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「安全、安心、より快適な二輪車環境の
構築を目指し、活動を推進」

会　長　伊　東　孝　紳

　明けましておめでとうございます。皆様、佳き年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　平素から当協会の諸活動に多大のご理解とご支援、ご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。
　皆様ご承知のとおり、国内二輪車市場を取り巻く環境は引き続き大変厳しい状況にあり、官民あげて活性化の
ための諸施策に取り組んでいるところです。
　さて、新年に当り、当協会が取り組みます事業に関し、4点ばかり申し述べたいと思います。
　第一は、「二輪車の安全運転の普及」についてです。
　昨年 11 月末現在の全国の二輪車の交通事故による死者数は 634 人で、前年同期比 22 人増加となりました。ま
た、死亡事故全体の二輪車の占める割合も 18.2% と前年より高くなったため、こうした状況に鑑み交通事故が多
発している高齢者をはじめ女性及び高校生等に対する安全運転普及活動をより積極的に推進し、二輪車の交通事
故抑止に努めてまいります。
　第二は、「防犯登録の推進」についてです。
　二輪車の防犯対策であるグッドライダー・防犯登録（以下「Ｇ防登録」という。）に関しては、ここ数年、登
録件数の減少傾向がみられることから、一昨年に続き、昨年も 3月から 6月までの 4か月間Ｇ防登録推進キャン
ペーンを実施しました。しかし、減少傾向に歯止めをかけるまでには至らず、昨年１年間の登録件数は 236,080
件で前年同期比 94.0％となりました。
　当協会としては、さらに関係団体等との連携を強化し、Ｇ防登録の普及とＧ防登録件数の向上に向け、諸対策
を強力に推進し、二輪車ユーザーの安全で安心な二輪車利用をサポートしてまいります。
　第三は、「利用環境の改善」及び「流通環境の整備推進」についてです。
　二輪車の利用環境の改善に向けて、関係団体と連携を強化し、二輪車の駐車場整備やユーザーに対する駐車場
利用啓発等を行い、また、二輪車マナーアップ施策としてライダーの安全やマナーに対する意識の向上を図り、
社会における二輪車のイメージアップのため、グッドマナー　ジャパンライダーズ宣言を推進してまいります。
　流通環境の整備については、関係団体と連携して自動車公正取引協議会への入会促進や二輪車品質評価者講習
会の開催などを行い「二輪車公正競争規約」の一層の普及を図ることとしております。
　第四は、「楽しさを訴求するイベントの開催等」と「モーターサイクルスポーツの普及促進」についてです。
　二輪車の楽しさを広く訴求するため、バイク月間中のイベントをはじめとする各種イベントを積極的に開催ま
たは後援する他、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会と連携し、モーターサイクルスポーツの普及
促進を図ってまいります。

　以上、当協会が取り組みます主な事業とその方針をご紹介いたしましたが、私共は今後とも二輪車ユーザーの
輪が広がり、安全、安心、より快適な二輪車環境の構築を目指し、活動を推進する所存です。
　皆様方のなお一層のご理解とご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
　おわりに、皆様の益々のご健勝とご活躍を心より祈念申し上げ新年のご挨拶といたします。

年頭の辞
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世界一安全な道路交通の実現に向けて

警察庁交通局長　井　上　剛　志

　新年あけましておめでとうございます。

　皆様方には、平素から交通警察行政各般にわたりまして、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼を申し上げ

ます。

　また、グッドライダーミーティング等による交通安全講習や各種交通安全啓発活動により、二輪車運転者に対

する交通事故防止及び交通安全意識の高揚に多大な貢献をされておりますことに、深く敬意と感謝の意を表する

次第であります。

　さて、平成 28 年中の交通事故情勢につきましては死者数は 3,904 人で、昭和 24 年以来の 3,000 人台となり、

交通事故発生件数及び負傷者数も 12 年連続で減少しております。

　しかしながら、昨年も交通事故死者に占める高齢者の割合が半数を超え、また、長野県軽井沢町で多数の死傷

者が出る貸切バスの転落事故が発生したほか、高齢運転者による交通死亡事故が続発し社会的耳目を集めるなど、

交通事故情勢は厳しい状況にあります。

　こうした情勢を踏まえ、警察といたしましては、悲惨な交通事故を１件でも減少させ、政府が目標とする「世

界一安全な道路交通」の実現に向け、高齢者の事故防止を始めとする総合的な交通事故防止対策を一層推進して

いくこととしております。

　また、本年３月には、高齢運転者や貨物自動車に係る交通事故防止等を目的とした改正道路交通法が施行され

ます。

　現下の厳しい交通事故情勢の中で交通事故防止等抑止の効果を上げるためには、警察と関係機関・団体が連携

を一層強化し官民一体となって取り組んでいくことが不可欠と考えております。

　貴協会におかれましては、二輪車運転者の利用環境等の向上とともに、交通安全講習や交通安全啓発活動を一

層推進していただき、安全で快適な交通社会の実現に向け、今後とも御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、貴協会のますますの御発展と皆様の御健勝、御多幸を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただ

