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令和３年度 事業報告書 

 

Ⅰ．事業の概要 

 

   自転車は近距離交通手段・運搬手段としての利便性・経済性が高く、通勤・通学・買い物等広く市

民生活の中で利用されている。加えて、現代人の健康志向を受けてスポーツ・レクリエーションの用

具としての活用も高まってきている。また近年、地球温暖化防止が世界的な緊急課題となりSDGsの

理念が広く浸透してきている中、その対策の一つとして、自転車の無公害・省資源性が注目され健

康増進の効用と併せて一層の自転車利用が進んでいる。 

   しかしながら、自転車乗用環境の整備はいまだ立ち遅れており、自転車利用者のモラルの低下な

どによる鉄道駅周辺や商店街地区などに見られる自転車の放置問題なども充分に改善されている

とは言い難い状況にある。また、交通ルール・マナーに関する教育も十分とは言えず、取り締まりも

追いついていない中、自転車交通事故の減少は鈍く、未だに交通事故の約 2 割で推移している。

特に、歩道上においての人と自転車の事故が目立っており、事故の補償を巡るトラブルの増加、賠

償金の高額化など、深刻な社会問題となっており、当会が運営する自転車 ADR センターでも、事

故当事者からの申立てを受け、弁護士 3名からなる調停委員会により調停を行っている。 

平成 29年 5月 1日付で、議員立法による『自転車活用推進法』が施行され、当会が自転車月間

推進協議会事務局として普及啓発してきた「5 月 5 日は自転車の日」「5 月は自転車月間」ということ

が、同法第 14条において新たに定められた。 

平成 30 年 6 月 8 日付で政府の『自転車活用推進計画』が閣議決定・公表されたことを受けて、

以降、自転車活用推進本部の働きかけを受け、令和 4 年 3 月末時点で 47 都道府県全てで計画を

策定済みであり、この 1年間で 51自治体において新たに作成され、合計 206自治体が策定してい

る。また自転車損害賠償責任保険等への加入促進についても、現在 39 都道府県において、保険

加入を義務化ないしは努力義務化する条例が制定されている。 

自転車活用推進本部が主催する『自転車活用推進官民連携協議会』も回を重ね、自転車活用推

進本部を構成する全 9 府省庁・自転車関係団体等全 17 団体の一翼を担い、本会も継続して参画

している。 

本会としても、自転車駐車場の整備や専用レーンの設置をはじめとする自転車の乗用環境の整

備を積極的に推し進めていくとともに、道路交通法等関連法規の見直しを提案し、併せて、自転車

利用者に対し交通規則遵守、マナーの向上を促す啓発活動を実践していくことが重要となっている。 

本年度においても、国民が自転車を安全かつ快適に利用できる環境の早期実現を目指し、自転

車利用により得られる様々な社会的効用を広めるため、競輪補助事業あるいは一般事業として、自

転車安全利用の普及啓発、環境の整備促進等に関する事業を関係各方面の協力を得て計画した

が、新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミック下において、我が国においても政府による緊

急事態宣言が発令されたことをはじめ、社会経済情勢に多大なる影響が生じたことを踏まえ、当初

計画を変更しオンライン配信等を活用して、実現可能な啓発活動を実施した。 

 

＊なお、以下で 【※】 の事業については、(公財)ＪKＡの公益振興補助事業として実施した。 

また【※2】 の事業については、(公財)ＪKＡの機械振興補助事業として実施した。 
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1．自転車競技の普及促進事業 

(1)ツアー・オブ・ジャパン開催の全体管理に関する事業 【※】 

(2)ツアー・オブ・ジャパン富士山・東京ステージ開催・広報事業 【※】 

自転車競技を通じて青少年の国際交流と国民体育の向上に寄与することを目的に、5 月の「自

転車月間」主要行事として国際自転車競技連合(UCI)公認の自転車レース「2021 ツアー・オブ・ジ

ャパン」を今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、堺・京都・いなべ・美濃・南信州ス

テージは開催を見送ることとなり、富士山・新ステージである相模原・東京の全 3 カ所において開

催した。 

また、コロナ禍における日本への入国制限のため、海外チームの招へいが叶わず、出場は国

内チームのみとした。さらに、出場チーム数の維持のため、UCI コンチネンタルチームのみならず

国内クラブチームの招待が可能となるよう UCI に特別措置を依頼し、レースクラスを例年より 1 つ

下げた 2.2 クラスとして開催した。 

2．自転車と人にやさしい健康で安全な社会づくりを推進する活動 

(1)自転車月間推進事業 【※】 

「自転車月間(自転車の日／5 月 5 日)」の趣旨を広く一般に周知するため、自転車月間記念

行事「サイクルドリームフェスタ」を聖徳記念絵画館前通り(新宿区霞ヶ丘町)及び神宮外苑サイク

リング道路において実施の予定で準備をしていたが新型コロナウイルス感染拡大による緊急事

態宣言が発令されていたことから、「オンラインサイクルドリームフェスタ 2021」として実施した。 

また、2022 年度 5 月の自転車月間事業再開に向けて、自転車月間推進協議会総会を開催

した。 

(2)自転車文化センター運営事業 【※】 

自転車利用方法に関する正しい認識と理解を深めるとともに、国内における自転車文化を醸

成するため、本会が運営する自転車に関する総合情報提供施設「自転車文化センター」を中心

に、次の事業を行った。 

① 自転車に関する総合情報提供事業 

自転車に対する市民及びメディアの関心は高く、各種自転車情報収集のニーズに対応す

るため、国内外の自転車関連資料及び情報の調査・収集を行った。 

収集した資料・情報は、データベース等で管理し、研究成果と併せて、展示やスタッフの対

応を通して来館者に提供した他、現物及びデータ資料等をメディアや自治体が主催するイベ

ント等に貸し出しを行った。 

また、当センターのホームページ、Facebook 等 SNSを活用し成果を広報した。 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、開館時間の短縮を行いながら、来

