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第１号議案 令和２年度事業報告について 
 

１ 令和２年度総会の開催（令和２年６月 書面開催） 

会員 365 団体 
議事 

第１号議案 令和元年度事業報告について 
第２号議案 令和元年度収支決算及び監査報告について 
第３号議案 令和２年度事業計画（案）について 
第４号議案 令和２年度収支予算（案）について 
第５号議案 令和３年度総会について 

議決状況 
第１号議案 可決（賛同 365） 
第２号議案 可決（賛同 365） 
第３号議案 可決（賛同 365） 
第４号議案 可決（賛同 365） 
第５号議案 可決（賛同 364 否決 1） 

 
２ 関係機関等に対する要望活動 

（令和２年 11 月 11 日(水) 国土交通省・自由民主党本部） 
全９ブロックにおいてとりまとめた以下８項目について、自転車活用推進議員

連盟（会⾧・幹事⾧・事務局⾧）、自転車活用推進本部（本部⾧・事務局⾧）に対
し、自転車を活用したまちづくりを推進するための提言と要望書を提出した。加
えて、各ブロック選出の国会議員に対し、要望活動報告を行った。 
Ⅰ 自転車利用環境の整備に関する提言 
Ⅱ 交通安全の推進に関する提言 
Ⅲ サイクルツーリズムの推進に関する提言 
Ⅳ シェアサイクルの活用推進に関する提言 
Ⅴ 公共交通機関等への自転車積み込み等の支援に係る提言 
Ⅵ 自転車通勤促進に係る提言 
Ⅶ 地方版自転車活用推進計画の策定支援に係る提言 
Ⅷ 自転車活用推進計画に基づく取組に対する国の総合的な財政支援制度の創設  
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３ サイクリングカレンダー製作 

加入団体の関与するサイクリングイベント等の開催状況を網羅するサイクリ
ングに特化したカレンダーの製作を行った。 
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４ ホームページ運営 
本会ＨＰの運営により、本会の活動状況の発信を行うとともに、各団体でのイ

ベント情報配信や、国等関係機関からの情報の早期周知により会員間の情報共有
を図った。 

  
 
５ イベント情報配信 

加入団体の関与するサイクリング関連イベント等について、各ブロック事務局
経由にて加入団体の窓口等での情報発信を行い全国に向け参加を呼び掛けた。併
せてＨＰでの配信を実施した。 

  

 

６ ブロック活動 
（1）北海道ブロック担当者会議（オンラインセミナー） 

コロナ禍によるブロック会議の代替により、研修性を含めた担当者会議を開催
し、国及び道の取組や推進計画策定ポイント説明のほか自治体の取組状況等の情
報交換を実施 
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（2）東北ブロック会議 
ブロック会議の代替として、令和２年２月に開催したブロック会議のテーマで

あった自転車活用推進計画の策定状況やサイクルイベントの開催状況等に係る
ブロック内アンケートの実施による情報共有 

（3）関東ブロック会議（書面開催） 
ブロック内での情報共有を目的としたブロック会議を書面にて開催。関東地方

整備局からの国における自転車施策の情報共有のほか、関東ブロック内自治体の
取組事例紹介を実施 

（4）東海ブロック会議（オンラインシンポジウム） 
コロナ禍において「新しい生活様式」が求められ自転車活用の機運が更に高ま

る一方で、多くの自治体が様々な課題に直面する中、自転車活用のまちづくりの
最前線で活躍するゲストスピーカーによる先進的な事例紹介を交え、各自治体の
課題解決に向けたシンポジウムを実施 

（5）四国ブロック「自転車の活用によるまちづくり関連図書購入事業」 
書面開催としたブロック会議とは別に、会員団体それぞれの目的に即した自転

車活用のまちづくりに取り組むべく、交通・福祉・観光・自転車活用推進計画策
定の各分野から、高評価の参考図書を選択式により希望団体へ配布（講演事業の
代替） 

（6）九州ブロック「自転車まちづくり関連書籍購入事業」 
会員相互の共通理解や、それぞれが重要視する分野の理解を深めるため、自転

車活用推進に係る関連書籍の購入事業を実施（ブロック担当者会議の代替） 
福岡県サイクルツーリズム協議会総会（福岡県主催）にて、基調講演を通じて

本会の活動紹介とともに加入促進活動を実施 

 
７ 新型コロナウイルス感染症対策に関する情報共有 

自転車活用に関する新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式への転換
に向けた取組事例やコロナ禍におけるサイクリングマナー啓発など、ウィズコロ
ナのみならずアフターコロナを意識したプロモーション対策のほか、新型コロナ
ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した自転車施策の取組など、会員
団体による取組事例や関係機関からの提供情報の共有を図り、コロナ禍での自転
車活用を積極的に推進した。 
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８ 自転車活用推進関連団体との連携 
自転車の利活用の更なる促進や、交通安全意識の向上に資する広報啓発活動等

