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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

自転車活用推進議員連盟・総会運営
協力

2013/4/1- 国会 10
一般市民等不特定

多数
1

　

　
第１回活用研究会／河口まなぶ氏

2013/4/19 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　

　
自転車活用推進議員連盟プロジェク
トチーム初会合：講師・小林成基

2013/4/23 国会 2 国会議員 1

　
自転車活用研究会in関西・第１回／
鈴木迪子氏

2013/5/31 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プロジェク
トチーム第2回会合：講師・古倉宗治

2013/6/10 国会 3 国会議員 10

　
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

2013/6/18 東京 2
国会議員・自転車関

連団体
10

　 第２回活用研究会／栗村修氏 2013/8/13 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　 第３回活用研究会／入川秀人氏 2013/9/13 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／
高橋輝好氏

2013/9/20 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プロジェク
トチーム第3回会合：講師・山中英生

2013/10/7 国会 2 国会議員 20

　
自転車活用推進議員連盟・ＰＴ大討
論会

2013/10/28 国会 10
一般市民等不特定

多数
10

　
サイクルモード・チームキープレフト
ブース運営

2013/11/2
-2013/11/4

千葉県 2
一般市民等不特定

多数
30

　
第五代目「自転車名人」表彰式・谷垣
禎一自転車活用推進議員連盟会長
(法務大臣）

2013/11/3 千葉県 5
一般市民等不特定

多数
30

平成25年４月１日　から　平成26年３月３１日まで

平成25年(設立8年度)度事業報告書

事業内容事業名

　ＮＰＯ法人設立8年目にあたる平成２5年度は、特に国会の自転車活用推進議員連盟との連携によって、総会、勉強会への参加、提
言のための調査研究、たたき台の作成、理事を含む有識者の派遣、政府並びに東京都などへの働きかけを行った。
　また、東京都知事選挙に当たって、立候補者に自転車政策の採用を訴えるキャンペーンを行い、一定の成果を得た。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、新たに理事会で理事候補としている会員の献身的な物心両面にわたる支援
があったことを特記しておく。
　利用環境の改善のための研究、法律面や道路整備、交通秩序改善のための提言活動、コミュニティサイクルについてのこれまでの
研究成果を社団法人日本シェアサイクル協会発足に役立てたこと、インターネットを通じた検定試験の継続なども同時並行的に推進
した。こうした活動に専念した結果、その他事業を遂行する時間的人員上の余裕を失った。

特定非営利活動法人　自転車活用推進研究会
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第４回自転車活用研究会（成城大海
老島研究室共催）／ オランダ
WilkoWieffering氏

2013/11/6 東京 2
一般市民等不特定

多数
10

　
エコプロダクツ展／自転車eco学園運
営

2013/12/12
-2013/12/14

東京 12
一般市民等不特定

多数
20

　
第５回自転車活用研究会（日本自転
車普及協会共催）／疋田智氏

2013/12/19 東京 3
一般市民等不特定

多数
10

　
自転車活用推進議員連盟「提言」最
終案調整

2013/12/20 国会 1 国会議員 1

　
自転車活用推進議員連盟「提言」菅
義秀内閣官房長官に提出

2013/12/26 国会 1 国会議員 1

　
「新都知事とつくろう、TOKYO自転車
シティ」署名活動スタート

2014/1/16 サイト 2
一般市民等不特定

多数
6800

　
自転車活用推進議員連盟「提言」東
京都秋山副知事に提出

2014/1/17 東京 1 国会議員 1

　
自転車活用推進議員連盟・デンマー
ク交通大臣ピア・オルセン・デュア大
臣と意見交換を調整

2014/1/23 国会 2 国会議員 10

　
自転車活用研究会in関西・第３回／
小林成基

2014/1/24 大阪 2
一般市民等不特定

多数
20

　
「新都知事とつくろう、TOKYO自転車
シティ」読売新聞都内版全面広告掲
載

2014/1/24 東京 2
一般市民等不特定

多数
1840

　
第６回自転車活用研究会／ドロン
ジョーヌ恩田氏

2014/2/14 東京 2
一般市民等不特定

多数
20

　

自転車活用推進議員連盟・谷垣会長
とピーター・ヤン・スターレン元ライデ
ン大学教授"PleasantPass"について
の報告をアレンジ

2014//19 国会 1 国会議員 10

　
自転車活用推進議員連盟プロジェク
トチーム・協働勉強会／ＯＥＣＤ国際
交通フォーラム・フィリップ・クリスト氏

2014/2/24 国会 3 国会議員・会員 10

　
自由民主党首都圏整備特別委員会
／講演・小林成基

2014/3/4 東京 1 国会議員 1

　
2014年度第1回自転車活用研究会
（前倒し開催）／荻島美香・絹代

2014/3/7 東京 3
一般市民等不特定

多数
20

　
自由民主党首都圏整備特別委員会
／講演・小林成基

2014/3/4 東京 1 国会議員 1

　 駐輪場モニター調査事業
2013/4/1

-2014/3/31
東京 1 自治体 2000

　 年会費
2013/4/1

-2014/3/31
国内 1 会員 1580
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2013/4/19 東京

2013/5/22 新潟県

2013/5/24 岩手県

2013/6/3 広島市交通まちづくり市民セミナー 広島県

2013/6/13 新潟県

2013/7/5 東京

2013/7/13 石川県

2013/7/29 長野県

2013/7/30 東京

2013/9/3 新潟県

2013/9/5 栃木県

2013/9/16 千葉県

2013/10/6 京都

2013/10/14 東京

2013/10/20 愛媛県

2013/11/1 大阪

2013/11/9 大阪

2013/11/22 東京

2013/11/28 東京

2013/11/30 東京

2013/12/11 北海道

2014/1/28 栃木県

2014/1/31 新潟県

2014/2/12 京都

2014/2/19 東京

2014/2/27 東京

2014/3/14 神奈川県

2014/3/19 京都

2014/3/27 茨城県

計 704

　　　（２）その他の事業

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（安全運転を呼びかけるＴシャツな
ど）の制作・販売を行う事業。

2013/4/1-
2014/3/31

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
0

温泉ライダーin加賀温泉郷2013

清泉女子大サマーキャンプ

世田谷区自転車委員会

新潟市自転車利用環境計画推進委員会

宇都宮国道事務所Y字交差点設計委員会

新潟市自転車利用環境計画推進委員会

交通工学研究会「自転車交差点委員会」

清泉女子大講演

原宿商店街講演会

通年で開催

新潟市自転車利用環境計画推進委員会

川崎市議会・自由民主党市議団勉強会

「エコまち京都自転車職人」認定研修会

サイクルモード大阪

自転車政策小委員会主催国際セミナー

しまなみ海道プレイベント／谷垣大臣アテンド

サイクルマルシェ

高島屋京都店 トークショー

サイクリング協会全国大会

盛岡自転車フォーラム講演

水戸市自転車利用環境計画関係者会議

札幌都心部自転車対策連絡協議会

自転車スイスイ講演自転車の似合うまちづくり

自転車商組合講演

港区自転車利用環境整備推進委員会

世田谷区役所自転車会議

高津区区民会議フォーラム

京都自転車安全利用セミナー

事業名 事業内容

＜その他の主な講演・委員会活動＞

栃木県自転車利用環境検討会議