館者に対し情報提供を実施した。 

② 自転車に関する企画催事の実施 【※】 

乗り手の体格・用途に合わせて自転車をオーダーメイドで作る、高い技術を持ったハンドメ

イドビルダーが製作した自転車や各種パーツ、また高齢者・障がい者向けの特殊な自転車を

一堂に会して紹介する「2022 ハンドメイドバイシクル展」について、「まん延防止等重点措置」

期間中であったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行った上で、2 年振りに会場

で開催した。 

③ 自転車に関するテーマ展示 【※】 

自転車に関わる社会文化の歴史や自転車競技等について、当センター所蔵資料を中心

に、最新の情報を加えた紹介・展示を実施。自転車に対する興味・関心を深めてもらうととも
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に、自転車の魅力や新たな活用方法等を発信するため、テーマを変えた展示を計 4 回開催

した。 

④ 自転車教室(楽しさと安全利用) 

 地方自治体等からの依頼を受けて、当センター学芸員、自転車安全教育指導員資格を     

有するスタッフが講師となり、主に小学生や高齢者を対象に、パワーポイントを使った座学

講習や、当センター所有の自転車シミュレーターを活用した実技体験や反応速度の測定が

できる機器を活用した体験コーナーなどを盛り込んだ出張形式の自転車交通安全教室・サ

イクリング講習会を計 4回開催した。 

  なお、例年、夏休み期間中に開催している「自転車教室（一般向け）」、春・夏休み期間中

に開催している「自転車乗り方教室（幼児から小学校低学年向け）」は、新型コロナウイルス

感染症拡大防止の観点から、昨年度に引き続き中止とした。 

⑤ 自転車常設企画展示 

 年間を通じて、多数の来場者がある千代田区の科学技術館(展示室名：自転車広場【※】)

及び伊豆の日本サイクルスポーツセンター・ベロドロームにおいて、当センターの施設紹介

と歴史的自転車の展示による広報活動を行っていたが、日本サイクルスポーツセンターの展

示については、東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会延期及び会場整備工事に伴う施

設休業のため、当該期間中は展示を休止した。 

⑥ 自転車利用環境調査 

一般の方の自転車への興味を喚起、また、自転車愛好者への街中での安全利用の訴求

を目的として、自転車文化センターオリジナルのサイクリング推奨ブック（3 年計画の 2 年目）

を作成し、当センター友の会会員やサイクリング講座などの講習会にて配布・活用した。 

(3)バイコロジー推進事業 【※】 

自転車の有効利用を奨励し、安全かつ快適に利用できる環境の実現を目指すバイコロジ

ー運動を全国の地方組織と共に実施を計画した。 

駅前などの街頭においては、自転車乗用環境の啓発に関する事業として、自転車利用者

のルール遵守とマナー向上を図るキャンペーン等や、バイコロジー運動のリーダーを育成し、

自転車市民権運動の活性化を図ることを目的として、バイコロジー指導者養成セミナーを web

配信にて開催した。 

(4)自転車ポタリング 

自転車は軽車両であり、車の仲間であり車道の左側を走行する乗り物であることを、一般の

方に改めて知ってもらう機会として、参加者の方に楽しみながら自転車に乗ってもらい、自転

車の正しい乗り方、ルールやマナー、車道走行する際の注意点等を学ぶ場を創出することを

目的として、本年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、参加者の安

全確保の観点から中止(無期延期)し、YouTube配信によるオンラインセミナーで代替した。 

(5)自転車利用実態調査  

都内における自転車利用の実態を把握するための走行台数、走行空間等の調査を、年間

を通して行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により調査体制を維持す

ることが難しい状況となり本年度は実施を見送った。 

  (6)サイクルツーリズム推進事業 

     地方自治体等からの要請を受けて、自転車による地域活性化のためのコンサルティング・イ

ベント実施等の相談を受けた。 
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3.コロナ禍の新様式自転車競技・自転車イベントの運営体制構築調査事業【※2】 

  コロナ禍における新様式の自転車競技・自転車イベントの運営体制構築調査研究事業として、 

当初計画時では①自転車月間記念行事「サイクルドリームフェスタ 2021」、②「2021ツアー・オブ・ 

ジャパン」、③「2022 ハンドメイドバイシクル展」の 3 事業において、感染拡大防止に努めた検温所

の設置や検査体制の確保による安全安心な運営体制構築調査を立案し、①についてはオンライン

開催のため対象外とし、②については 3ステージによる縮小開催で実施した。 

 

4．自転車 ADR事業   注) ADR…裁判外の法的紛争解決手続きの総称 

自転車関係団体の協力の下、法務省の認証を得た自転車 ADR センターにおいて、自転車が

関係する交通事故を専門に扱う ADRの業務を、年間を通して行った。 

 

5．自転車関連機器の普及等事業 

自転車競技運営に欠かせない映像機器、投票業務用機器等のリースを、希望施行者に対して

実施した。 

また、自転車競技の円滑な運営と高い競技レベルの維持に資するため、競技用自転車タイヤに

関し、本会で製品の備蓄を行い、利用者に販売する他、関連する自転車アクセサリーの販売も行

った。 

 

6．財団の運営に関する業務 

令和 3 年 5 月、6 月及び令和 4 年 3 月に通常理事会（6 月は書面審議）を開催し、令和 3 年 6

月に定時評議員会を開催した。また、評議員会終了後、令和２年度公益目的支出計画実施報告

書を内閣府公益等認定委員会に提出した。 

「自転車総合ビル」については、引き続き、管理運営・保守業務を行った。また、「赤坂インターシ

ティ AIR」については、引き続き、同ビルの管理運営・保守業務を赤坂インターシティマネジメント㈱

に委託し、安定的な不動産賃貸収益を確保した。 
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Ⅱ．事業の実施状況 

1．自転車競技の普及促進事業 

(1)ツアー・オブ・ジャパン開催の全体管理に関する事業 

(2)ツアー・オブ・ジャパン富士山・東京ステージ開催・広報事業 

国内における自転車スポーツの振興を図ることを目的に、UCI(国際自転車競技連合)公認のス

テージレース「2021 Tour of Japan」を開催した。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、堺・京都・いなべ・美濃・南信州ステージは