をより戦略的に実施する目的で設立された「自転車活用推進官民連携協議会」に
参画し、「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクトを創設、宣言企業の認定を行っ
た。統一的な広報テーマの下、官民一体となって広報啓発活動等を行うことによ
り、国民に対して自転車の良さ、交通マナー等について引き続き PR していく。 

その他、自転車の活用推進に寄与すると認められるイベント等事業に対する後
援承認を行った。 

  
 
その他）第３回全国シクロサミットの開催延期 

令和２年 10 月２日(金）３日(土）の両日、茨城県土浦市において開催予定で
あった第３回全国シクロサミットについて、新型コロナウイルス感染症の事態収
束見通しが立たない状況を鑑み、令和３年度へ延期することとした。       

 
参考） 国の自転車施策に関する主な動向 

平成 29 年 5 月 自転車活用推進法 施行 
       自転車活用推進本部 設置 
平成 30 年 6 月 自転車活用推進計画 閣議決定 
令和元年５月 「自転車通勤導入に関する手引き」公表 

  ９月 ナショナルサイクルルート制度 創設 
    11 月 第１次ナショナルサイクルルート指定・ロゴマーク決定 
令和２年３月 「シェアサイクルの在り方検討委員会」設置 
    ４月 「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト 募集開始 
    ８月 「自転車通勤推進企業」宣言プロジェクト「宣言企業」認定 
令和３年１月 ナショナルサイクルルートの候補ルート選定 
       ・トカプチ 400（北海道） 
       ・太平洋岸自転車道（千葉・神奈川・静岡・愛知・三重・和歌山県） 
       ・富山湾岸サイクリングコース（富山県） 

令和３年５月 第２次自転車活用推進計画 閣議決定 
 第２次ナショナルサイクルルート指定 
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第２号議案 令和２年度収支決算及び監査報告について 
 
令和２年度【収入】 （単位：円）

費 目 予算 決算

１．会 費 3,650,000 3,770,000 （10,000円×団体数） 3,650,000 3,770,000

２．その他 10 31 預金利息 10 31

３．繰越金 3,884,144 3,884,144 前年度繰越金 3,884,144 3,884,144

収 入 合 計 7,534,154 7,654,175

令和２年度【支出】 （単位：円）

費 目 予算 決算

会場使用料

総会お茶代

講師謝礼金

資料作成費 50,000

次年度会場予納金 200,000

会議お茶代 40,000

会⾧活動費（要望活動等交通費） 300,000 52,120

 要望活動 52,120

 外部会議（官民連携協議会等）

全国シクロサミット開催経費 1,400,000 0

会場等使用料 300,000

会議お茶代 50,000

講師謝礼金 100,000

資料作成費 20,000

消耗品費 30,000

懇親会費（芸能披露等） 200,000

食糧費（来賓等接遇） 50,000

バス借り上げ料等 150,000

サイクリングフェス参加料 500,000

ＨＰ運営費 40,000 35,640

カレンダー作成費 30,000

資料郵送料 100,000 135,976

資料印刷費 100,000

消耗品費 50,000 15,946

振込手数料 10,000 1,760

ブロック活動費 4,127,000 875,196

（予備費） 1,087,154

支 出 合 計 7,534,154 1,116,638

（単位：円）

6,537,537

備  考

１．総会費 250,000 0

項  目 予算額 決算額

項  目 予算額 決算額
備  考

２．役員会費 40,000 0

４．シクロサミット開催費 1,400,000 0

35,640

６．一般事務費 260,000 153,682

収 入 支 出 差 引 額 ※翌年度へ繰越

３．本部活動費 300,000 52,120

７．ブロック活動費 4,127,000 875,196

８．予備費 1,087,154 0

５．観光振興費 70,000
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監 査 報 告 書 

 

 

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規約第８

条第５項の規定により、令和２年度決算について、関係書類に基づき監

査した結果、適正に処理されていることを認めます。 

 

  

令和３年  月  日 

 

監 事  安城市⾧         印 

 

         宿毛市⾧         印 
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第３号議案 令和３年度事業計画（案）について 

 