きます。

年頭の辞
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安全本部  安 全 普 及 部

■グッドライダーミーティングの開催

　二普協活動の重要施策であるグッドライダーミーティング（以下「Gミーティング」という。）は、本年度、
全国で 122 回開催を予定し、積極的に実施を図ってまいりました。年度内に３開催を残しておりますが、昨年
12 月末までの開催状況は、47 都道府県で 118 回（天候に恵まれ、中止は 1回のみ）、受講者数 4,295 名で、既に
平成 27 年度の動員を 75 名上回っております。
　本年度のレディスミーティングは宮城県、東京都、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、福井県、愛知県、大
阪府 2回、兵庫県、愛媛県で計 12 回開催し、高齢者を対象としたGミーティングは、宮城県２回、奈良県で開
催することができ、女性及び高齢者層への安全運転教育に寄与することが出来ました。
　また警察（白バイ）関係者、県交通安全協会（二推）との連携・協力を例年にも増して進めることが出来ました。
●Ｇミーティングの狙い
　Ｇミーティングは、グッドライダー宣言者であれば誰でも気軽に参加できる体験型の実技訓練です。上達する
楽しさを通じ個人の規範意識に訴えかけ、安全行動を自ら導きだせる安全運転講習を目指しています。
この体験型講習会では運転技術の向上とともに、自己の技量を自覚・把握させることにより、混合交通の中にお
いても危険要素への感受性が高まることから、交通ルールとマナーを重んじるグッドライダーを育成し、二輪車
事故の防止に寄与するものであります。

活 動 報 告

Ｇミーティング県別開催計画・実績

年度別開催実績・累計（過去10年間の推移）

平成28年4月～12月末現在
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●Ｇミーティングアンケート調査・分析（112会場、回収率94.9%、調査数：3,676）

●開催風景

一般（東京都６月開催） 高齢者（奈良県６月開催）レディス（神奈川県９月開催）

◆全国集計では、例年通り、二輪需要の成熟期に育った40～50歳代が多く、特に50歳代の伸長が目立つ。
◆事故の増加傾向にあるリターンライダーを含む40～50歳代は、指導対象として十分に対応出来ている。
◆一方、事故の多い若者(20歳未満）、高齢者（65歳以上）の動員に苦慮している。

◆全国集計では、例年通り、10 年以上が 4割強、6年以上を加えると現状過半数を占め、増加傾向にある。
◆事故割合の高い 1年未満、1～ 2年の初心者層のエントリーは依然少なく、誘引強化が必要。　
◆中国、九州、関東の順に初心者の割合が高い。
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■高校生に対する安全運転講習活動

●本部における取り組み

●各県における上期活動実績（４月～９月）　

■免許取得支援活動
●ゲンチャレWebサイト　訪問者数４月～１２月

【年齢別】

アクセス数は16～20歳の原付免許新規取得適齢層が64％と最多であり、4月・8月（新学期・夏休み）に増加傾向。

【月　別】
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安全本部　 G 防 推 進 部

●グッドライダー・防犯登録（Ｇ防登録）の推進状況について

　昨年は、Ｇ防登録件数 30 万件超を目指し各施策を展開しましたが、Ｇ防登録実績件数は 236,080 件で前年比
94.0％（詳細は巻末の統計２参照）と平成 24 年からのＧ防登録件数の減少に歯止めがかからない状況であります。
　本年はＧ防登録の減少に歯止めをかけ、加入促進を図るべく、次のとおり「グッドライダー・防犯登録」普及
促進月間を実施します。

活 動 報 告

◇ 実施期間
　　平成29年4月1日（土）～6月30日（金）までの３か月間
◇ 後　　援
　　警察庁
　　全国カワサキ会、全国スズキ二輪会、全国ホンダ二輪会、全国ヤマハ会
　　全国オートバイ協同組合連合会
◇ 実施内容
　　・月間実施ポスター掲示依頼とＧ防登録三つ折りリーフレット配布
　　　Ｇ防取扱販売店、都道府県警察本部及び警察署へ掲示依頼等
　　・関係機関・団体のホームページへの掲載依頼
　　・業界紙、関係機関の機関誌等への掲載依頼
　※今回は、キャンペーン時の表彰及び特典は予定しておりません。