開催を見送ることとなり、富士山・新ステージである相模原・東京の全 3カ所において開催した。 

また、コロナ禍における日本への入国制限のため、海外チームの招へいが叶わず、出場は国

内チームのみとした。さらに、出場チーム数の維持のため、UCI コンチネンタルチームのみならず

国内クラブチームの招待が可能となるよう UCI に特別措置を依頼し、レースクラスを例年より 1 つ

下げた 2.2 クラスとして開催した（2022年大会はレースクラス 2.1 として開催予定）。 

また、相模原ステージを開催する神奈川県では「まん延防止等重点措置」、東京では「緊急事

態宣言」が発令されている中での開催であったため、観客には会場への来場自粛とライブストリー

ミングによる観戦を呼び掛けた。 

第 23 回目となる本大会は、国内 UCI レースがすべて中止になった 2020 年以来、コロナ禍で

の国内で開催する最初の UCI レースであったため、チームや選手のみならず、国内 UCI レース

の主催者にとっても、非常に重要な大会となった。 

①スケジュール・コース・距離： 総走行距離 : 299.3kｍ  

5月 28日㈮ 1st 富士山 ステージ  10:30スタート  天候：晴れ 78.8km 

富士スピードウェイ西ゲート→東京五輪タイムトライアル周回コース→ 

小山町須走支所→ふじあざみライン 

5月 29日㈯ 2nd 相模原 ステージ  8:50スタート   天候：晴れ 108.5 km 

橋本公園→旧小倉橋→串川橋→鳥居原ふれあいの館前周回コース 

5月 30日㈰ 3rd東京ステージ    11:00スタート  天候：晴れ 112.0km 

東京都:品川区大井埠頭周回コース 

②出場チーム：全 15チーム(全て日本チーム) 

宇都宮ブリッツェン／愛三工業レーシングチーム／キナンサイクリングチーム／那須ブラーゼン／ 

チーム右京 相模原／マトリックス パワータグ／チーム ブリヂストン サイクリング／日本ナショナ

ルチーム／弱虫ペダルサイクリングチーム／リオモ・ベルマーレ・レーシングチーム／レバンテフジ

静岡／スパークルおおいた／チームユーラシア・IRC タイヤ／日本大学／京都産業大学 

※16チームを招待していたが、大会参加前に新型コロナ陽性者が発生し 1チーム出場辞退。 

③成績： 

   ■総合成績 

個人総合時間賞 増田 成幸 宇都宮ブリッツェン 

個人総合ポイント賞 川野 碧己 弱虫ペダルサイクリングチーム 

個人総合山岳賞 増田 成幸 宇都宮ブリッツェン 

新人賞 留目 夕陽 日本ナショナルチーム 

団体総合時間賞 マトリックス パワータグ 

   ■ステージ優勝 

富士山ステージ 増田 成幸 宇都宮ブリッツェン 

相模原ステージ ホセ・ビセンテ・トリビオ・アルコレア マトリックス パワータグ 



- 6 - 

東京ステージ 川野 碧己 弱虫ペダルサイクリングチーム 

 ④ YouTube ライブストリーミング視聴者数：  

ステージ 
ライブ配信視聴者数 
(最大同時接続数) 

視聴回数 

富士山ステージ 4,390人 210,000回以上 

相模原ステージ 5,085人 97,000回以上 

東京ステージ 5,062人 22,000回以上 

計 14,537人 329,000回以上 

⑤広報： 以下のとおり、パブリシティ活動を実施した。 

ア．大会の告知と取材誘致及び自転車月間の趣旨の周知を図るため、プレスリリースを作成し、

マスコミ各社に送付した結果、テレビ･ラジオ･新聞・雑誌・WEB にて多数取り上げられた。(全

224件) 

イ．大会告知及び大会コロナ対策等の周知を図るため、2021年 4月 3日(土)18:00～20:00「2021

ツアー･オブ･ジャパン公式記者発表会」を自転車文化センター・ライブラリーから YouTubeにて

配信を実施した。さらに、大会前日の 5 月 27 日(木)に、注目選手とリモート接続した形で

YouTube配信にて開催前日記者会見を行った。 

ウ．大会告知ポスターを作成し、4～5 月にかけて全国の関係団体等に配布･掲出したほか、公式

プログラムを作成・配布した。また、ホームページ・Facebook も作成し情報の発信を行った。 

エ．ツアー・オブ・ジャパン全ステージにて、ファンサービスの一環として「YouTube」にてレースラ

イブ配信を行った。 

オ．大会の周知浸透を図るため、Web動画配信を活用した広報活動を展開した。 

放送日 番組名 配信時間 配信媒体 

5/28(金) 2021 Tour of Japan 富士山ステージ 10：25～ YouTube 

5/29(土)        〃      相模原ステージ  8：40～  

5/30(日)        〃      東京ステージ 10：50～  

本大会はコロナ対策に最善を期すため、選手・関係者に事前に PCR 検査・抗原検査を義務付

けて UCI・JCF のガイドラインに則り会場内での検温所設置等できる限りの対策を施し、他の大会

のベンチマークとなることを目指した。 

※また、ツアー・オブ・ジャパンに併せて次の大会を開催した。 

「第 23回 全日本学生選手権クリテリウム大会」 

(ｱ))期間：令和 3年 5月 30日㈰ 9:15～10:30 

(ｲ)コース：東京都品川区 大井埠頭周回コース(ツアー・オブ・ジャパン東京ステージと同コース) 

(ｳ)参加者：合計 71名 

 

2．自転車と人にやさしい健康で安全な社会づくりを推進する活動 

(1)自転車月間推進事業 

「自転車月間」は、昭和 56 年 5 月に「自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に

関する法律」が施行されたことを機に、自転車の持つ社会的責任を自覚しつつ、改めて自転車

の可能性とそれを取り巻く諸問題の解決策などについて検討する機会として設定された。 

① 自転車月間推進協議会の開催 

昭和 56 年度に関係省庁の後援を得て、自転車関係団体及び自転車月間の趣旨に賛同した

公益法人等 39団体(令和 3年度においては 30団体)によって「自転車月間推進協議会」が設置

された。「自転車月間」の趣旨に沿った事業を重点的に実施することを目的として、事業報告・決
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算の承認を、書面評決により行った。 

