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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

第1回自転車活用研究会・ オランダ
交通安全研究所（SWOV）
ディベラ トゥイスク 氏

2016/4/1 東京 2 一般市民等57名 100

　

　
自転車活用研究会in関西第1回・ヘル
メットを考える

2016/4/20 大阪 2 一般市民等24名 60

　

　
第2回自転車活用研究会・バルセロナ
における総合的な都市交通戦略

2016/4/22 東京 2 一般市民等72名 70

　
　 自転車活用推進議員連盟・総会 2016/5/12 東京 2 会員等108名 30
　

　
第３回自転車活用研究会・「ようこ
そ！　オーダーフレームの世界へ」

2016/5/18 東京 2 一般市民等38名 50

　
自転車活用研究会in関西第２回・ス
タートの一瞬に人生かけるBMXレー
サー

2016/6/3 大阪 2 一般市民等14名 60

　

　
自転車活用研究会in名古屋・名古屋
自転車事情　市民・自転車フォーラム

2016/6/4 名古屋 1 一般市民等5名 60

　
特別講座自転車活用研究会・世界最
強の自転車団体・ADFCのすべて

2016/8/2 東京 2 一般市民等25名 80

　
自転車活用研究会in関西第３回・世
界のARAYAは「夢を逐う」を忘れな
い！

2016/8/19 大阪 2 一般市民等22名 60

　
第4回自転車活用研究会・ツアー・オ
ブ・ジャパンのウラバナシ

2016/8/23 東京 2 一般市民等58名 40

　
第5回自転車活用研究会・障害があっ
ても自転車に乗るということは…

2016/9/30 東京 2 一般市民等51名 30

　
第６回自転車活用研究会・幼児・小学
生を対象としたデンマーク式自転車
安全利用教室

2016/10/13 東京 2 一般市民等44名 80

　
自転車活用研究会in関西第４回・自
転車を使った観光のあり方　京都サイ
クリングツアープロジェクト

2016/10/21 大阪 1 一般市民等28名 40

　

平成28年４月１日　から　平成29年３月３１日まで

平成28年(設立11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11年目にあたる平成28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、「＋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」2020年を目標とした日本国内の都市への誘致活動を行った。
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第７回自転車活用研究会・紙から
WEBへ、スポーツ自転車専門サイト
「FUNRiDE」

2016/11/11 東京 2 一般市民等46名 40

　
自転車活用研究会in関西第５回・自
活研が聞く大阪・京都の自転車政策

2016/11/25 大阪 2 一般市民等52名 60

　
第８回自転車活用研究会・地球、157
カ国15万5500kmひと筆書きの旅

2016/12/9 東京 2 一般市民等27名 50

　
自転車活用研究会in関西第６回・国
際都市東京の自転車政策

2016/12/16 大阪 2 一般市民等25名 70

　
第９回自転車活用研究会・マホガ
ニーバイクと自転車法案を語る

2017/1/20 東京 2 一般市民等37名 50

　 自転車議連・法案成立報告会 2017/12/16 東京 2 会員等96名 30

　
特別講座自転車活用研究会・自転車
誕生の謎に迫る　自転車史研究家

2017/2/2 東京 2 一般市民等15名 50

　
第１０回自転車活用研究会・素晴らし
き自分づくりのための自転車活用

2017/2/3 東京 2 一般市民等37名 65

　
自転車活用研究会in関西第6回・自転
車200周年記念企画・自転車誕生の
謎

2017/2/8 大阪 2 一般市民等23名 50

　
自転車活用研究会in関西第６回・自
活研事始め・自転車活用推進法

2017/2/17 大阪 2 一般市民等41名 60

　
第１１回自転車活用研究会・いま、愛
媛でなにが起きているのか

2017/3/17 東京 2 一般市民等49名 40

調査研究事業
駐輪場利用状況調査及び走行空間
整備調査

2016/4/1-
2017/3/31

関東 1 協力団体・企業 4460

　

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。

2016/4/1-
2017/3/31

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
300

5785

事業名 事業内容
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2016/4/7 荒川警察署講演 東京

2016/4/8 iatss報告会 東京

2016/4/20 大阪歴史研講演 大阪

2016/5/10 日本シェアサイクル協会総会 東京

2016/5/13 自転車駐車場工業会懇親会 東京

2016/5/13 自転車博覧会トークショー 東京

2016/5/21 宇都宮シンポジウム 栃木

2016/5/29 温泉ライダーイン加賀温泉郷2016 石川

2016/6/3 ライン導水ブロック工業会第 6回総会講演 大阪

2016/6/5 ツアーオブジャパン東京ステージ 東京

2016/6/15 日本シェアサイクル協会ピクトグラム検討会 東京

2016/6/18 交通科学学会・シンポジウム 東京

2016/6/22 自活研臨時理事会・知事選対策 東京

2016/6/23 旭川自転車会議 北海道

2016/6/28 ＪＣＡ第７回評議員会 東京

2016/6/30 日本シェアサイクル協会見学会 岡山

2016/7/4 さいたま市役所Velo-cityGlobal打合せ 埼玉

2016/7/11 自転車通行システム整序化研究会 東京

2016/7/12 ヴェロシティ打ち合わせ会 東京

2016/7/19 箕郷中学校 講演 群馬

2016/7/26 日本工営講演 宮城

2016/7/27 福島視察・市長訪問 福島

2016/8/1 水戸自転車会議 茨城

2016/8/3 岩城光英法務大臣訪問 東京

2016/8/9 ヴェロシティ打ち合わせ会 東京

2016/8/23 日本自動車教育振興財団講演 東京

2016/9/7 国土交通大学校研修講義 東京

2017/1/5 静岡市向上会議打合せ 東京

2017/1/5 朝日小学生新聞取材 東京

2017/1/6 水戸自転車会議 茨城

2017/1/10 長野市加藤市長Velo-cityGlobal打合せ 長野

2017/1/12 日本経済新聞取材 東京

2017/1/17 千葉県子ども自転車教室 千葉

2017/1/21 ハンドメイドバイク展 東京

2017/1/21 OVE11周年パーティー 東京

2017/1/27 自転車利用環境向上会議In静岡 静岡

2017/2/1 活用推進法が拡げる移動の選択肢・グッチヤリ講演 東京

2017/2/2 自治大学取材 東京

2017/2/12 沖縄自転車シンポジウム 沖縄

2017/2/16 サイクリングッド打ち合わせ 東京

2017/2/16 自転車通勤意識の調査 東京

2017/2/21 札幌自転車勉強会 北海道

2017/2/22 上川層雲峡第3回検討会 北海道

＜その他の主な講演・委員会活動＞
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2017/2/23 国際ホテルレストランショー講演 東京

2017/2/28 日本経済新聞電動アシスト自転車試乗 東京

2017/3/1 オラクルFRAME取材 東京

2017/3/2 日本テレビ取材 東京

2017/3/3 交通工学研究会 東京

2017/3/8 第二東京弁護士会環境保全委員会懇親会 東京

2017/3/10 自転車通行システム研究会 第４回研究会 東京

2017/3/15 京都市「京の自転車政策・レンタサイクルの未来」 京都

2017/3/24 天津ショー（中国北方自行車電動車展示会）講演 中国・天津市

2017/3/28 札幌市都心部自転車協議会 北海道


