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自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会　加入状況

2019/9/11

1741

359

副会長 ●美唄市 ●北上市 ●佐渡市 ●前橋市 ●三島市 堺市 ●尾道市 ●今治市 ●南さつま市

理事　　　●ブロック長 倶知安町 石巻市 飯山市 さいたま市 安城市 ●守山市 真庭市 宿毛市 国東市

北海道 青森県 新潟県 茨城県 岐阜県 滋賀県 鳥取県 徳島県 福岡県

釧路市 平内町 糸魚川市 水戸市 大垣市 大津市 大山町 徳島市 大野城市

帯広市 野辺地町 妙高市 土浦市 高山市 近江八幡市 島根県 鳴門市 うきは市

北見市 田子町 五泉市 石岡市 美濃市 草津市 松江市 阿南市 佐賀県

網走市 階上町 佐渡市 笠間市 羽島市 守山市 益田市 美馬市 嬉野市

美唄市 岩手県 南魚沼市 つくば市 土岐市 高島市 大田市 三好市 長崎県

芦別市 宮古市 富山県 かすみがうら市 山県市 東近江市 安来市 勝浦町 大村市

江別市 大船渡市 氷見市 境町 瑞穂市 米原市 飯南町 佐那河内村 熊本県

名寄市 花巻市 石川県 栃木県 飛騨市 京都府 岡山県 神山町 人吉市

三笠市 北上市 小松市 宇都宮市 本巣市 八幡市 井原市 那賀町 菊池市

滝川市 遠野市 加賀市 栃木市 下呂市 京田辺市 高梁市 板野町 上天草市

恵庭市 陸前高田市 福井県 小山市 海津市 木津川市 備前市 香川県 阿蘇市

石狩市 釜石市 長野県 矢板市 大野町 精華町 真庭市 高松市 天草市

奥尻町 八幡平市 飯山市 さくら市 七宗町 大阪府 和気町 丸亀市 錦町

島牧村 奥州市 安曇野市 那須町 静岡県 堺市 新庄村 坂出市 大分県

蘭越町 滝沢市 小谷村 群馬県 静岡市 岸和田市 吉備中央町 善通寺市 大分市

ニセコ町 紫波町 山ノ内町 前橋市 浜松市 貝塚市 広島県 観音寺市 中津市

倶知安町 矢巾町 木島平村 館林市 沼津市 枚方市 広島市 さぬき市 日田市

由仁町 西和賀町 野沢温泉村 渋川市 三島市 泉佐野市 呉市 東かがわ市 佐伯市

妹背牛町 金ヶ崎町 栄村 藤岡市 富士宮市 河内長野市 竹原市 三豊市 杵築市

秩父別町 宮城県 東吾妻町 島田市 門真市 三原市 土庄町 宇佐市

沼田町 石巻市 昭和村 富士市 岬町 尾道市 小豆島町 国東市

利尻富士町 名取市 玉村町 焼津市 兵庫県 福山市 三木町 宮崎県

小清水町 岩沼市 埼玉県 掛川市 神戸市 府中市 宇多津町 宮崎市

大空町 栗原市 さいたま市 藤枝市 姫路市 三次市 綾川町 日南市

音更町 東松島市 秩父市 御殿場市 洲本市 庄原市 琴平町 日向市

鹿追町 富谷市 本庄市 袋井市 三田市 東広島市 多度津町 串間市

新得町 七ヶ宿町 戸田市 裾野市 加西市 江田島市 まんのう町 西都市

大河原町 幸手市 伊豆市 南あわじ市 世羅町 愛媛県 えびの市

柴田町 千葉県 伊豆の国市 淡路市 山口県 松山市 鹿児島県

女川町 館山市 清水町 宍粟市 下関市 今治市 鹿児島市

秋田県 木更津市 長泉町 加東市 宇部市 宇和島市 鹿屋市

横手市 野田市 小山町 奈良県 山口市 八幡浜市 枕崎市

大館市 市原市 愛知県 奈良市 防府市 新居浜市 出水市

男鹿市 鴨川市 豊橋市 東吉野村 長門市 西条市 指宿市

山形県 君津市 一宮市 和歌山県 美祢市 大洲市 日置市

寒河江市 南房総市 瀬戸市 和歌山市 平生町 伊予市 いちき串木野市

高畠町 鋸南町 安城市 海南市 四国中央市 南さつま市

福島県 東京都 江南市 橋本市 西予市 南九州市

郡山市 江戸川区 稲沢市 有田市 東温市 三島村