ｱ.令和 3年度第 1回自転車月間推進協議会総会 ※書面評決により実施 

日時：令和 3年 7月 15日(木) 

内容:令和 3年度自転車月間事業報告、決算報告 

ｲ.令和 3年度第 2回自転車月間推進協議会総会 ※書面評決により実施 

日時：令和 4年 2月 25日(金)  

内容:令和 4年度自転車月間事業の実施計画・予算。更にコロナ禍を踏まえて当初計画 

   を変更する場合については、本協議会会長に一任頂くことについて評決 

 

② 「自転車の日」記念事業 

「自転車月間(自転車の日／5月 5日)」及び月間趣旨のより一層の普及啓発を図るため、今

年は新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が発令されていたことから、自転車月間

「自転車の日」記念行事は「オンラインサイクルドリームフェスタ 2021」として実施した。 

ア．実施月日：令和 3年 5月 1日(土)から 5月 31日（月） 

イ．実施内容： 

(ｱ)YouTubeによる出展自転車紹介動画の配信 

 3月末から 4月中旬にかけて本年度申し込みのあった出展社の協力を得て、取材・撮影を

行った。 

また新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から東京都外への移動は中止としたため⑦メ

リダジャパン株式会社、⑩近藤機械製作所は事前に出展社の資料を送付してもらい、資料を

基に動画を制作した。コロナ禍真只中の撮影であったが、その中でも各出展社と円滑にコミュ

ニケーションをとり、来年のリアル開催にも協力の内諾を得た。YouTube での配信は自転車月

間期間中の 1か月間に 3日ごとに順次配信を行った。 

①タカムラ製作所 (5/1～配信) ②バイシクルタウン青山 (5/4～配信) 

③ミズタニ自転車㈱(5/7～配信)  ④㈱サイクルスポット(5/10～配信) 

⑤テクプラパーク powered by ビービーメディア (5/13～配信) 

⑥合同会社５LINKS  (5/16～配信) ⑦メリダジャパン㈱ (5/19～配信) 

⑧ジェイミスジャパン㈱ (5/22～配信) ⑨ジック㈱ (5/25～配信) 

⑩㈱近藤機械製作所 (5/28～配信)     以上 10社 

(ｲ)YouTube ライブ配信によるオンライントークショー 

当会自転車文化センターにてオンライントークショーLive配信を行った。出演はラジオDJの

サッシャ氏と当会主幹調査役 栗村修ツアー・オブ・ジャパン大会ディレクター。スムーズな進

行と、楽しいトークを交えながらの配信となった。トークショー中に随時質問やコメントを受付し、

それに二人が回答するという Live ならではの掛け合いが実現した。自転車月間事業イメージ

キャラクター制作者である東京デザイン専門学校の煤孫優菜さんの表彰式を行なった後、特

別ゲストとして警視庁自転車安全利用指導啓発隊 BEEMS の荒木一秋警部補と亀谷大介警

部補がご登壇され、非常にコンテンツ豊富な配信となった。詳細は以下のとおり。 

①日 時：令和 3年 5月 5日（水・祝）19時 30分から 20時 20分 

②テーマ：「コロナ禍における自転車の楽しみ方!!」 

③司 会：サッシャ氏(ラジオ DJ)、栗村修 TOJ大会ディレクター 

④出演者：警視庁 自転車安全利用指導啓発隊(BEEMS)  

警視庁第八方面交通機動隊 荒木一秋警部補 
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警視庁交通総務課 亀谷大介警部補 

学校法人原宿学園東京デザイン専門学校 煤孫優菜氏 

(ｳ)YouTube合計視聴回数：8.8万回以上再生 (2022.4月現在) 

(ｴ)YouTube インプレッション数合計:480,000回以上(2022.4月現在) 

※インプレッション数とは YouTubeユーザーの画面に当動画が表示された回数となる。 

(ｵ)YouTubeユニーク視聴者数合計：15,000人以上(2022.4月現在) 

※ユニーク視聴者数とは純粋に視聴した YouTube アカウント数(重複のない視聴人数)である。 

(ｶ)広 報：今回感染防止のためチラシは作成せず、ポスターのみを作成し、各出展社やお

店からの広報 PRに努めた。 

オンライントークショー実施日に動画配信に映るよう掲示した他、自転車文化センターで開

催した「自転車月間展」で掲出した。 

本会ホームページ上での開催告知や、Facebook を活用し一般向けに告知を行い動画の視

聴再生回数アップにつなげた。さらに自転車愛好者のアクセス数が高いインターネットサイト

(Cyclist.jp)に広告を掲出し、新聞、テレビなどへのプレスリリース配信等の広報を行った。 

 また、今回の配信は自転車系 YouTuber「あむちゃん！」の協力を得て、コラボ企画として     

撮影に同行し、撮影の MC とご自身のチャンネルにオンラインサイクルドリームフェスタの告知

動画を 1本配信していただき、幅広くイベントを知ってもらえるよう広報した。 

チャンネル登録者数 3 万人、Twitter フォロワー数 1.8 万人のあむさんは、ゲーム実況も行

っており、自転車以外のファンの方々への周知につなげることができた。 

 

○イベント開催におけるコロナ対策等環境に配慮した取り組み 

・YouTube でのイベント開催ということもあり、チラシ印刷を廃止し、インターネット媒体を積極的

に使用した広告・宣伝に変更したため、紙の使用を著しく減らすことが実現した。 

・オンラインでの開催のため、ごみや有害物質などは皆無である。 

・動画配信を主としたイベントを開催したことで、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から

「密」を作らずに、人との接触がない形で大勢の方々にイベントを知っていただくことができた。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から動画撮影は東京都内のみで行い、県境をま

たがない必要最低限の移動を心掛けた。 

 

