 東京

2015/8/31 日本工営第2回勉強会 東京

2015/9/2 滋賀県輪の国講演 滋賀県

＜その他の主な講演・委員会活動＞



2015/9/7 層雲峡会議 北海道

2015/9/9 国土交通大学校講義 東京

2015/9/11 藤沢市エコサイクル見学会 神奈川県

2015/9/19 さいたま市サイクルイベント 埼玉県

2015/9/19 ヴェロ東京2015デザイン&ライド 東京

2015/9/24 日本シェアサイクル協会 東京

2015/10/1 札幌自転車委員会 北海道

2015/10/6 朝日新聞取材 東京

2015/10/7 自転車議連シェアサイクル永田町ポートオープン 東京

2015/10/13 NHKジャーナル出演 東京

2015/10/14 交通工学研究会大阪講習会 大阪府

2015/10/15 イタルダ研究発表会 東京

2015/10/15 東京キャナル・公開キックオフ・ミーテイング講演 東京

2015/10/21 札幌市西５丁目委員会 北海道

2015/10/22 都市交通シェアリングシステム検討会準備会 東京

2015/10/25 安城市サイクリングイベント 愛知県

2015/10/26 都市交通シェアリングシステム検討会 東京

2015/10/31 温泉ライダーイン三朝温泉 鳥取県

2015/11/2 十勝サイクルツーリズム会議 北海道

2015/11/2 NHKワールドニュース出演 東京

2015/11/5 中学生取材 東京

2015/11/6 札幌市西５丁目委員会 北海道

2015/11/10 荒川上流サイクリング整備検討会 埼玉県

2015/11/11 第6回安全で快適な自転車利用環境創出に関する検討委員会 東京

2015/11/12 NHK・ニュースWeb出演 東京

2015/11/13 日本シェアサイクル協会ピクト委員会 東京

2015/11/14 消費者庁自転車ブレーキに関する意見交換 東京

2015/11/18 シェアサイクル協会 東京

2015/11/21 静岡常葉大学シンポジウム講演 静岡県

2015/11/24 都市交通シェアリングシステム検討会 東京

2015/12/2 ももちやり視察会 岡山県

2015/12/4 読売新聞大阪取材 大阪府

2015/12/10 札幌市都心部自転車協議会 北海道

2015/12/14 旭川市自転車会議 北海道

2015/12/16 都市交通シェアリングシステム検討会 東京

2016/1/12 日本シェアサイクル協会 東京

2016/1/20 ライトウェイ講演・大阪 大阪府

2016/1/22 自転車向上会議in京都 京都府

2016/1/23 日本シェアサイクル協会ピクト会議 京都府

2016/1/27 ライトウェイ講演・名古屋 愛知県

2016/1/28 札幌ネットワーク委員会 北海道

2016/1/28 札幌自転車協議会 北海道

2016/1/29 第２回自転車まちづくりセッション 東京

2016/2/3 ライトウェイ講演・東京 東京

2016/2/5 原宿表参道駐輪場懇談会 東京

2016/2/10 自転車協会・法案説明・大阪 大阪府



2016/2/17 自転車協会・法案説明・東京 東京

2016/2/19 岩手県立大学元田教授退官シンポジウム講演 岩手県

2016/2/22 フジテレビトクだね出演 東京

2016/2/22 旭川自転車会議 北海道

2016/2/25 第7回安全で快適な自転車利用環境創出に関する検討委員会 東京

2016/2/27 ヴェロシティイン台北（ECFと交渉） 台湾

2016/3/2 自転車協会・法案説明・名古屋 愛知県

2016/3/10 都市交通シェアリングシステム検討会 東京

2016/3/16 全国コミュニティサイクル担当者会議 東京

2016/3/20 新宿サイクルフェスタトークショー 東京

2016/3/22 水戸市仙波２号線視察 茨城県

2016/3/25 日本シェアサイクル協会 東京

2016/3/30 ＮＨＫ世界お悩み解決出演 東京