いわき市 府中市 尾張旭市 御坊市 上島町 南大隅町

相馬市 稲城市 岩倉市 田辺市 久万高原町 肝付町

猪苗代町 神奈川県 田原市 新宮市 松前町 瀬戸内町

矢祭町 横須賀市 三重県 紀の川市 砥部町 沖縄県

塙町 大磯町 伊勢市 岩出市 内子町 名護市

棚倉町 山梨県 名張市 紀美野町 伊方町 宮古島市

北杜市 いなべ市 かつらぎ町 松野町

富士川町 九度山町 鬼北町

道志村 高野町 愛南町

山中湖村 湯浅町 高知県

広川町 土佐市

有田川町 須崎市

美浜町 宿毛市

日高町 土佐清水市

由良町 四万十市

印南町 香南市

みなべ町 田野町

日高川町 安田町

白浜町 北川村

上富田町 芸西村

すさみ町 土佐町

那智勝浦町 いの町

太地町 中土佐町

古座川町 佐川町

北山村 梼原町

串本町 四万十町

ブロック名
（呼びかけ人）

北海道 東北 北信越 関東

（美唄市） （北上市） （佐渡市） （前橋市）

東海 近畿 中国 四国 九州

（安城市） （守山市） （尾道市） （今治市） （南さつま市）

ブロック内市区町村数 179 227 158 343 160 198 107 95 274

62 38加入市区町村数 27 40 15 42

役

員

加入市区町村名

43 60 32















自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 

２０１９年度 関東ブロック要望事項 一覧 

 

大項目 小項目 提案市区町村 
要望書 

対応箇所 

１ 自転車通行 

空間の整備 

（１）自転車通行空間の整備にか

かる財政支援と支援の継続

的な実施について 

【野田市】 

【木更津市】 

【館山市】 

Ⅰ－（１） 

（２）国道等幹線道路における自

転車通行空間の整備につい

て 

【笠間市】 

【土浦市】 

【館林市】 

Ⅰ－（１） 

（３）自転車ネットワーク整備の

円滑化について 
【さいたま市】 Ⅰ－（１） 

（４）路面標示（ピクト・ブルー

ライン）施工のための道路

整備基準緩和と、道路管理

者等への財政支援及び努力

義務について 

【前橋市】 Ⅰ－（１） 

２ 自転車利用 

環境の向上 

（１）サイクリングロードへの公

衆トイレ及び休憩所の設置

について 

【館林市】 

【野田市】 
Ⅲ－（２） 

（２）シェアサイクルポートの普

及拡大に向けた法改正につ

いて 

【横須賀市】 
Ⅳ－（１） 

－（２） 

３ サイクルツ

ーリズムの

推進 

（１）ナショナルサイクルルート

の早期創設について 
【かすみがうら市】 Ⅲ－（１） 

４ 自転車の交

通安全対策 

（１）交通安全教育の義務化と財

政支援について 

【つくば市】 

【江戸川区】 
Ⅱ－（３） 

（２）自転車交通違反者の取り締

まり強化について 

【つくば市】 

【江戸川区】 
Ⅱ－（１） 

（３）自転車保険制度の加入義務

化について 

【つくば市】 

【館林市】 

【江戸川区】 

Ⅱ－（２） 

（４）自転車用信号灯器の創設に

向けた取り組みについて 
【水戸市】 Ⅱ-（３） 





























役員改選に係る規約抜粋 

○規約附則第４項 

設立当初の役員の任期は、第６条第５項の規定にかかわらず平成31

（2019）年度の総会の日までとする。 

○規約第６条第２項 

第４条第３項に規定するブロック毎にそれぞれ副会⾧１名を含む役員候補者

２名を選出し、いずれか１名をブロック⾧とする。 

 

役員改選 

立候補者を優先し、立候補がなければ役職別（ブロック⾧を含む）に最多得票の

自治体を役員候補者として選出することとし、以下の結果となった。 

 