(2)自転車文化センター運営事業 

    自転車に関する正しい認識と理解を深め、自転車文化を醸成するため、本会が運営する総合

情報提供施設「自転車文化センター」を拠点に、競輪からの支援による自転車イベント関連の補

助事業或いは資料の収集、情報の提供および広報活動等を行った。 

①自転車に関する総合情報提供事業 

国内外の自転車の実物・図書・映像ならびに関連資料及び情報の調査・収集を行い、収集し

た資料・情報は「自転車データベース」に登録して管理・保管し、来館者やマスコミ等に対して

情報提供を行った。 

（令和 3年 4月～令和 4年 3月の新規登録資料 624点） 

平成 26年 4月 2日より目黒・自転車総合ビルにリニューアルオープンをして 8年目を迎えた

自転車文化センターは、本年度はコロナ禍の影響もあり 1,548人(1日平均 5人)の来館にとど

まった。来館者に対しては、問合せ・図書等資料貸出に応対すると共に、電話・ＦＡＸ・e-ｍａｉｌ

による問合せや相談・質問 123件に対して、ご依頼内容を解決するための相談対応や情報提
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供を行った。 

また、令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月までの自転車文化センターホームページのページビュ

ー件数は、130,844件となった(＊平成 10年の運用開始からの述べアクセス件数は 3,182,658

件となっている)。 

さらに、資料貸出・取材協力・監修協力・出演依頼に対する協力等の対応を行った。 

【令和 3年度…取材 7件／協力 4件／貸出一覧 17件 計 28件】 

 

 ②自転車に関する企画催事の実施 

 自転車の総合情報発信施設である自転車文化センターが、過去 30年以上に渡って開催し

てきた『ハンドメイドバイシクル展』は、自転車に乗る人の体格や脚力、使用目的などに合わ

せ職人によって作り上げられたオーダーメードの自転車等を展示するイベントであり、自転車

スポーツ・サイクリング愛好家から好評を得ている。 

 昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、オンラインでの開催となったが、

本年度は、感染予防対策を講じたうえで、会場にて 2年振りとなる実開催を行った。 

 

         名 称：『2022ハンドメイドバイシクル展』 

        期 間：令和 4年 1月 22日(土)～1月 23日(日)  

       場 所：科学技術館 1階 1～5号催物場（東京都千代田区北の丸公園 2-1） 

内 容: 

ア． ハンドメイドビルダーによる独自の技術が施された自転車及びパーツの展示 

イ．   トークショー 

1月 22日（土） 

・「ランドナーの魅力とは」土屋郁夫氏（サイクルグランボア親方） 

      ・「異彩のビルダー～日本での自転車創り～」 

ウラジミール・バラホブスキー（エクイリブリウムサイクルワークス代表）  

＜共通 MC ﾂｱｰ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ大会ディレクター 栗村 修 氏＞ 

1月 23日（日） 

・東京自転車歴史研究フォーラム（前編・後編） 

   梶原利夫氏（産業遺産学会評議員）／松本敦氏（Eroica Japan技術委員長） 

ウ．   主催者展示コーナー ハンドメイドバイシクルの歴史的名車の展示を行った。 

来場者数：合計 1,379名 (22日 683名／23日 696名) 

 

③ 自転車に関するテーマ展示 

自転車文化センターギャラリー・ライブラリー・ショーウインドウにて、企画したテーマ毎に所

蔵資料を活用し、紹介するテーマ展示を開催した。自転車への親しみを深めてもらうとともに、

自転車の新たな魅力・利用方法等について周知した。 

 

ア．名 称 ： 第 1回テーマ展示「自転車月間展」 

期 間 ： 2021年 4月 28日(水)～6月 27日(日) 

内 容 : 昭和 56 年 5 月に「自転車基本法」が制定され、毎年 5 月 5 日を『自転車の    

日』として、様々なイベントを実施している『自転車月間』での「オンラインサイ

クルドリームフェスタ」にまつわる展示、並びに「ツアー・オブ・ジャパン」最新

チームバイクやジャージの展示、「自転車活用推進計画」・「ナショナルサイク
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ルルート」の紹介パネルを展示しました。 

入場者数 ： 212名 

 

イ．名 称 :  第 2回テーマ展示「競輪の魅力展～競輪自転車の仕組みを知ろう～」 

期 間 :  2021年 6月 30日(水)～9月 26日(日) 

内 容 :  多くの自転車利用者にとっては、通勤・通学・買い物といった日常生活利用

を中心とした軽快自転車が主流ですが、世界には面白い自転車や高度な技

術を持ったアスリートが乗る競技用自転車など、普段目にすることのない自

転車が多数あります。今回は、競輪選手が使用する自転車はどのように作ら

れているのか、製作過程に触れ「競輪」の魅力を紹介しました。 

入場者数 ： 438名 

 

ウ．名 称 ： 第 3回テーマ展示「おもしろ自転車展」 

期 間 ：  2021年 9月 29日(水)～12月 12日(日) 

内 容 ： 自転車文化センターが所蔵している、ある用途に特化した自転車、形状に特    

徴があるといった「おもしろい」自転車を集めてみました。『形がおもしろい』

『乗っておもしろい』『しくみがおもしろい』自転車と関連資料の展示を行い、

自転車の新たな魅力やその可能性について紹介しました。 

入場者数 ： 411名 

 

エ． 名 称 ： 第 4回テーマ展示「自転車文化センター開設 40周年記念展」 

期 間 ： 2021年 12月 15日(水)～2022年 3月 31日（木） ※4月 24日(日)まで開催。 

内 容 ： 令和 3 年 5 月、自転車文化センター（BCC）は開設して満 40 年を迎えまし

た。今回の展示においては、ＢＣＣの活動内容が分かるパネル展示、40 年

間のイベントの歩みが分かる大年表の展示や 40 年にまつわる自転車の展

示などを行いＢＣＣの魅力をもっと多くの方へ発信することを目的として開

催しました。 

 入場者数 ： 409名 (3月 31日現在) 

 

④ 自転車教室(楽しさと安全利用) 

地方自治体等からの当センター学芸員や自転車安全教育指導員資格を有するスタッフが

講師となり、小学生や高齢者等を対象に、パワーポイントを使った座学講習や、当センター所

有の自転車シミュレーターなどによる実技体験や反応速度の測定が出来る機器を活用した

体験コーナーなどを盛り込んだ出張形式の自転車交通安全教室・サイクリング講習会などを

開催した。 

 さらに、新聞、雑誌、施設紹介等の取材依頼を受けた。 

 【令和 3年度…講演、講習会 計 4件】 

なお、例年、自転車の楽しみや魅力を伝えることを目指し各種自転車教室を開催していた

が、今年度においても新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点により、夏休み期間中に開

催している「自転車教室（一般向け）」、春・夏休み期間中に開催している「自転車乗り方教室

（幼児から小学校低学年向け）」は中止とした。 

 