グッドライダー・防犯登録普及促進月間

●Ｇ防登録推進キャンペーンの実施結果

　一昨年に続き昨年の3月1日から6月30日までの4か月間グッドライダー・防犯登録推進キャンペーンを実施しま
したが、期間中の登録件数は、90,042件前年同期比で7,839件減少、8％の減少でした。
　二輪車出荷状況をみると3月は前年比0.4％減と僅かな減少でありましたが、4月は14.1％減、5月は23.1％減、6
月は26％減と月を追うごとに減少幅が大きなっており、この４か月間の平均では14.7％減少であり、大変厳しい
二輪車市場でありました。
　稼働店については、期間中4,225店が稼働し、前年同期比で207店減少、4.7％の減少でした。
　なお、このキャンペーン終了後、表彰店及びQUOカード贈呈のユーザーに対してアンケート調査を実施した
ところ、販売店がユーザーにＧ防登録を勧める際の治具は次の表の通り、三つ折りチラシ29％、次に「グッドラ
イダー防犯登録に加入しましょう」のチラシ21％でした。ユーザーにおいては、Ｇ防登録制度を知らなかったユー
ザーは74％、Ｇ防登録に加入したきっかけは販売店から勧められたが86％を占めました。またＧ防登録について
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は、51％が安心感を持てる、40％が良い制度と回答しており、これらのことは今後の施策に活かしていきたいと
思っています。
　二輪車の出荷状況が厳しい中、関係機関・団体・販売店等の皆様はこのキャンペーンにご尽力いただきました
ことをこの場をお借りして御礼申し上げます。

≪販売店に対するアンケート回答①～③パンフレット・チラシ≫　

●盗難照会システムの運用状況について

　警察が保有する盗難二輪車情報の提供を受けて二輪車盗難照会システムを運用して11年が経過しましたが、こ
の間、特に問題もなく円滑な運用をしていることから、引き続き的確な運用を図ってまいります。また同システ
ムに未加入の販売店等に対しては、引き続き加入促進を図り、盗品等が市場に流通することがないよう適正な流
通環境に寄与してまいります。
　二輪車盗難認知及び被害回復状況の詳細については、巻末の統計３を参照ください。

①グッドライダー防犯登録三つ折りチラシ ② グッドライダー防犯登録・二輪車
盗難照会システムのパンフレット

③  「 グッドライダー防犯登録
に加入しましょう」チラシ
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ＹＳＰ八戸（青森県）
三浦社長

ＳＢＳ青山（新潟県）
古俣店長

川島モータース（静岡県）
川嶋社長

バイクガレージ福井（福井県）
出口社長

ＹＳＰ各務原東（岐阜県）
堀尾店長

イトーＫＴ（愛知県）
伊藤社長

ホンダドリーム鈴鹿（三重県）
森井店長

Ｇ防登録推進キャンペーン
販売店　会長表彰の様子

インディーズ（徳島県）
加藤様

ＢＳＰ高松（香川県）
相川社長

ホンダドリーム松山（愛媛県）
芳之内社長

オートショップチャレンジ（高知県）
裏正社長

ＹＳＰ大分（大分県）
河野社長
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流通環境本部  流 通 業 務 推 進 部
活 動 報 告

●二輪車駐車場の整備促進および利用促進
　平成28年度より、各ブロックにて自治体を訪問し「全国バイク駐車場案内」Webサイトへの掲載協力依頼を
行い、掲載されていない駐車場等の情報を頂き掲載情報を増やしました。またWebサイトに設けている「バイ
ク駐車場ここにつくって!」へ平成23年４月から平成28年４月にユーザーから寄せられた2,578件の要望を自治体
へお届けしました。

　47都道府県、20政令指定都市、東京23区の自治体駐
車場担当組織と駐車場関連6団体、民間駐車場事業者
26社に「バイク駐車場設置要望促進パンフレット」を
送付し、Webサイトへの掲載依頼を行うとともにユー
ザーからの要望収集に向けて広報啓発活動を行なって
います。