【副会⾧】さいたま市 

○立候補 なし 

○推 薦 さいたま市・３９票、ブロック⾧へ一任・2 票、未回答・１票 

【理 事】稲城市 

○立候補 なし 
○推 薦 さいたま市・３９票、ブロック⾧へ一任・2 票、未回答・１票 

【ブロック⾧】さいたま市 

○立候補 なし 
○推 薦 さいたま市・３６票、ブロック⾧へ一任・2 票、未回答・４票 



事項 主体／場所

４月 ３０日（火）  要望（素案）送付 事務局 国交省

５月 ２３日（木）  要望（素案）意見回答 事務局←国交省

２９日（水）  要望（素案）意見照会〆 各ブロック事務局

３１日（金）  要望（案）仮確定 各ブロック事務局

６月 　３日（月）  要望（案）送付 事務局 国交省

 要望（案）意見回答 事務局←国交省

１２日（水） 13:00-15:00  第１回役員会議 　※要望内容協議 ＠中央合庁４号館

 ～ 要望書作成 事務局

７月 ２５日（木） 14:00-15:30  要望活動 国交省・議連

３１日（水）  2019-2020年度 関東ブロック役員　立候補募集 関東ブロック事務局

８月 １６日（金）  2019-2020年度 関東ブロック役員　立候補〆 関東ブロック事務局

９月 １３日（金）  2019-2020年度 関東ブロック役員　推薦依頼　～20日 関東ブロック事務局

２０日（金）  2019-2020年度 関東ブロック役員　推薦〆、集計 関東ブロック事務局

２８日（土）  関東ブロック首長会議　※役員（副会 ・理事、ブロック長）選出 ＠前橋市

１０月 １９日（土） 13:00-14:00  第２回役員会議　※役員改選（案） ＠今治市

15:00-  第２回全国シクロサミット ＠今治市

２０日（日）  首 サイクリング（しまなみ･ゆめしまサイクリングフェス2019） ＠今治市

１１月 １４日（木）  ２０１９年度 総会（役員改選） ＠参議院議員会館

日付

２０１９年度総会までの事務スケジュール（案）



イベント等告知について 
 

会員が主催及び関係しているイベントについて、全体事務局を通じて全国の
会員へ情報提供をすることができます。 

全国へ周知したり、参加を広く募集したいイベントについて、ぜひこの制度を
ご利用ください。 
 
 
 
イベント等告知申請について 
 
〇申請できるイベントは、政治的、宗教的なものではないイベントとします。 
〇本会担当者の指示がある場合は、規約、決算書及び事業概要等を提出すること
とします。 
〇告知方法・範囲の指定があれば、「申請書 その他欄」にご記入をお願いいた
します。 
〇告知の流れは下記の通りになります。 

申請（会員） 
     ↓ 

受付および確認（ブロック事務局） 
     ↓ 

受付（本部事務局）配信依頼 
     ↓ 

（ブロック事務局）配信 
     ↓ 

（会員）周知 
〇記入方法等で不明な点がございましたら、関東ブロック事務局または全体事
務局へお問い合わせください。 



イ ベ ン ト 等 告 知 申 請 書 

 
年  月  日 

（宛先）自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 ブロック長 
 
 

団体名（会員） ： 

担当者 職・氏名：                

電話番号    ： 

 
 次の事業について、本申請により会員への情報配信を希望します。 
 本会担当者の指示がある場合は、規約、決算書及び事業概要等を提出します。 
 なお、下記の事業は、政治的、宗教的なものではないことを誓約します。 

１ 事業等の名称 
 

２ 主催者（共催者）  

３ 目     的  

４ 期     日  

５ 会     場  

６ 予定参加者数  

７ 
後援（協賛） 

依頼先 
 

８ 入場料・参加費等 □なし □あり（                      ） 

９ 出演者・出品者等  

10 事業概要  

11 その他  

※告知対象（リーフレット等）をデータにて送付してください。 

 
自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会 会長 

 
（以下 事務局整理欄） 

 

ブロック名 担当者 処理日 

関東ブロック 
団体・職氏名 

 

 

 

 

印 
    年  月  日 

 