⑤ 自転車常設企画展示 

  年間約 50万人（通常時）が来館する「科学技術館」(千代田区北の丸公園内)2階に、歴史

的自転車実物等の展示室『自転車広場』を出展した。 
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    □展示場所：科学技術館 2階 F室(東京都千代田区北の丸公園 2－1) 

    □期間：令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31日 

また、自転車のテーマパークである「日本サイクルスポーツセンター」(静岡県伊豆市)・ベ

ロドロームにおいて、多数の来場者に対して自転車の歴史と利用促進を普及啓発する常設

企画展示を行っていたが、日本サイクルスポーツセンター内の展示については、東京 2020

オリンピック・パラリンピック大会延期及び会場整備工事に伴う施設休業のため、当該期間中

は展示を休止した。 

  

⑥ 自転車利用環境調査 

自転車文化センターでは、サイクリング及びサイクルツーリズムの高まりから、さらに自転車

に注目が集まっている中、当センター来館者を含めた一般の方の自転車への興味を喚起、

また、自転車愛好者への街中での安全利用の訴求を目的として、自転車文化センターオリジ

ナルのサイクリング推奨ブック「BCC サイクリング推奨ブック②～始めよう自転車ライフ～」を

作成し、当センター友の会会員やサイクリング講座などの講習会にて配布・活用した。 

 

(3)バイコロジー推進事業 

 ①バイコロジー地方組織開催事業 

現在、地球温暖化防止を目指した SDGs が世界的な緊急課題となっており、自転車の持つ

可能性に大きな期待が高まっている。また、自転車乗用環境整備の立ち遅れ、自転車利用者

モラルの低下などによる、放置自転車問題、交通事故の増加等が社会問題として派生してお

り、その解決を図ることが喫緊の課題である。こうした状況を改善していくための方策の一つと

して、全国的な規模でバイコロジー運動を実施している。 

バイコロジーとは「自転車が安全かつ快適に利用できる自然豊かで人間味あふれる社会の

構築を目指す」を理念としており、その推進のため統一キャンペーン事業や各地域の組織が

創意工夫した事業の展開を目指したが、コロナ禍により対面接触型の啓発活動は縮小した。 

 

ｱ.バイコロジーをすすめる会総会 

日時：令和 4年 2月 25日(金) ※書面評決により実施 

議題：・令和 4年度バイコロジー運動方針について 

・令和 4年度バイコロジー統一事業の概要について 

 

ｲ.バイコロジー地域活動 

令和 3 年度バイコロジー運動方針に基づき、バイコロジー地方組織の統一活動として交通

ルールの遵守と自転車乗用マナーの向上を訴えるキャンペーン活動を春と秋の全国交通

安全運動の期間及び 5 月の自転車月間期間中に実施し、全国的な普及啓発を企画した。 

また全国のバイコロジー地方組織が行う独自の事業として、自転車乗用環境の整備促進、

放置自転車の一掃、自転車交通事故の解消、自転車による健康づくり等をテーマにした各

種事業が実施された。(参考：高齢者への自転車交通安全教室など自転車交通安全関係事

業、視覚障がい者向けのタンデム自転車走行会など自転車による健康づくり等事業ほか) 

の開催を目指したが、コロナ禍のため大半の地方組織が活動出来なかったが代替事業とし

て公共団体の管理するレンタサイクルの修繕を行った。 
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②自転車市民権セミナー開催 

乗用時に CO2 を排出せず、環境に優しい乗り物である自転車利用を促進し、自転車の素

晴らしさを広く普及啓発するために、自転車を取り巻く様々な問題を一般の方々と共に考え

「自転車市民権」の確立を目指す場として、参加者のニーズに応えるため、その時々のタイム

リーなテーマを設定し、各界の第一線で活躍されている学識経験者や有識者を招聘し講演

いただくことで、自転車の新たな情報の発信の場としての役割を創出することができた。 

なお本年度は、感染拡大防止のため、YouTube配信形式によるオンラインセミナーとし

て、合計 4回開催した。 

     ｱ.第 1回 YouTube配信自転車セミナー＜11月 16日(火)19時～20時 30分＞ 

       講 師：中嶋 拓人  氏（茨城県県民生活環境部 スポーツ推進課 サイクリンググループ) 

テーマ：「茨城県とサイクルツーリズム」 

視聴回数：506回 

ｲ.第 2回 YouTube配信自転車セミナー＜11月 25日(木)19時～20時 30分＞ 

       講 師：北方 真起 氏(自転車安全利用コンサルタント) ※ライブ配信後 24時間のみ視聴可 

         テーマ：「親子と交通安全」 

       視聴回数：500回 

ｳ.第 3回 YouTube配信自転車セミナー＜12月 15日(水)19時～20時 30分＞ 

       講 師：三瓶 将廣 氏（日本ナショナルチーム BMXヘッドコーチ）  

         テーマ：「初めての BMX」 

 視聴回数：555回 

ｴ.第 4回 YouTube配信自転車セミナー＜1月 26日(水)19時～20時 30分＞ 

       講 師：堂城 賢氏（自転車ティーチングプロ）  

         テーマ：「なぜ自転車に乗らなければならないのか」 

 ※リアル集客開催を計画するも、オミクロン株感染拡大のため中止 

 

③ バイコロジー地域リーダー養成セミナー＜2月 22日(木)14時～15時 15分＞ 

地方におけるバイコロジー運動のリーダーを育成し自転車市民権運動の活性化を図ること

を目的として、バイコロジー指導者養成セミナーを web配信にて開催した。 

講 師：齊藤健吾氏 プロショップタカムラ製作所(ラバネロ)勤務 

HPCJC(High Performance Center of Japan Cycling)所属 

       M C：栗村 修(ツアー・オブ・ジャパン大会ディレクター) 

        テーマ：メカニックの目線から見た機材の変化・世界の自転車競技で記録が伸びている理由等 

視聴回数：665回 

 