「全国バイク駐車場案内」Webサイトの情報掲載数は、
平成29年１月末時点で161,305台となりました。

　平成27年７月以降に頂いた要望箇所についてホーム
ページ上で確認出来るようにしました。
　これにより、駐車場事業者がどこに整備したらよい
か、場所の確認がより解かりやすくなり、駐車場整備
のためのツールとしてお役立てて頂けるものと考えて
おります。
　引続きユーザーの皆様の声を集めておりますので、
皆様のたくさんのご要望をお待ちしております。
　また、「バイク駐車場設置要望促進パンフレット」
とともに、全日本駐車協会他主催の「新春駐車場研修
会」にて多くの事業者にご紹介致しました。
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●二輪車通行規制区間のユーザーからの要望収集
　平成28年度も二輪車通行規制区間に関するユーザーからの要望収集を行いました。
収集したご意見、ご要望数は、2015年1月～9月649件、2015年10月～2016年9月966件、
と昨年にも増して寄せられています。本年度もユーザーの生の声として各支所より都
道府県警察へお届けし、情報共有を行っています。

●二輪品質評価者（品質査定士）講習会の開催
　二輪品質評価者講習会を全国で75回を開催し、3,047名が受講し、MC会員の品質評価者在籍店率は71%となり
ました。また、卸販社のご協力により、未在籍店から246店の受講がありました。　
　現在、自動車公正取引協議会では、更新講習が受講出来なかった方を対象に、 更新講習の最後機会 として 「Ｅ
ラーニング システム」による 講習を実施 することにして受講案内中です。詳しくは、自動車公正取引協議会の
Webサイトをご確認ください。http://www.aftc.or.jp/contents/mc/

　「二輪車産業政策ロードマップ」で掲げる“ライダーのマナーアップ”
に向けた施策として、「グッドマナー JAPAN RIDERS宣言」活動を、
2014年3月から展開しています。これまでに4.8万件を超える宣言を頂きま
した。平成28年度はジャパンライダーズの一層の認知と訴求効果を狙い、
アニメ「ばくおん!」とのタイアップを行いました。タイアップポスター
10,000枚を配布し、警察庁・全日本指定自動車教習所協会連合会を始めと
した団体等のご協力により、訴求範囲を広げる事が出来ました。

●グッドマナー JAPAN RIDERS宣言

●陸運関係功労者・従事者表彰
　国土交通省、地方運輸局が自動車関係事業の販売、整備、運輸の各分野において多年精励され、功績顕著であ
る者を表彰する制度です。本年は大臣、運輸局長並びに支局長表彰を功労者、従事者合計で77名が受賞すること
が出来ました。（前年95名）
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●平成28年度自動車関係功労者大臣表彰式典

平成28年度自動車関係功労者大臣表彰で
推薦販売店が初めて受賞しました。

　陸運関係功労者表彰及び従事者表彰は、自動車関係事業の販売、整備、運輸の各分野において多年精励され、
功績顕著である者を表彰する制度です。一般社団法人 日本二輪車普及安全協会は、二輪車関係事業の推薦団体
として平成25年度から二輪車業界の発展のために尽力された方々を推薦しています。 平成28年度は、推薦販売
店の有限会社ハナオ商会 花尾健二様（兵庫県 神戸市）が初めて国土交通省 自動車関係功労者大臣表彰を受賞し
ました。去る10月27日（木）午前11時より、国土交通省３号合同庁舎内で、平成28年度自動車関係功労者大臣表
彰式典が行なわれました。 引続き、二輪車業界のために、多年精励され、功績顕著な方々を称え、更なる励み
となって頂けるよう、推薦して参ります。 

石井大臣から代表者に表彰 大臣表彰を受けた209名 喜びの表情の花尾健二氏ご夫妻

北海道運輸局長表彰式 中国運輸局長表彰式 関東運輸局長表彰式

九州沖縄総合事務局長表彰式 四国運輸局長表彰式

平成28年度陸運関係功労者・従事者表彰式の様子平成28年度陸運関係功労者・従事者表彰式の様子

宮城運輸支局長表彰式
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平成28年度日本二普協より推薦した
陸運関係功労者・従事者表彰者一覧

