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	 ＮＰＯ法人設立７年目にあたる平成２４年度は、引き続き自転車の利用環境の改善のための研究

を強化し、法律面や道路整備、交通秩序改善のための提言活動を進めた。特に、一昨年より続けて

いる安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインのとりまとめに協力し、11 月に政府においてガ

イドラインを公表するところにまでこぎつけたが、地方の現場においてはまだまだ理解不足から整

備が進んでおらず、現段階では各地での啓発活動の効果も限定的と言わざるを得ない。	 

	 

１） 平成 24 年度活動報告	 

■広報啓発活動	 

・ インターネットサイトの簡素化：自転車道路整備に関する意見交換サイト「自転車ＤＯ！」、インタ

ーネット自転車関連ポータルサイト「自転車森羅万象」、自転車の歩道通行拡大に反対するための意

見交換サイト「安心して歩ける歩道／安全な自転車道／渋滞のない車道を実現する全国連絡会（略

称：全歩連）」、自転車に関する常識を流布するための検定サイト「自転車検定」、自転車が走る道の

評価サイト「みちしるべ」などを、自転車活用推進研究会サイトに集約。また、総選挙にともないメ

ンバーの入れ替えがあった自転車活用推進議員連盟のサイトをリニューアルした。	 

・ 会員向けメール情報提供を継続中	 

・ 自転車活用研究会の開催	 

	 

各月の主な動き	 

・ 4 月	 ：「事務所前定点調査」を月 1 回、週の前半の平日午前 7 時から 1 時間半に通過する自転車の

第 1回	 4 月 13 日	 ◇走りまくり登りまくり書きまくり…自転車カリスマ・高千穂遙

吠える	 

作家・サイクリスト	 

高千穂	 遙	 氏	 

in	 関西第 1回	 5 月 18 日	 ◇オーストラリア 2,907km 横断・凱旋報告会	 関西サイクルスポーツセンター	 

池本	 元光	 氏	 

第 2 回	 6 月 14 日	 ◇60 歳過ぎたら自転車でシルクロードへ行こう！	 長澤法隆導

師の歴史旅	 

シルクロード雑学大学	 

代表	 長澤	 法隆	 氏	 

in	 関西第 2回	 7 月 20 日	 ◇どうなる？	 日本、どうする？	 京都…自転車政策大転換！	 	 京都市	 建設局土木管理部自転車政策課	 

課長	 芳賀	 正昭	 氏ほか	 

第 3 回	 8 月 2 日	 ◇銀輪の巨人 GIANT ジャイアント	 朝日新聞社国際編集部	 

次長	 野嶋	 剛	 氏	 

第 4 回	 9 月 20 日	 ◇トライアスロンは	 なぜ効くか!?	 	 (株)アスロニア	 

代表取締役	 白戸	 太朗	 氏	 

in	 関西第 3回	 10 月 19 日	 ◇自転車をしゃぶりつくせ。目からウロコの楽しみ方あれこれ	 シルベストサイクル	 

統括店長	 山崎	 敏正	 氏	 

第 5 回	 11 月 8 日	 ◇オリンピック閉幕後のロンドン最新事情	 ロンドン在住	 

編集者	 青木	 陽子	 氏	 

in	 関西第 4回	 12 月 6 日	 ◇自転車環境創出ガイドラインが拓く交通社会の未来	 東京工業大学	 

助教	 鈴木	 美緒	 氏	 

第 6 回	 1 月	 ◇自転車取材から見えてきた日本の問題と希望	 毎日新聞社	 

記者	 馬場	 直子	 氏	 

in	 関西第 5回	 2 月 15 日	 ◇ヨーロッパ・テイストでママチャリ文化に切り込む――欧州事

情をプロの目で見通す・ユーロバイクの目指すもの	 

石田商事	 EUROBIKE	 

代表取締役	 石田	 博敏	 氏	 



2013/5/27	 ＮＰＯ自活研総会資料 
 

 3 

数と車道走行割合を調査し、会員とメディア、研究者に情報提供継続、2013 年月まで	 

：原宿振興組合講演	 

：民主党さいたま市議団で講演	 

：クルマ社会を問い直す会講演	 

：空色自転車の会講演	 

：交通工学研究会「自転車交差点」委員会	 ＷＧ４	 

・5 月	 ：温泉ライダーin 加賀片山津大会	 

	 ：自動車技術会フォーラム（みち研）講演	 

・6 月	 ：小平市自転車講座	 

	 ：全国自転車防犯登録団体連合会講演	 

	 ：東京第２弁護士会韓国状況講演	 

	 ：福山市立大学公開講座「自転車を福山の交通の中心へ」	 

・ 7 月	 ：神奈川県サイクリング協会「自転車はここを走る!」車道の安全な走りかたについて	 

：自民党参議院 PT で証言	 

・ 8 月	 ：土木学会小委員会セミナー	 

：日本自動車教育振興財団・第８６回ＪＡＥＦ研修会講演	 

：FM-FUJI 自転車検定について生放送	 

・ 	 9 月	 ：札幌北１条通社会実験勉強会	 

：港区自転車利用環境整備方針検討委員会	 

：栃木県自転車通行空間検討会議	 

：第１回	 札幌都心部自転車対策連絡協議会	 

：建設コンサルタント協会講演	 

：世田谷区役所自転車利用状況調査開始	 

・ 10 月	 ：四国 EST 創発セミナー講演	 

：自転車利用環境向上会議	 2012in	 金沢	 

：安城市サイクルフェスタ 2012	 

：札幌北一条通り第二回委員会	 

：第２回栃木県自転車利用環境検討会議	 

：港区自転車利用環境整備方針検討委員会	 

：滋賀プラス・サイクルシンポジウム	 

・ 11 月	 ：サイクルモード２０１２	 

：交差点委員会 in 大阪	 

：新潟自転車の会・疋田理事とＷ講演	 
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：埼玉県自転車防犯協会設立３０週記念式典・基調講演	 

・ 12 月	 ：土木学会自転車事例セミナー	 

：エコプロダクツ 2012	 

：（振）原宿表参道欅会講演	 

：第３回栃木県自転車利用環境検討会議	 

：第三回札幌北一条委員会	 

・ 	 2012 年 1 月：世田谷区「エコな住まいと暮らしの展示・相談会」	 

：千葉サイクリング協会講演	 

・ 2 月	 ：２０１３冬のフォーラム基調講演	 

：港区自転車会議	 

：草津市自転車安全利用検討委員会講演	 

・ 3 月	 ：小金井市自転車講座	 

：ＮＨＫラジオ深夜便４回連続	 

：第１８回自転車まちづくり研究会講演	 

：チーム右京チャレンジスクール講演	 

：「神宮外苑自転車試乗会」講演・疋田／馬場直子／小林	 

	 

■ その他事業	 

24 年度の収益を伴う事業として「復刻版エコサイクルマイレージジャージ」を数枚販売	 

	 

	 

【報告事項】	 

・この年度内には成果はなかったが、自転車活用推進議員連盟（谷垣禎一会長）に対する働きかけを継

続し、新年度早々に活動再開にこぎつけた。	 

活動報告、以上	 