(4)自転車ポタリング 

自転車は軽車両であり、車の仲間であり車道の左側を走行する乗り物であることを、一般の方

に改めて知ってもらう機会として、参加者の方に楽しみながら自転車に乗ってもらい、自転車の

正しい乗り方、ルールやマナー、車道走行する際の注意点等を学ぶ場を創出することを目的とし

て、本年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮し、参加者の安全確保の

観点から中止(無期延期)とし、YouTube配信によるオンラインセミナー企画で代替した。 
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(5)自転車利用実態調査 

都内における自転車利用の実態を把握するための走行台数、走行空間等の調査である「自転

車走行状況の定点調査」を、自転車総合ビル前（全日／午前午後各 1回）にて行う予定であった

が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により調査体制を維持することが難しい状況となり本

年度は実施を見送った。 

 

  (6)サイクルツーリズム推進事業 

自転車を活用した地域活性化を図るため、本会では自転車を活用した観光地域づくりを推進し

ている地方自治体などの要請を受け、サイクリングの環境整備を行うための活動を行った。 

本年度は、「ツール・ド・九州・山口」構想の実現を目指す(一社)九州経済団体連合会より、栗村

ＴＯＪ大会ディレクターを中心に相談を受けた。 

 

3.コロナ禍の新様式自転車競技・自転車イベントの運営体制構築調査事業【※2】 

 コロナ禍における新様式の自転車競技・自転車イベントの運営体制構築調査研究事業として、 

当初計画時では①自転車月間記念行事「サイクルドリームフェスタ 2021」、②「2021ツアー・オブ・ 

ジャパン」、③「2022 ハンドメイドバイシクル展」の 3 事業において、感染拡大防止に努めた検温所

の設置や検査体制の確保による安全安心な運営体制構築調査を立案し、①についてはオンライン

開催のため対象外とし、②については 3ステージによる縮小開催で実施した。 

 上記②③において、感染症対策専門内科医師の監修により、看護師・救急救命士等の専門家を

擁する検温所を会場内において設置し、来場者によるクラスターの発生を防止すると共に、大会参

加選手・審判・運営関係者等も抗原検査による陰性確認や、開催 14日前から終了 1週間後まで健

康管理フォームによる体調管理を実施することで、両事業においてクラスターを発生することなく大

会・催事を運営する方法を確立することができた。加えて、市民参加型のサイクリングイベントである

「伊豆大島 御神火ライド」（2021 年 11 月 21 日（日）開催）におけるコロナ対策を視察し、比較検討

のためのヒアリング調査を行った。 

 国内自転車スポーツ大会・関連イベントの再開に資するため、なお本調査研究の成果とノウハウ

を、国内 UCIレース主催者等に情報提供して有効活用を図った。 

 

4．自転車 ADR事業 

本年度受付数 12件、調停日数 11回、和解成立数 3件。 

また、自転車 ADRセンター会議を開催した。                              

（1）令和 3年度第 1回自転車 ADRセンター会議 

     ・開催日時 ： 令和 3年 6月 4日(金) ※書面審議 

     ・議    題 :  ｱ.令和２年度事業報告・決算報告について 

               ｲ.自転車 ADRセンター事業状況報告について 

               ｳ.その他 

    （2）令和 3年度第 2回自転車 ADRセンター会議 

     ・開催日時 ： 令和 3年 9月 3日(金) ※書面審議 

     ・議    題 ： ｱ.自転車 ADRセンター事業状況報告について 

               ｲ.その他 

    （3）令和 3年度第 3回自転車 ADRセンター会議 

     ・開催日時 : 令和 3年 12月 3日(金)  

     ・議    題 ： ｱ.自転車 ADRセンター事業状況報告について 

ｲ.その他 
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    （4）令和 3年度第 4回自転車 ADRセンター会議 

     ・開催日時 ： 令和 4年 3月 4日(金) ※書面審議 

     ・議    題 ： ｱ.令和 4年度事業計画について 

                   ｲ.令和 4年度収支予算について 

               ｳ.自転車 ADRセンターの事業状況報告について 

               ｴ.その他 

 

5．自転車関連機器の普及等事業 

投票業務用機器等の新機器導入のため、伊東市等と新規にリース契約を下表のとおり締結した。 

№ リース先 契約日 リース物件・機器代金 リース期間 

1 
伊東温泉競輪場 

(伊東市) 

ﾘｰｽ R3.6.28 

工事 R3.6.29 

投票業務用機器等 

78,320,000円(税込) 
5年 

R3.8～ 

    R8.7 

2 
京王閣競輪場 

(東京都十一市競輪事業組合) 

ﾘｰｽ R3.10.1 

工事 R3.10.1 

投票業務用機器等 

415,360,000円(税込) 
5年 

R3.12～ 

    R8.11 

3 
松山競輪場 

(松山市) 

ﾘｰｽ R4.2.10 

工事 R4.2.10 

中型映像設備等改修 

41,580,000円(税込) 
5年 

R4.3～ 

    R9.2 

合    計 3カ所 4契約   

 

また、自転車競技の円滑な運営と高い競技レベルの維持に資するため、競技用自転車タイヤに

関し、本会で製品の備蓄を行い、利用者に販売する他、関連する自転車アクセサリーの販売も行

った。 

 

6．財団の運営に関する業務 

※理事会、評議員会等の詳細内容については、「Ⅲ．庶務事項(P.16～)」を参照。 

  令和 3年 6月 22日、令和２年度公益目的支出計画実施報告書を内閣府公益等認定委員会に、

電子申請により提出した。                              

「自転車総合ビル（目黒）」関係では、引き続き、ビルのオーナーとして、管理運営・保守業務を

行った。 

また、「赤坂インターシティＡＩＲ」関係では、引き続き、同ビルの管理運営・保守業務を赤坂インタ

ーシティマネジメント㈱に委託し、安定的な不動産賃貸収益を確保した。 

 