功労者国土交通省大臣表彰　　1名
運　　輸局 支　　局 店　　　　　　　　　　　　　　名 氏　　　　名
近　畿 兵　庫 （有）ハナオ商会 花尾　健二

功労者運輸局長表彰　　　　　31名
運　輸　局 支　　局 店　　　　　　　　　　　　　　名 氏　　　　名
北海道 帯　広 YSP帯広　（有）びとう商会 尾藤　輝幸
関　東 東　京 （有）オートショップフルタ 古田　哲郎
関　東 東　京 （有）オクズミ 奥住　能男
関　東 東　京 （株）鈴木輪業 鈴木　　昇
関　東 東　京 YSP成増 板橋　一男
関　東 神奈川 （有）栄オート 中村　昌弘
関　東 埼　玉 上尾サイクルオート（有） 中山　博之
関　東 埼　玉 （株）バイクプラザガイア 渡邉　正昭
関　東 千　葉 （有）吉原商事 吉原　朋正
関　東 茨　城 （株）ウエストウッド井原商会 井原　啓之
関　東 茨　城 ホンダウイングモトアルファ 木村　　保
関　東 栃　木 （有）ユー・インターナショナル 青山　　誠
北陸信越 長　野 （株）モト・ヴィラ・コバヤシ 小林　邦博
北陸信越 富　山 ＹＳＰ富山中央 酒井　宗一
北陸信越 富　山 （株）ホンダトヤマ販売五福 中村　　勇
中　国 広　島 （有）バイクセンターくれ 臺信　　壽
中　国 広　島 （株）ライダースショップ広島 加藤　松信
中　国 広　島 ＳＢＳ松永 石本　恒治
中　国 岡　山 宮川ホンダ商会 宮川　義男
中　国 岡　山 （有）ホンダウイング　カドヤ 久間　慶夫
中　国 山　口 YSP宇部 藤村　幸治
四　国 愛　媛 （有）バイクショップ中川 中川優一郎
九　州 福　岡 宮﨑行雄商会 宮﨑　行雄
九　州 福　岡 オートランド福岡 楠　　秀雄
九　州 長　崎 （有）ワイエスピー長崎 立山　伸一
九　州 長　崎 モーターハウス　フジサワ 藤澤　成人
九　州 熊　本 （有）バイクランド 島﨑　　寛
九　州 熊　本 （株）アール・エス・シー 奥山　義則
九　州 大　分 ニューオート岸 岸　省三郎
九　州 宮　崎 （株）阿部輪業 西山　満幸
九　州 鹿児島 オートショップ野元 野元　　勉

従事者運輸局長表彰　　　　　1名
運　輸　局 支　　局 店　　　　　　　　　　　　　　名 氏　　　　名
北陸信越 長　野 浅間技研工業（株） 篠原　俊樹
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功労者運輸支局長表彰　　　　33名
運　輸　局 支　　局 店　　　　　　　　　　　　　　名 氏　　　　名
北海道 帯　広 （有）川瀬商会 川瀬　征美
東　北 山　形 SBSレーシングキャンパス 髙橋　厚司
東　北 宮　城 YOU　SHOP　黒松 若生　正敏
関　東 埼　玉 ホンダウイングミヤザキ 宮嵜　浩二
関　東 埼　玉 ガレージTAKUMI 森田　　巧
関　東 神奈川 （有）エス・エム・エス 安部　文夫
関　東 栃　木 （株）ホワイトハウス宇都宮 河田　　清
関　東 千　葉 （株）ホンダウイングハッピーライダース 髙畑　敦夫
関　東 千　葉 MCS浦安 澤田　利男
関　東 千　葉 スポーツアイランドマルタ 髙橋　　勝
関　東 東　京 サトウモーターサイクル（株） 佐藤　公三
関　東 東　京 （有）浅田モーターサイクル 浅田　正雄
関　東 東　京 （有）横山輪業 横山　敏久
関　東 東　京 （株）平野モータース 平野　　滋
関　東 茨　城 茨城バイクランド（株） 大島　清司
関　東 山　梨 （有）カワサキショップ山梨 吉田　英之
北陸信越 長　野 （有）堀越サイクルセンター 知野　貞美
北陸信越 長　野 （有）勝山自動車 勝山　孝夫
北陸信越 新　潟 （有）バイクワン 渡邊　博也
北陸信越 新　潟 （有）スズキモーターサイクルビッグショップ青山 古俣　　章
北陸信越 石　川 ホンダウイングあらき 荒木　正勝
北陸信越 石　川 （有）ケーエムモータース 南　　喜義
北陸信越 石　川 松田モータース㈱ 松田　　弘
中　部 愛　知 オートセンターヤマダ（株） 山田　春昭
中　部 愛　知 （有）SCMシミズ 清水　知倫
中　部 岐　阜 スポーツバイクショップゴーグル 牛丸　進理
中　部 静　岡 （株）若林ホンダ 若林　久樹
中　部 静　岡 （有）掛川スズキ 戸塚　芳孖
中　部 福　井 宮本サイクル 宮本　孝志
中　国 岡　山 YSP岡山南 森石　知治
中　国 山　口 三福輪業（株） 中村　　勤
中　国 山　口 （有）山本モータース 山本　祐一
九　州 沖　縄 SBSパドック松田 松田　源信