１ 事業実施の方針 
自転車による観光振興、健康の増進、交通混雑の緩和、環境負荷の低

減等により、公共の利益を増進し、国及び公共交通事業者等と相互に
連携を図りながら、会員間の情報交換や共同の取組を進めるとともに、
⾧引くコロナ禍において、自転車通勤による労働生産性の向上や健康
増進などの有用性を積極的に発信することにより、自転車の地位向上
と更なる普及拡大を図る。 

 

２ 重点取組方針 
（1）地方版自転車活用推進計画の策定推進 
（2）ポストコロナ社会に対応した自転車活用の推進 
（3）自転車施策関連予算等の充実に向けた国等への要望活動 

 

３ 事業計画 

事業名 事業内容 日時／場所
受益対象者の範囲

及び予定人数

年次総会 総会の開催
令和３年６月

／書面開催
会員391人

役員会 役員会の開催

令和３年6月

／書面開催

令和３年10月頃

／国土交通省

役員18人

関係機関への

要望活動

令和３年度要望活動

・自転車活用推進本部⾧(国交大臣)  赤羽一嘉

・自転車活用推進本部事務局⾧   吉岡幹夫

・自転車活用推進議員連盟会⾧   二階俊博

・自転車活用推進議員連盟幹事⾧  金子恭之

・自転車活用推進議員連盟事務局⾧ 穴見陽一

令和４年度要望内容のとりまとめ

令和３年11月頃

／国土交通省・議員連盟
役員18人

全国シクロサミット

・シンポジウムの開催

・サイクリング体験

・ブース出展

・担当者交流懇親会

（情報交換、推進計画策定など）

令和３年10月9日・10日

／土浦市
会員391人

自転車を活用した

観光振興

・サイクリングカレンダー製作

・サイクリングイベント情報の配信

・ＨＰ運営

・ＰＲジャージ製作（未配布会員）

本部事務局 会員391人

ブロック活動
・ブロック内での情報共有･交流

・ブロック単位による事業展開
ブロック事務局 ブロック会員

 



- 9 - 

 

第４号議案 令和３年度収支予算（案）について 

令和３年度【収入】 （単位：円）

費 目 本年度 前年度

１．会 費 3,910,000 3,650,000 （10,000円×団体数） 3,910,000 3,650,000

２．その他 10 10 預金利息 10 10

３．繰越金 6,537,537 3,884,144 前年度繰越金 6,537,537 3,884,144

収 入 合 計 10,447,547 7,534,154

令和３年度【支出】 （単位：円）

費 目 本年度 前年度

会場使用料

総会お茶代

講師謝礼金

資料作成費 50,000 50,000

次年度会場予納金 200,000 200,000

会議お茶代 40,000 40,000

会⾧活動費（要望活動等交通費） 300,000 300,000

 要望活動

 外部会議（官民連携協議会等）

（全国シクロサミット開催経費） 1,620,000 1,400,000

会場等使用料 500,000 300,000

会議お茶代 50,000 50,000

講師謝礼金 100,000 100,000

資料作成費 20,000 20,000

消耗品費 50,000 30,000

懇親会費（芸能披露等） 200,000 200,000

食糧費（来賓等接遇） 50,000 50,000

バス借り上げ料等 150,000 150,000

サイクリングフェス参加料 500,000 500,000

ＨＰ運営費 40,000 40,000

カレンダー作成費 30,000 30,000

ＰＲジャージ製作費 1,200,000

資料等郵送料 100,000 100,000

資料印刷費 100,000 100,000

消耗品費 50,000 50,000

振込手数料 10,000 10,000

ブロック活動費 5,490,000 4,127,000

（予備費） 1,217,547 1,087,154

支 出 合 計 10,447,547 7,534,154

８．予備費 1,217,547 1,087,154

６．一般事務費 260,000 260,000

７．ブロック活動費 5,490,000 4,127,000

４．シクロサミット開催費 1,620,000 1,400,000

５．観光振興費 1,270,000 70,000

２．役員会費 40,000 40,000

３．本部活動費 300,000 300,000

備  考

１．総会費 250,000 250,000

項  目
本年度

予算額

前年度

予算額

項  目
本年度

予算額

前年度

予算額

備  考
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第５号議案 役員の選任（案）について 

 

  会 ⾧  〇 佐伯市⾧   田中 利明 

副会⾧  〇 美唄市⾧   板東 知文 

  〇 北上市⾧   髙橋 敏彦 

  〇 南魚沼市⾧  林  茂男 

  〇 さいたま市⾧ 清水 勇人 

  〇 三島市⾧   豊岡 武士 

    堺市⾧    永藤 英機 

  〇 尾道市⾧   平谷 祐宏 

  〇 今治市⾧   徳永 繁樹 

理 事    倶知安町⾧  文字 一志 

    石巻市⾧   齋藤 正美 

    飯山市⾧   足立 正則 

    稲城市⾧   髙橋 勝浩 

  〇 守山市⾧   宮本 和宏 

    真庭市⾧   太田 昇 

    鹿屋市⾧   中西 茂 

監 事    安城市⾧   神谷 学 

    宿毛市⾧   中平 富宏 

  ※ 〇印はブロック⾧ 
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第６号議案 規約の一部改正（案）について 

