平成２８年度事業報告書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで
平成２９年５月２６日
一般社団法人 自転車協会

当会は、ＢＡＡマーク制度とスポーツＢＡＡマークの２つのマーク自主認証制度の浸透を通し
て、安全・安心で環境に優しい自転車の普及促進を図ることを最大の使命とし、必要な安全対策
並びに広報活動を行った。
加えて平成２８年１０月に東日本復興支援を目的とした Cycle Aid Japan 2016 開催にあたり、
特別協賛することで、復興支援並びに自転車の有効利用促進を訴えた。
更に平成２５年４月からスタートしたＴＢＳラジオ（関西地区はＡＢＣラジオ、で疋田智氏が
メインパーソナリティーを努める）
「ミラクル・サイクル・ライフ」のスポンサー提供を継続して
行うことで、全国の聴取者に自転車の楽しさと有効利用促進を図った。

[１] 事業の概況
１．安全対策事業
主な安全対策の内容は以下のとおり。
(1)自転車安全基準の一部改正
灯火装置（ライト）の照度については、2015 年のＩＳＯ６７４２（前照灯）の改正に伴う
ＪＩＳＤ９３０１（一般用自転車）の改正が近い将来行われる見込みであることから、自
転車安全基準の該当箇所を、先行して改正した。但し、直ちに ISO 整合化をするには解決
すべき諸問題があることから、業界環境を勘案した段階的な改正内容とした。
(2)スポーツ用自転車安全基準について
当会のスポーツ用自転車安全基準のベースとなるＥＮ規格が、2015 年７月に国際規格であ
る ISO 4210（自転車安全要件）として発効されたことに伴い、今後のスポーツ用自転車安
全基準のあり方に関し検討を行った。
(3)「幼児２人同乗用自転車をご利用の皆様へのお願い」ちらし配布
事故防止のための安全啓発活動の一環として「幼児２人同乗用自転車をご利用の皆様へ
のお願い」というちらしの作成を平成２５年度より継続制作のうえ、会員メーカをとお
して、販売店経由で一般ユーザーへの配布を行った。

２．調査事業
自転車工業の基礎調査
自転車工業の基礎調査補助事業における諸統計資料を収集整備し、会員あてに輸出入の
動向及び生産動態調査表を作成頒布した。

３．規格の検討推進
（一財）自転車産業振興協会のＪＩＳ原案作成委員会に委員として参加し、工業標準規格
（ＪＩＳ) 原案作成事業に協力した。
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また、同協会のＩＳＯ原案作成委員会に委員として出席し、国際規格（ＩＳ）原案作成
事業に協力した。

４．広報活動
（1）Cycle Aid Japan 2016 東日本震災復興サイクリングについて
昨年 10 月 8 日（土）に、Cycle Aid Japan 2016 in 郡山 ツール・ド・猪苗代湖の開
催に協力した。
また Cycle Aid Japan 冠制度として、Cycle Aid Japan ツール・ド・ちば 2016 に協賛
を行った。
（2）BAA マーク制度への対応
昨年に引き続き、広告代理店並びに PR 会社を使い、
“広告”と“広報”の 2 本立てに
よる広報活動を展開した。
広告（代理店）業務では、昨年から引き続きキャラクター「映画版ドラえもん」を配
した販促ツール（のぼり,ポスター，シール付きリーフレット）を制作・配布し、主に販
売店舗と連携して、一般利用者へダイレクトな広告を展開することで、BAA マーク貼付
車の普及に努めた。
ＰＲ業務としては、学校、教育機関、保護者と連携して、中高生の自転車通学に関す
るアンケート調査を実施し、当該アンケート調査の結果を自転車の安全利用促進委員会
（第 3 者委員会）をとおして情報発信した。
また、教職関係者を対象に自転車通学に関する安全指導方法をテーマとした「通学車
セミナー」を埼玉、千葉、大阪で実施し、安全・安心な自転車選びにおける BAA マーク
の有用性を伝え、BAA マーク貼付自転車推奨化を図った。
（3）SBAA マーク制度への対応
SBAA スペシャルサイトのリニューアルを実施し、インタビューおよび Q&A コーナーの
充実に加え、サイクリングコース紹介とメンテナンス動画の新コンテンツを導入した。
また、産経デジタルが展開する「Cyclist」にビギナー向けの解説動画を掲載し、スポ
ーツ用自転車に関する新規需要開拓を図った。
(4) 安全・安心な自転車選びサイトについて
「安全基準に適合した自転車が探せる」サイトとして、一般利用者がニーズに合った
ＢＡＡ・ＳＢＡＡマーク貼付車を検索できるＷＥＢサイトを公開中。
(5) 安全・安心ＢＯＯＫについて
自転車関連イベントの当会ブースで一般配布を行うと同時に、要望のあった地方自治
体・教育関係先などに約 4,700 部送付を行った。
（6）自協会ニュース，SBAA EXPRESS
月刊で自協会ニュースを発行し、会員及び関係先に配付した。
併せて月刊で SBAA EXPRESS を発行し、ＳＢＡＡマーク制度参加者（含特別賛助会員）へ
配布した。
(7) ＴＢＳラジオ「ミラクル・サイクル・ライフ」
「ミラクル・サイクル・ライフ」にスポンサー提供を行うことで、一般ユーザー向け
に安全・安心で楽しい自転車の普及のための広報活動を行った。
５．デザイン保全事業
会員企業のデザインの保護、模倣防止のため、デザイン登録に係わる審査を行った。