従事者運輸支局長表彰　　　　11名
運　輸　局 支　　局 店　　　　　　　　　　　　　　名 氏　　　　名
北海道 帯　広 （有）川瀬商会 富森　健三
関　東 神奈川 ジェスモーターサイクルショップ 稲葉　　博
関　東 神奈川 （株）モトハウスリバティ 森井　弘光
関　東 東　京 （有）浅田モーターサイクル 増田　忠且
関　東 東　京 （有）フリーダム 米澤　俊明
関　東 千　葉 （有）寺本サイクル 寺本　浩之
関　東 千　葉 （株）タックス・エンタープライズ 飯田　　晃
関　東 栃　木 （有）ビッグオートサカモト 坂本　和枝
関　東 茨　城 ホンダウイングモトアルファ 中島　俊雄
北陸信越 長　野 浅間技研工業（株） 戸谷　一志
中　国 島　根 （有）ワープ田中オート 吉川　正雄
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流通環境本部 モーターサイクルスポーツ推進部
活 動 報 告

７月　バイクにフレンドシップinさっぽろ

「交通安全」と「バイクの楽しさ」をテーマに、８月19日バイクの日を中心に、交通安全パレード、ツーリング
イベント等を全国で実施、後援、協力を行いました。

８月　バイクの日スマイルオン2016in秋葉原 ９月　東北夢ツーリングin安比

　８月21日、自工会との共催にて「バイ
クの日スマイルオン2016」を東京「ベル
サール秋葉原」にて中野真矢さんや水野
裕子さんらをゲストに秋葉原中央通りで
の「交通安全パレード」や警視庁「交通
安全ステージ」などを開催しました。

「バイクの日」スマイル・オン2016
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　平成19年度より実施している「8月19日　バイク
の日新聞企画」は、平成28年度は「バイクを取り巻
く状況」を広く世間一般に伝えることを主眼に、「二
輪車産業政策ロードマップ」より新聞各紙にテーマ
を設定し、バイクを取り巻く状況の現状を告知しま
した。
　また、平成28年度より新聞各紙のデジタル版
（Web）でも掲載され広く見て頂けるようになっ
ています。
　バイク月間Webサイトでも掲載中なので、ぜひ
ご覧ください。

　平成 29 年度も「バイク月間」では、より幅広く、バイクの楽しさと安全に寄与する活動を推進頂きたいと考
えています。

●モーターサイクルスポーツの開催協力、運営
　平成 28 年度は、MFJ 本部・日本二普協で協議し、モーターサイクルスポーツの底辺層の維持拡大の為の施策
を展開し、地域のモーターサイクルスポーツの活性化を図りました。
　平成 29 年各種レース日程もすでに決まっています。
　詳しい日程などはMFJ のWeb サイトでご確認ください。http://www.mfj.or.jp/

朝日新聞

読売新聞毎日新聞
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　都府県地区支所会長・事務局長会議の開催に当たり、一言ご挨拶をいたします。
　皆さんには、それぞれの都府県地区において、二輪車ユーザーの安全、防犯の確保、流通環境の整備等に日々、
励まれ、所期の成果を収めていただいていることに、まずもって感謝申し上げます。
　また、組織統合して、早や３年余が経過いたしましたが、皆さんのご尽力によりまして組織運営、業務推進の
滞りもなく、概ね順調に推進することができており、改めてお礼を申し上げます。
　さて、本年度は、中期業務計画の２年目となりますので、掲げられた実施施策を着実に定着させ、その成果を
検証して次年度以降の計画に反映させることが極めて重要であります。
　そこで本日の会議では、本年度のこれまでの活動の推進状況を振り返りつつ、目標の達成に向けた今後の実施
計画と平成29年度業務推進計画について説明することにしております。
　二輪車を取り巻く諸情勢が大変厳しい中、皆さんには、日々、何かとご苦労も多いことかと思いますが、二輪
車ユーザーの利用の輪が広がり、より安全で快適なバイクライフを享受していただけるよう、関係機関団体と緊
密な連携の下に、引き続き各種活動を積極的に展開していただきますようお願いいたします。
　終わりになりましたが、本日御出席の皆様の一層のご活躍を祈念いたしまして私の挨拶とさせていただきます。