 
１．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規約の

一部改正（案） 
 
（１）改正理由 

広域的な連携のもと、共通するテーマの調査研究及び課題解決に向
けた具体的な検討を行うため、本会に分科会を設置できることとする
もの。 

 
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規約（平

成30年11月15日施行）の一部を新旧対照表のとおり改正する。 
 

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規約の一部改正新旧対照表（案） 
 

新 旧 
 
（分科会） 

 第 12 条 本会は必要に応じて分科会
を設置することができる。 

２ 各分科会の設置は、総会において
議決する。 

３ 分科会は、会員のうち参加を希望
する者から構成する。 

４ 分科会⾧は、分科会の活動状況を
取りまとめ、総会において報告する。 

（会費） 
 第 13 条 会員は、別に定める会費を

納入しなければならない。ただし、
年度の途中で入会する場合は、入会
時に会費を納入し、年度の途中で退
会した場合は返納しない。 

 ２ 会費の額及び納入期限は、総会に
おいて決定する。 

 ３ 会計年度は、毎年４月１日に始ま
り、翌年３月 31 日に終わる。 

 （その他） 
 第 14 条 この規約に定めのない事項

は、会⾧が別に定める。 
 

 
                                      
                  
                              
                                
                      
                                 
                           
                               
                                 
（会費） 

 第 12 条 会員は、別に定める会費を
納入しなければならない。ただし、
年度の途中で入会する場合は、入会
時に会費を納入し、年度の途中で退
会した場合は返納しない。 

 ２ 会費の額及び納入期限は、総会に
おいて決定する。 

 ３ 会計年度は、毎年４月１日に始ま
り、翌年３月 31 日に終わる。 

 （その他） 
 第 13 条 この規約に定めのない事項

は、会⾧が別に定める。 
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第７号議案 太平洋岸自転車道分科会の設置について 

 

１ 趣旨 

太平洋岸自転車道は、昭和 48 年度より大規模自転車道整備事業とし

て着手し、千葉県銚子市を起点として、神奈川、静岡、愛知、三重、和

歌山県の太平洋岸沿岸を走り、和歌山県和歌山市に至る全⾧ 1,487km

のわが国を代表する自転車道であり、ナショナルサイクルルート制度

が創設された令和元年 9 月には、関係する国の機関及び地方公共団体

による「太平洋岸自転車道ナショナルサイクルルート指定推進協議会」

を設置し、アクションプランに基づくハード・ソフトの取組の結果、 

令和 3 年 5 月 31 日に第二次ナショナルサイクルルート指定を受けた

ところである。 

そうした中、太平洋岸自転車道を活用した取組で志を同じくする沿

線市町村の首⾧が連携し、サイクルツーリズムの推進に資する魅力的

で安全な走行環境を持続するとともに、健康、生きがい、友情を育む自

転車新文化の普及・拡大を図ることにより、地方創生の先進的、先駆的

な取組として地域が盛り上がるべく、目的を一にする本会を母体に、

専門の分科会として継続的な活動を実施するもの。 

 

 
 

  



- 13 - 

 

第８号議案 令和４年度総会について 

 
予定：令和４年６月 1 日（水）13 時 30 分より 

   （第 92 回全国市⾧会議の終了後） 

都内会場にて  
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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 規約 

 

 

（名称） 

第１条 この会は、「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

（以下「本会」という。）」と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、自転車による観光振興、住民の健康の増進、交通の混雑の緩和、

環境への負荷の低減等により公共の利益を増進し、地方創生を図ろうとする自治

体が連携して、情報交換や共同の取組を進めることで、我が国の自転車文化の向

上、普及促進を図るとともに、各地域が取り組む地方創生推進の一助となること

を目的とする。 

 （活動内容） 

 第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。 

  （１）自転車施策に関する国等関係機関への予算等要望活動 

  （２）自転車を活用した地方創生の提言 

  （３）自転車を活用したまちづくりに関する情報交換 

  （４）自転車の走行環境の改善 

  （５）交通の安全の確保 

  （６）自転車を活用した観光振興 

  （７）自転車の活用による健康増進 

  （８）自転車の活用による環境負荷低減 

（９）災害時における自転車活用 

（10）その他本会の目的を達成するために必要な事項 

 （会員） 

 第４条 本会の会員は、全国の市区町村長で、本会の趣旨に賛同し、入会届を本会

に提出した者とする。 

２ 前項の入会届は随時受け付ける。 

３ 本会は別に定めるところにより、全国を９ブロックに分け、会員をその所在地

に応じて各ブロックに位置づける。 

 （会員の脱退） 

 第５条 会員は、本会に退会届を提出することで本会を脱退することができる。 
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（役員） 

