平成２９年度事業報告書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで
平成３０年５月２５日
一般社団法人 自転車協会

一般社団法人自転車協会は、昨年５月１日に施行された自転車活用推進法の目的である官民挙
げての自転車利用の普及促進に努めるとともに、
「製品の安全性確保」と「自転車の需要拡大」に
向けた施策を講じた。
加えて昨年１０月に東日本復興支援を目的とした Cycle Aid Japan 2017 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。

[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)BAA マーク制度の抜本改正
「自転車活用推進法」のベースである「交通政策基本計画」の中で、製品の安全性に関して、
BAA マークの普及が推奨されるなど、社会的ニーズとなった BAA マーク貼付自転車の更なる普
及浸透を図るべく、本制度への参入をしやすくする抜本的な見直しを平成 29 年 6 月よりスタ
ートした。
(2)自転車安全基準の一部改正
各 JIS の改正に伴い、
「車種の定義」
「灯火装置（ライト）の光度」
「ブレーキワイヤの繰返
し強度」「取扱説明書」に関して、改正を行った。また、BAA マーク制度の抜本改正の際、
環境負荷物質の削減努力の取り組みに関しては、安全基準から独立したガイドラインとし
て、今後運用することに変更した。
(3)スポーツ用自転車安全基準の廃止について
スポーツ用自転車の品質面の安全確認は、今後国際規格 ISO 4210（自転車安全要件）への
適合を以て行えることとなったことから、平成 30 年 3 月末を以て、スポーツ用自転車安全
基準を発展的に廃止することとした。今後 SBAA マークは、スポーツ用自転車の需要拡大に
向け、制度の理念や指針に賛同される事業者を認定するシンボルマークとして位置付ける
こととし、具体的な検討を行った。
(4)「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
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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。
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 2017 東日本震災復興サイクリングについて
昨年 10 月 14 日（土）に、Cycle Aid Japan 2017 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 2017 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、
・
「キャラクターやタレントを起用した広報活動は控える一方、インナー向け広報に力点
を置く販促活動を図る」という基本方針の下、販売促進ツールの配布を秋（ポスター、
のぼり）と春（ポスター、のぼり、リーフレット）の年２回に亘って行った。
・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
ーク貼付車の普及並びに点検整備の啓発に努めた。
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や、
高齢者の自転車事故データの分析を行い、そ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。
・教職関係者を対象に、自転車通学に関する安全指導をテーマとした「通学車セミナー」
を広島市、福山市で開催したほか、奈良県、大阪府で行われた文部科学省の教員向け
講習会への講師派遣、高等学校での生徒向け交通安全教室を実施（２校）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「教えて！自転車のスゴイ人」において、SBAA PLUS 認定者に
ご参加いただくシーンを設けることで、SBAA PLUS 認定者にとっても販売促進につな
がるコンテンツ作りを行うことを目的として新規需要開拓を図った。
・認定店施策として、スポーツ用自転車の整備・点検に関する意識調査を行い、結果を
プレスリリースとして情報発信した。これに合わせて点検・定期メンテナンスの重要
性を広く啓発し、認定店での点検を促進する懸賞キャンペーンを昨年 10 月～12 月末
までの 3 か月間実施した。
(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
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自治体・教育関係先などに約 13,000 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 月に上海で開催されたアジア自転車産業連盟の会合に出席した。
また 9 月にドイツで開催された世界自転車工業連盟の会合に出席した。

[２] 会議の要録
１．総会
第８１回定時総会

平成２９年５月２６日

於 自転車協会

【審議事項】
(1) 平成２８年度決算報告書承認の件

（承認）

(2) 理事選任の件

（承認）

臨時総会

平成３０年３月２８日

於 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪

【審議事項】
(1) 平成３０年度事業計画及び予算について

（承認）

２．理事会
第２０５回理事会

平成２９年５月２６日

於

自転車協会

【審議事項】
(1) 平成２８年度決算報告書承認の件

（承認）

(2) 理事選任の件

（承認）

(3) 平成２８年度事業報告書承認の件

（承認）

(4) 平成２９年度自転車産業振興事業受託結果について

（承認）

(5) 平成２９年度予算更正の件

（承認）

(6) 委員会構成一部変更の件

（承認）

(7) 顧問の選任について

（承認）

(8) ＢＡＡマーク制度の件

（承認）

(9) スポーツＢＡＡマーク制度の件

（承認）

(10)自転車安全基準の一部改正について

（承認）

(11)事務局体制について

（承認）

第２０６回理事会

平成２９年９月２６日

於

自転車協会

【審議事項】
(1) 平成２９年度第１四半期業務並びに会計報告の件
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（承認）