会　長　伊東　孝紳

引続き活動の積極展開を

　去る平成2８年12月６日（火）アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区九段北4-2-25）に
て都府県地区支所会長・事務局長会議を開催しました。
　会議では「平成2９年度業務推進計画及び当面の業務運営」について説明を行い、「平成2８
年度活動推進状況及び平成2９年度活動計画」について担当部門ごとに説明を行いました。

都府県地区支所会長・事務局長会議を開催
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　ただいまご紹介を賜りました、警察庁運転免許課長の郷治でございます。
会議の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。
　皆様方には、平素から警察行政の各般にわたり、深いご理解、ご支援をいただき、また、二輪車の交通安全と
防犯対策に、ご尽力を賜り、この場をお借りし、改めて御礼を申し上げます。
　また、二輪車の交通安全普及活動とグッドライダー・防犯登録制度の普及促進に多大な貢献をされましたご功
績により代表で受賞されました方々をはじめ、今回受賞された各県の二輪車普及安全協会員の皆様に、心からお
祝いを申し上げます。
　さて、本年 10 月末現在における交通事故死者数は、全体では、3,134 人と前年同期比で 161 人減少しているも
のの、原付を含めた自動二輪乗車中の交通事故死者数は、577 人で、前年同期比で 7人増加しており、一層の交
通事故抑止対策の推進が必要と考えております。
　このような状況を踏まえ、警察としては、各地域の交通事故実態を踏まえた効果的な高齢者対策や交通事故抑
止に資する交通指導取締りなど、総合的な交通事故抑止対策を推進しているところです。
　申すまでもなく、交通安全活動を効果的に推進するためには、警察と関係機関・団体が緊密に連携することが
不可欠です。
　皆様方におかれましては、「グッドライダーミーティング」をはじめとする各種体験型実技講習会の開催や、
事故発生割合の高い年齢層に焦点を当てた安全運転講習会など、二輪車の安全運転普及活動に今後ともご尽力い
ただきたいと思います。

　結びに、協会の益々のご発展と、ご参会の皆様方のご健勝を祈念いたしまして、簡単ではございますが、私の
挨拶とさせていただきます。

警察庁 交通局 運転免許課長　郷治　知道

総合的な交通事故抑止対策を推進

●日本二普協 平成29年度 業務推進計画
　第１　二輪車安全運転普及活動
　　　１　店頭個別安全指導の推進
　　　２　各種安全運転講習会の開催
　　　３　免許取得支援の推進
　　　４　二輪車安全運転推進運動の実施
　　　５　関係機関・団体との連携強化

　第２　二輪車防犯活動
　　　１　グッドライダー防犯登録の推進
　　　２　二輪車盗難照会システムの利用促進
　　　３　個人情報保護の徹底

　第３　流通業務推進活動
　　　１　二輪車の利用環境の改善および規制緩和の推進
　　　２　公正な二輪車取引の推進

　第４　プレゼンス向上活動
　　　１　陸運関係功労者表彰及び従事者表彰の推薦
　　　２　グッドライダーの喚起・育成

　第５　二輪車の楽しさを訴求する活動  
　　　１　バイク月間の展開
　　　２　モーターサイクルショーの開催、支援

　第６　モーターサイクルスポーツの普及促進

　第７　BIKE  LOVE  FORUM（BLF）への参画

　第８　広報活動の推進



－ 19 －

日本二輪車普及安全協会ニュース　№118

優優優優優優 良良良良良良 販販販販販販売売売売売売 店店店店店店1111333337777店店店店店店

平成28年度 日本二普協会長表彰

　平成 28 年 12 月６日（火）に開催した都府県地区支所会長・事務局長会議の席上「平成 28 年度 日本二普協 
会長表彰」の表彰式を行いました。本年度の優良地域団体 38 団体、グッドライダー・防犯登録制度推進 優良販
売店 137 店が表彰となりました。代表として５名の方に、伊東会長より表彰状を授与されました。

　　　　【優良地域団体代表　３団体】
　　　　　　府中二輪車安全普及協会　会長　荒井　俊一　様
　　　　　　向島二輪車安全普及協会　会長　飯山　孝二　様　　　
　　　　　　小松川二輪車安全普及協会　会長　柴田　克昌　様　　
　　　　【グッドライダー・防犯登録制度推進 優良販売店代表　　２店】　
　　　　　　丸 富 オ ー ト 販 売　長田　省吾　様　　　　　　　　　　
　　　　　　ホンダドリーム吉祥寺　櫻井　俊克　様　　　　　　　　　　