６．国際交流事業
5 月の上海、及び 12 月のインドでのアジア自転車産業連盟会合に出席した。
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[２] 会議の要録
１．総会
第８０回定時総会

平成２８年５月２０日

於 自転車協会

【審議事項】
(1) 平成２７年度決算報告書承認の件

（承認）

(2) 理事・監事任期満了につき改選、理事辞任に伴う改選の件

（承認）

臨時総会

平成２９年３月３１日

於 ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺

【審議事項】
(1) 平成２９年度事業計画及び予算について

（承認）

(2) 役員選任の件

（承認）

２．理事会
第２００回理事会

平成２８年５月２０日

於

自転車協会

【審議事項】
(1) 平成２７年度決算報告書承認の件

（承認）

(2) 理事・監事選任の件

（承認）

(3) 平成２７年度事業報告書承認の件

（承認）

(4) 平成２８年度自転車産業振興事業受託に関する件

（承認）

(5) 平成２８年度予算更正の件

（承認）

(6) ＢＡＡマーク制度の件

（承認）

(7) スポーツＢＡＡマーク制度の件

（承認）

第２０１回理事会

平成２８年５月２０日

於

自転車協会

【審議事項】
(1) 役員互選の件

（承認）

(2) 各種委員会委員構成の件

（承認）

第２０２回理事会

平成２８年９月２３日

於

自転車協会

【審議事項】
(1) 平成２８年度第１四半期業務並びに会計報告の件

（承認）

(2) 平成２９年度の補助金の要望方針について（案）

（承認）

(3) 新規会員入会の件

（承認）

(4) ＢＡＡマーク制度の件

（承認）

(5) ＳＢＡＡマーク制度の件

（承認）

(6) 「さいたま Cycle Expo 2017」への協賛の件

（承認）

(7) 赤坂一丁目地区市街地再開発事業の一部計画変更の件

（承認）

第２０３回理事会

平成２９年３月３１日

於

ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺

【審議事項】
(1) 平成２９年度事業計画及び予算について

（承認）

(2) 役員選任の件

（承認）

(3) 新規会員入会の件

（承認）

(4) 規程の一部改正について

（承認）
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(5) ＢＡＡマーク制度に関する件

（承認）

(6) スポーツＢＡＡマーク制度に関する件

（承認）

(7) 自転車安全基準の一部改正について

（承認）

(8) 商品検査について

（承認）

(9) Cycle Aid Japan 2016 に関する件

（承認）

第２０４回理事会

平成２９年３月３１日

於

ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺

【審議事項】
(1) 役員選任の件

（承認）

(2) 各種委員会の構成について

（承認）

３．常任理事会
第１５１回常任理事会

平成２８年５月２０日

於 自転車協会

(1) 第２００回・２０１回理事会、第８０回定時総会の議案に係る事前審議
第１５２回常任理事会

平成２８年７月２２日

於 ホテル日航大阪

(1) 平成２８年度第１四半期事業報告の件
(2) 平成２８年度第１四半期会計報告の件
(3) ＢＡＡマーク制度の件
(4) 平成２８年度スポーツＢＡＡマーク広報展開進捗について
(5) Cycle Aid Japan の件
(6) 新規入会の件
第１５３回常任理事会

平成２８年９月２３日

於 自転車協会

(1) 第２０２回理事会にかかわる事前審議
第１５４回常任理事会

平成２８年１２月１６日

於 ホテル日航大阪

(1) 平成２８年度第２四半期業務並びに会計報告の件
(2) ＢＡＡマーク制度の件
(3) 平成２８年度スポーツＢＡＡマーク広報展開進捗について
(4) ＴＢＳラジオ「ミラクル・サイクルライフ」のスポンサー提供について
(5) Cycle Aid Japan 冠制度の今後の方向性について
(6) アシスト比超過事案について
(7) 電動アシスト自転車に係る当会支援について
(8) 環境負荷物質使用状況調査・対策専門委員会の方向性について
(9) ＢＡＡ制度への参加希望事業者について
第１５５回常任理事会