(2) 新規会員入会の件

（承認）

(3) ＢＡＡマーク制度の件

（承認）

(4) ＳＢＡＡマーク制度の件

（承認）

(5) 自転車デザイン保全登録事業の終了について

（承認）

第２０７回理事会

平成３０年３月２８日

於

ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪

【審議事項】
(1) 平成３０年度事業計画及び予算について

（承認）

(2) 新規会員入会の件

（承認）

(3) ＢＡＡマーク制度に関する件

（承認）

(4) スポーツＢＡＡマーク制度に関する件

（承認）

(5) 商品検査について

（承認）

(6) 自転車安全基準の一部改正について

（承認）

(7) 委員会組織の一部見直しについて

（承認）

(8) TBS ﾗｼﾞｵ「ミラクルサイクルライフ」のスポンサー提供について（承認）
(9) 規程の一部改定について

（承認）

(10)Cycle Aid Japan in 郡山・ツール・ド・猪苗代湖について

（承認）

(11)Cycle Aid Japan ツール・ド・ちばについて

（承認）

(12)マウンテンバイク市場活性化作業部会の発足について

（承認）

(13)自転車活用推進法施行に伴う行政との協力関係構築について

（承認）

(14)埼玉サイクルエキスポ 2018 への出展について

（承認）

(15)旧日本自転車会館１号館持分について

（承認）

(16)会員異動状況について

（承認）

(17)平成３０年度会議日程

（承認）

３．常任理事会
第１５７回常任理事会

平成２９年５月２６日

於 自転車協会

(1) 第２０５回理事会、第８１回定時総会の議案に係る事前審議
第１５８回常任理事会

平成２９年７月１４日

於 ホテル日航大阪

(1) 平成２９年度第１四半期事業報告の件 他
第１５９回常任理事会

平成２９年９月２６日

於 自転車協会

(1) 第２０６回理事会にかかわる事前審議
第１６０回常任理事会

平成２９年１２月１３日

於 ホテル日航大阪

(1) 平成２９年度第２四半期業務並びに会計報告の件 他
第１６１回常任理事会

平成３０年２月２３日

於 自転車協会

(1) 平成２９年度第３四半期業務並びに会計報告の件 他
第１６２回常任理事会

平成３０年３月２８日

於 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪

(1) 第２０７回理事会、臨時総会の議案に係る事前審議

４．監事会
監事会

平成２９年５月１２日

(1) 事業報告（平成２８年度）
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於 自転車協会

(2) 会計報告（

〃

監事会

）
平成２９年９月８日

於 自転車協会

(1) 事業報告（平成２９年度第１四半期）
(2) 会計報告（
監事会

〃

）

平成２９年１１月１０日

於 自転車協会

(1) 事業報告（平成２９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１９回総務委員会

平成３０年２月１６日

於 自転車協会

① 平成３０年度事業計画について
② 平成３０年度予算について
③ 平成３０年度会費算定について

６．その他の専門委員会等
（１）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２９年６月１２日 於 自転車総合ビル
①BAA 貼付車に添付する取扱説明書の「ガイドライン」について 他
第２回自転車安全基準専門委員会 平成２９年８月２５日 於 自転車総合ビル
①補修用フレームへのＢＡＡマーク等の貼付について 他
第３回自転車安全基準専門委員会 平成２９年１１月１６日 於 自転車総合ビル
①BAA 貼付車に添付する取扱説明書の「ガイドライン」について 他
第４回自転車安全基準専門委員会 平成３０年２月１３日 於 自転車総合ビル
①JIS 改正に伴う、自転車安全基準の改正手順について 他
（２）電動アシスト自転車専門委員会
第１回電動アシスト自転車専門委員会 平成２９年９月７日 於 自転車総合ビル
①警察庁 道路交通法施行規則の一部改正案へのパブリックコメントについて 他
第２回電動アシスト自転車専門委員会 平成２９年１２月２７日 於 自転車総合ビル
①JIS 改正に伴う、「電動アシスト自転車安全基準」の改正について 他
（３）商品検査ワーキンググループ会議
第１７回商品検査ワーキンググループ会議 平成３０年２月９日 於

自転車協会

①平成２９年度ＢＡＡ検査結果並びに「リスク計量化」に伴う評価結果について 他
（４）電動アシスト自転車作業部会
第１回電動アシスト自転車作業部会 平成２９年８月２４日 於 自転車総合ビル
①ＩＥＣの動向と当会の対応について 他
第２回電動アシスト自転車作業部会 平成２９年９月１５日 於 田中田村町ビル
①道路交通法施行規則の一部改正案への当会の対応について 他
第３回電動アシスト自転車作業部会 平成２９年１１月１７日 於 自転車総合ビル
①ＴＣ６９最新動向について 他
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（５）自転車工業の基礎調査事業
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２９年度自転車工業の基礎調査結果について 他
（６）自転車デザイン保全登録事業
第１９７回デザイン保全登録審査専門委員会 平成２９年９月１日

於 自転車協会

①登録デザインの審査

[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．(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３５回行い、延べ５５，１２３名が利用した。
２．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５１回 JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ
２）第５１回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会
３）第５１回 JBCF 西日本ロードクラシック 広島大会
４）第４８回 JBCF 全日本トラックチャンピオンシップ
５）第４８回 JBCF 東日本トラック
６）第５１回 JBCF 西日本トラック

[４] 会員異動状況
正会員

入会

１０４社（平３０年３月３１日現在）
平成２９年３月３１日

１００社

平成３０年３月３１日

１０４社

アライ制動器材㈱、㈱エイチーム、㈱オオトモ、㈱カインズ、
シドーサイクル工業㈱、㈱しんせい、ジック㈱、㈱チノンズ

退会

サンスター技研㈱、常盤工品㈱、㈱パールイズミ、㈱ワイ・インターナショナル

一般賛助会員

５社

特別賛助会員

２２４社

[５] その他
１．平成３０年自転車業界年賀交歓会を、１月１２日午後１時よりホテルアゴーラリージェン
シー堺（大阪）で開催し、２１０名が参加した。
２．平成２８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２９年６月
に内閣府に提出した。
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