 第６条 本会に次の役員を置く。 

  （１）会長 １名 

  （２）副会長 ８名 

（３）理事 ７名 

  （４）監事 ２名 

 ２ 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。 

 ３ 会長は副会長の中から役員候補者の互選により選出する。 

 ４ 理事及び監事は、会長、副会長を除く役員候補者の中から互選により選出する。 

 ５ 役員の任期は、役員改選決議のあった時からその翌々年度の総会における役員

改選決議の時まで（選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時総会の終結の時まで）とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 （顧問） 

 第７条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の承認を得て、会長が委嘱

する。  

 （職務） 

 第８条 会長は、本会を代表し、その活動を総括する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を代行する。 

 ３ 理事は、総会で承認された事業を執行する。 

 ４ ブロック長は、各ブロックの活動及び入退会等の事務を総括する。 

 ５ 監事は、会の会計を監査する。 

 （事務局） 

 第９条 本会の事務を処理するため、会長が指定する市区町村に全体事務局を置く。 

 ２ 前項に定める事務局とは別に、ブロック長就任市区町村にブロック事務局を置

く。 

 （総会） 

 第 10 条 本会の総会は、全ての会員をもって構成し、年に１回開催するものとす

る。ただし、必要があると認められるときは、臨時に開催できるものとする。 

２ 総会は、会長が招集する。  
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３ 総会の議長は、会長又は会長が指名する者が務める。 

 ４ 総会は、次の事項について議決する。 

  （１）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 規約（以下、

「規約」という。）の変更 

  （２）活動計画の策定又は変更 

  （３）役員就任の承認 

（４）その他本会の運営に関する重要事項 

５ 総会は、会員の２分の１以上の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない

事情で出席できないものは、委任状を議長に提出することにより、出席者の数に

加えるものとする。 

６ 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

 ７ 会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合におい

ては、当該会員又は代理人は、委任状を議長に提出しなければならない。 

８ 前２項に関わらず、緊急を要する事項は、書面により、会員の過半数の同意を

もって決する。 

 （役員会） 

 第 11 条 役員会は第６条第１項の役員をもって構成し必要に応じて開催する。 

２ 役員会は次の事項について議決する。 

  （１）総会に提出する議案の決定 

  （２）総会で議決された事業の実施方法等の決定 

  （３）各ブロックへの情報提供、情報収集 

  （４）自転車施策に関する国等関係機関への要望等の活動 

  （５）顧問の就任要請の承認 

（会費） 

 第 12 条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、年度の途

中で入会する場合は、入会時に会費を納入し、年度の途中で退会した場合は返納

しない。 

 ２ 会費の額及び納入期限は、総会において決定する。 

 ３ 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる。 

 （その他） 

 第 13 条 この規約に定めのない事項は、会長が別に定める。 
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    附則 

 １ この規約は、平成 30 年 11 月 15 日から施行する。 

 ２ 初年度の会計期間は、第 12 条第３項の規定にかかわらず設立総会の日から翌

年３月 31 日までとする。 

 ３ 設立当初の役員は、第６条第２項、第３項及び第４項の規定にかかわらず以下

のとおりとする。 

会 長 今治市長   菅  良二 

副会長 美唄市長   髙橋 幹夫 

北上市長   髙橋 敏彦 

佐渡市長   三浦 基裕 

前橋市長   山本  龍 

三島市長   豊岡 武士 

堺市長    竹山 修身 

尾道市長   平谷 祐宏 

南さつま市長 本坊 輝雄 

理 事 倶知安町長  西江 栄二 

石巻市長   亀山  紘 

飯山市長   足立 正則 

さいたま市長 清水 勇人 

守山市長   宮本 和宏 

真庭市長   太田  昇 

国東市長   三河 明史 

監 事 安城市長   神谷  学 

        宿毛市長   中平 富宏 

 ４ 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。 

    附則（令和元年 11 月 14 日 規約） 

 １ この規約は、令和元年 11 月 14 日から施行する。

 



 

 

 