＊以下の事業については、(公財)ＪKＡの公益振興補助事業として実施した。 

1．自転車競技の普及促進事業 

  (1)ツアー・オブ・ジャパン開催の全体管理に関する事業 

  (2)ツアー・オブ・ジャパン富士山・東京ステージ開催・広報事業 

2. 自転車と人にやさしい健康で安全な社会づくりを推進する活動 

(1)自転車月間推進事業 

(2)自転車文化センター運営事業 

・自転車に関する企画催事の実施 

・自転車に関するテーマ展示 

・自転車常設企画展示(科学技術館内自転車広場) 

(3)バイコロジー推進事業 
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 ＊以下の事業については、(公財)ＪKＡの機械振興補助事業として実施した。 

       3.コロナ禍の新様式自転車競技・自転車イベントの運営体制構築調査事業 

    

報告書等印刷物一覧(令和 3年 4月～令和 4年 3月作成分) 

  印刷物 総部数 

1. ツアー・オブ・ジャパンポスター(B2) 550 

2. ツアー・オブ・ジャパンプログラム 3,500 

3. ツアー・オブ・ジャパンテクニカルガイド 350 

4. ツアー・オブ・ジャパン報告書 1,010 

5. ツアー・オブ・ジャパンオフィシャルマニュアル 300 

6. 自転車月間記念行事「サイクルドリームフェスタ 2021」ポスター 22 

7. 自転車月間記念行事「サイクルドリームフェスタ 2021」報告書 200 

8. 自転車安全利用促進キャンペーンパンフレット 39,000 

9. ハンドメイド展チラシ（A4） 2,000 

10. ハンドメイド展ポスター（A2） 60 

11. BCCサイクリングコース推奨ブック②～始めよう自転車ライフ～ 300 
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Ⅲ．庶務事項 

1．会  議 
(1)理事会 

①第 29回理事会 (令和 3年度第 1回)  

ｱ. 日時 令和 3年 5月 25日(火) 14:00～ 

ｲ. 場所 自転車総合ビル 6階 601会議室 

ｳ. 決議事項 

第 1号議案 令和２年度(一財)日本自転車普及協会事業報告の承認の件(決議) 

第 2号議案 令和２年度(一財)日本自転車普及協会決算報告の承認の件(決議) 

第 3号議案 令和２年度公益目的支出計画実施報告の承認の件(決議) 

第 4号議案 定時評議員会の招集の決定についての承認の件(決議) 

第 5号議案 令和３年度競輪補助事業の実施に関する承認の件(決議) 

第 6号議案 職務の執行状況の報告(報告) 

 

②第 30回理事会 (令和 3年度第 2回) ※書面審議 

ｱ.日時 令和 3年 6月 10日(木)  

ｲ.決議事項 

第 1号議案 代表理事選定の件 

第 2号議案 専務理事（常勤）選定の件 

第 3号議案 常勤理事の報酬の件 

 

③第 31回理事会 (令和 3年度第 3回) 

ｱ.日時 令和 4年 3月 23日(水) 14:00～ 

ｲ.場所 自転車総合ビル 6階 60１会議室 

ｳ.決議事項 

第 1号議案 令和 4年度事業計画の承認の件(決議) 

第 2号議案 令和 4年度収支予算の承認の件(決議) 

第 3号議案 職務の執行状況の報告(報告) 

 

(2)評議員会 

①令和 3年度第 1回 評議員会 

ｱ.日時 令和 3年 6月 9日(水)  14:00～ 

イ.決議事項 

第 1号議案 令和２年度(一財)日本自転車普及協会事業報告の件(報告) 

第 2号議案 令和２年度(一財)日本自転車普及協会決算報告の承認の件(決議) 

第 3号議案 令和２年度公益目的支出計画実施報告の件(報告) 

第 4号議案  評議員の選任に関する承認の件（決議） 

第 5号議案 理事の選任に関する承認の件（決議） 

第 6号議案 令和 3年度(一財)日本自転車普及協会事業計画及び収支予算の件(報告) 
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2．監 査 

(1)監事監査 

令和 3年 5月 14日(金)  令和２年度決算監査 

令和 3年 10月 29日(金)  令和 3年度上期業務監査 

 

(2)監査法人(清泉監査法人)による財務監査 

令和 3年 5月 10日(月) 期末監査 ※リモート 

令和 3年 11月 25日(木)～26日(金) 期中監査 

 

3．赤坂インターシティ AIR  

 （1）赤坂インターシティ AIR共有者集会 

    ｱ.日時 令和 3年 6月 24日(木) 17：00～ 

    ｲ.場所 赤坂インターシティコンファレンス 401会議室 

    ｳ.議題 

報告事項 1 2020年度管理運営実績報告について 

報告事項 2 2021年度管理運営計画について 

報告事項 3 赤坂 1丁目地区市街地再開発組合から承継した事業費の実績報告 

報告事項 4 赤坂インターシティ AIRの火災について 

    

4.組織構成 

(1)役員 

役員(会長<非常勤>、専務理事)  2名 

非常勤理事                   4名 

非常勤監事                   2名 

(2)評議員                        6名 

(3)職員等 

  職員(男性 8名、女性 7名)     15名 

嘱託                   3名 

傭員                   2名 

派遣                   1名 
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別紙 

 

役員名簿 

                                                   

役   職 氏   名 役   職 氏   名 

会    長 

専務理事 

理    事 

理   事 

理   事 

理   事 

石黒 克巳 

田中 栄作(3．6．10～新任) 

越後谷 修 

大柳 博明 

野澤 隆寛 

山﨑  一 

監   事 

 

山本 哲郎 

設楽 忠 

 

 

 

評議員名簿 

                                                                   (五十音順) 

氏 名 所  属 

浅野  祥三 前 公益財団法人日本レクリエーション協会 理事 

入谷   誠 一般財団法人全日本交通安全協会 専務理事 

小澤   豊 東京都自転車商協同組合 理事長 

幸田  徳之 一般財団法人日本交通安全教育普及協会 専務理事 

土屋  真人 一般財団法人 日本サイクルスポーツセンター 常務理事 

丸山 麻里子 消費生活アドバイザー 

※6月 9日評議員会にて退任 

大山 憲司（一般財団法人 全日本交通安全協会 前専務理事） 

竹林 義久（一般財団法人 日本交通安全教育普及協会 前専務理事） 

 