平成２９年２月２４日

於 自転車協会

(1) 平成２８年度第３四半期業務並びに会計報告の件
(2) 平成２９年度事業計画について
(3) ＢＡＡマーク制度の件
(4) スポーツＢＡＡマーク制度の件
(5) 平成２８年度商品検査結果と平成２９年度商品検査方針について
(6) 各種専門委員会委員長選任の件
(7) ツール・ド・ちばの件
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〔中長期課題について〕
(8) ＳＢＡＡマークの抜本改革と需要拡大について
(9) SBAA PLUS マークについて
(10)今後の需要拡大等について
第１５６回常任理事会

平成２９年３月３１日

於 ﾎﾃﾙ･ｱｺﾞｰﾗ ﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ堺

(1) 第２０３回理事会、臨時総会の議案に係る事前審議
(2) 中長期課題について

４．監事会
監事会

平成２８年５月１３日

於 自転車協会

(1) 事業報告（平成２７年度）
(2) 会計報告（

〃

監事会

）
平成２８年９月２日

於 自転車協会

(1) 事業報告（平成２８年度第１四半期）
(2) 会計報告（
監事会

〃

）

平成２８年１１月１１日

於 自転車協会

(1) 事業報告（平成２８年度第２四半期）
(2) 会計報告（

〃

）

５．各種委員会
（１）総務委員会
第１８回総務委員会

平成２９年２月１７日

於 自転車協会

① 平成２９年度事業計画について
② 平成２９年度予算について
③ 平成２９年度会費算定について
④ 赤坂一丁目地区市街地再開発計画の進捗について

６．その他の専門委員会等
（１）広報専門委員会
第１回広報専門委員会

平成２８年６月２２日

於 自転車総合ビル

① 平成２７年度 ＢＡＡマーク制度 広報の結果検証
② 平成２８年度 ＢＡＡマーク制度 広報展開方針について
第２回広報専門委員会

平成２８年９月６日

於 自転車総合ビル

① 平成２８年度 ＢＡＡマーク制度広報施策(案）プレゼンテーション
② 平成２８年度 各広報（代理店業務，PR 業務）施策の審議
（２）スポーツＢＡＡ専門委員会
第１回スポーツＢＡＡ専門委員会

平成２８年６月８日 於 自転車総合ビル

① スポーツ BAA マーク制度諸施策の効果測定について（ADK 社より）
② 平成 28 年度広報施策の骨格に関する検討
③ 委託代理店の選定について
（３）商品検査ワーキンググループ会議
第１６回商品検査ワーキンググループ会議 平成２９年２月３日 於 自転車協会
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①平成２８年度ＢＡＡ・ＳＢＡＡ検査結果並びに「リスク計量化」に伴う評価結果
について
②平成２８年度ＢＡＡ・ＳＢＡＡ商品検査結果に対する改善策について
③検査機関からの考察について平成２８年度ＢＡＡ・ＳＢＡＡ商品検査方針について
④ＢＡＡマーク制度の見直しに伴う、平成２９年度ＢＡＡ商品検査方針について
（４）自転車安全基準専門委員会
第１回自転車安全基準専門委員会 平成２８年７月４日 於 自転車総合ビル
①自転車安全基準の改正に関わる前照灯の検討について
②ＢＡＡ「適合認定型式検査成績書」
（様式３Ａ）の検査項目の見直しについて
③スポーツＢＡＡ更新に伴う型式検査猶予について
④ その他
第２回自転車安全基準専門委員会 平成２８年１１月２４日 於 自転車総合ビル
①ＢＡＡ型式区分の見直しについて
②ＢＡＡ「適合認定型式検査成績書」
（様式３Ａ）の検査項目の見直しについて
③ その他
第３回自転車安全基準専門委員会 平成２９年１月３０日 於 自転車総合ビル
①ＢＡＡ「型式区分」の見直しについて
②検査項目の統合・見直し（適合認定型式検査成績書(様式３A）項目の見直し）
③「環境負荷物質」に関する新たな基準（ガイドライン）の制定について
④「実施要領」ならびに「マーク使用許諾契約書」の改訂
⑤型式検査の変更に伴う、商品検査の検査体制強化について
⑥ランプ作業部会でのご審議結果について（ご報告）
⑦取扱説明書のひな形作成に関するご検討について
第４回自転車安全基準専門委員会 平成２９年３月１５日 於 自転車総合ビル
①旧様式 3A 検査項目の、様式 3B 扱いへの見直しについて
②環境負荷物質削減努力について
③BAA マーク貼付対象車種の申請方法について
④「実施要領」ならびに「マーク使用許諾契約書」の改訂内容について
⑤ランプ作業部会での審議結果ご報告について
⑥その他
（５）電動アシスト自転車
電動アシスト自転車 LEV 充電に関する打合せ会
平成２８年４月１８日 於 自転車総合ビル
電動アシスト自転車作業部会
平成２８年１１月１０日

