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NPO自転車活用推進研究会とは？
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人の初代に選んだ忌野清志郎さんも
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の促進及び自転車等の駐車対策の総

この世を去り、小杉代議士はこの年

転車道路建設推進議員連盟」は、秘

合的推進に関する法律（通称・改正

の選挙に出馬せず引退した。

書を務めておられた二階俊博代議士

自転車法）
」の見直しについての議論
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2006 年、NPO として
自転車活用推進研究会が再始動

いまや NPO 自転車活用推進研究

会は純然たる市民団体として、有料
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昭和 55 年にいわゆる自転車基本

会員482名、情報交換ネットワークは
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法として制定され、それまで警察し

約5,000件にまで拡大したが、目的と

存在しており、この両団体を発展的

か取り締まりができなかった駅前な

している「自転車をクルマの機能の

に解消、環境や健康の視点を加えて

どの 放置自転車 の 撤去 を 自治体 が
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できるようにした法律だが、改正で

にはま
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「総合的」とされたものの中身は「駐

た。議連は霞ヶ関の官庁から国会へ

輪対策法」でしかなく、自転車を都

会員約 12 万以上と言われている
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市の交通手段として活用する視点に

ADFC（ ドイツ自転車クラブ ）に匹

足として、電動アシスト自転車を各

欠けていた上に、合理性を欠いた政

敵する市民団体を、やがてわが国に

役所に配置したほか、国会控え室や

治的判断も散見された。

も出現させたいというのが誇大妄想

議員会館から遠かった駐輪場を入口

たくさんの専門家の議論を経て、

に最も近い場所に再配置するなどの

一応改正案をまとめはしたが、既に

実績を上げ、有志が実際に自転車で

自転車を巡る主要命題は走行空間の

皇居を周回するなどのアピールも行

確保に移っており、道交法や道路法

い、瞬く間に 100 名を超える参加議

を含めた道路交通関係全体の法体系

員を得た。

の見直しが求められる時代へと移行

ところが、2000年6月の第42回総

2003 年 11 月の総選挙で小杉代議

た。これを機会に私は 20 年の秘書生

士が返り咲くと、故・石田久雄氏を

（現・日本生産性本部）に嘱託として
おいていただくことにし、エネルギー

環境政策部の主任研究員として、そ

的野望である。その千里の道はまだ
ほんの数歩を数えたに過ぎない。

していた。

選挙で小杉代議士が落選してしまっ
活を終え、
（財）社会経済生産性本部

だまだ長い道程を要するだろう。

ヨーロッパで見られる、自転車のある生活

「自転車検定」を始めました

インターネットで、いつでも受験できる「自転車検定」
サイトを設けました。
無料のお試し検定も行っています。自転車活用推進研究会のホームページ
からどうぞ。
〈 http://www.cyclists.jp/ 〉
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