於 自転車総合ビル

[３] 自転車関連団体事業の協賛概要
以下の関連団体等の実施する事業に対して協賛した。
１．(公財)日本サイクリング協会
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神宮外苑サイクリングコース運営事業
自転車の無料貸し出しを年間４３回行い、延べ 37,876 名が利用した。

２．(一財)自転車産業振興協会
パレスサイクリング運営事業(皇居周辺)
自転車の無料貸し出しを年間３０回行い、延べ 45,913 名が利用した。

３．全日本実業団自転車競技連盟
主な競技大会は、次のとおり。
1)第５０回 JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ
2)第５０回 JBCF 東日本ロードクラシック 南魚沼大会
3)第５０回 JBCF 西日本ロードクラシック 広島大会
4)第４７回 JBCF 全日本トラックチャンピオンシップ
5)第４７回 JBCF 東日本トラック
6)第５０回 JBCF 西日本トラック
４．
（一財）日本自転車普及協会主催の「ツアー・オブ・ジャパン 2016」
（平成２８年５月２９
日～６／５日開催）において、SBAA PLUS 認定者在籍店を対象に特別専用 PASS を配付し、約
150 名のユーザーの方々に利用頂いた。

[４] 自転車産業振興事業の実施概要
平成２８年４月１日付にて（公財）ＪＫＡより補助金 5,490 千円の内定通知を受け、５月
２４日付にて交付申請書を提出、６月１４日付にて交付決定通知を受領した。
これに伴い平成２９年３月３１日を完了期限とする本事業実施に関する誓約書を、６月３０
日付（公財）ＪＫＡに提出した。
平成２８年度自転車産業振興事業の一環として、本会が実施した補助事業は、以下のとお
りである。
（単位：千円）
Nｏ．

事

業

名

補助金

自己負担

合

計

１．

自転車工業の基礎調査補助事業

288

423

711

２．

自転車デザイン保全登録補助事業

537

937

1,474

825

1,360

2,185

計

１．自転車工業の基礎調査補助事業
（1）事業の実施経過
第１回自転車工業基礎調査専門委員会 平成２９年３月１７日 於 自転車協会会議室
①平成２８年度自転車工業の基礎調査結果について
②平成２９年度自転車工業の基礎調査における調査項目の見直しについて
（２）事業の内容
自転車、同部品及び付属品製造、輸出入業の実態を把握するため、(一社)自転車協会に
加入する企業を対象に、労務、生産、流通を中心とした実態調査を行い、｢平成２７年度の
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自転車工業の基礎調査補助事業調査報告書｣を作成し、関係先に頒布した。

２．自転車デザイン保全登録補助事業
（１）事業の実施経過
第１９６回デザイン保全登録審査専門委員会 平成２８年１２月９日

於 自転車協会

（２）事業内容
当会のデザイン保全規定による審査委員会を開催し、デザインの登録申請があった案件
について審査基準に基づく公正な審査を行い、新規性があると認められたものについて保
全などの登録を行い、その内容をデザイン保全広報 Nｏ.２２３に掲載し、特許庁をはじめ
会員企業等に頒布し、周知を図った。

[５] 会員異動状況
正会員

１００社（平成２９年３月３１日現在）
平成２８年３月３１日

１００社

平成２９年３月３１日

１００社

入会

武田産業㈱、日本反射器工業㈱、㈱ワイエスディー

退会

㈱斉工舎、JAPAN BICYCLE NEYWORK㈱、大旺鋼球製造㈱

一般賛助会員

５社

特別賛助会員

２０７社

[６] その他
１．平成２９年自転車業界年賀交歓会を、１月１３日正午より帝国ホテル（東京）で開催し、
２００名が参加した。
２．平成２７年度事業報告書、決算報告書及び公益目的支出計画実施報告書を平成２８年６月
に内閣府に提出した。
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