優優優優優優良良良良良良地地地地地地域域域域域域団団団団団団体体体体体体3333388888団団団団団団体体体体体体 ををををををを表表表表表表表彰彰彰彰彰彰彰

府中二普協
会長　荒井俊一様

向島二普協
会長　飯山孝二様
代理　大島敏男様

小松川二普協
会長　柴田克昌様
代理　茂木丈志様

丸富オート販売
代表取締役　長田省吾様
（表彰時は代理が受領）

ホンダドリーム吉祥寺
櫻井俊克様

受賞者代表５名の皆様
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　警察庁生活安全企画課課長の高須でございます。
　本日は、日本二輪車普及安全協会意見交換会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。
　平素、皆様方には、グッドライダー・防犯登録制度の普及を始め、盗品売買等防止団体としての活動など、警
察行政各般にわたりご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　さて、最近の治安情勢について申し上げますと、平成 14 年は、刑法犯認知件数は 285 万件を超えたところで
ありますが、年々減少し今年は 100 万件を割るかもしれないという状況であります。オートバイ盗については、
平成 14 年は 20 万件近くあり、全体の認知件数の 7％を占めていましたが、オートバイ盗も年々減少し、昨年の
盗難件数は 35,486 件と認知件数の 3％と減少しております。
　これはＧ防登録が一つの要因としてあげられるのではと思っております。
　しかしながら、依然として、全刑法犯に占める窃盗犯の割合は高く、昨年は、全体の約 7割（73.5％）を占め
ております。
　そして、これら窃盗の被害品等が、皆様方を始めとする古物商の方々に持ち込まれるという事例が、今なお見
受けられるところであります。
　そのような中、昨年は、古物商の方々からの不正品に関する申告をいただき、盗品の流通防止はもとより、犯
人の検挙や被害品の回復につながっております。
　治安の確保は、独り警察のみでなし得るものではありません。
　安全安心な暮らしを願う国民の期待に応え、我が国の治安水準を一層高いレベルのものとするためには、皆様
方を始めとする事業者の方々、地域住民の方々や、関係機関・団体等の方々のご協力を得て、社会全体でこれに
当る必要があると考えております。来るべき、2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会を見据え、警察
といたしましては、「世界一安全な国、日本」を実現するために、全力で取り組んでまいりますので、皆様方に
おかれましても、引き続き、各種犯罪対策にご理解、ご協力を賜りますよう、重ねてお願いする次第であります。
　結びに、貴協会の益々のご発展と、ご列席の皆様方のご健勝、ご多幸を祈念いたしまして、私の挨拶とさせて
いただきます。

警察庁 生活安全局 生活安全企画課長　高須　一弘

「世界一安全な国、日本」を実現するため全力で取組み

会議終了後、意見交換会が行われました。
意見交換会にて来賓を代表してご挨拶いただきました。

グッドライダー・防犯登録ステッカー
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　受賞者代表として一言ご挨拶を述べさせて頂きます。
　私どもは府中で活動をしております。府中には府中運転免許試験場がありまして、そこで年に 6回ばかりライ
ディングスクールということで講習会をやらせて頂いております。
　ただし、地元だから簡単に運転免許試験場を借りられるということはなく、実際にここに至るまでには、最初
は自動車教習所を借りて「お昼休みの 1時間だけ貸してあげるので講習会を開いてください」ということから始
まり、１時間で何が出来るかといっても、本当にたいした講習は出来なくて、只々人が集まってコースを 1周、
2週走るくらいのことしか出来なかったのです。
　それから地元警察署のご協力を得ながら、府中ですと東京競馬場という有名な競馬場がありまして、そこの大
きな駐車場を警察署で借りて頂き、指導員の人が朝早くに 1時間から 1時間半かけてコースをつくりました。そ
の様な活動を続けてきた結果、段々と少しずつ活動を認めて頂き、その後なんとか地元の運転免許試験場で講習
会が出来ないかということになり、ここ 7、8年前から、やっと過去 20 年から 25 年くらい地道な活動をやって
来たお陰で、運転免許試験場のコースを借りることが出来るようになりました。
　今では、運転免許試験場のコースを使い、指導員の方を含めて非常に良い環境の中で講習会が開催出来るよう
になりました。そのような事が我々府中の二輪車普及安全協会の歴史です。ここまでやって来られたのも、陰日
向になって手伝って頂いている安全運転指導員や、この場にも参加して頂いている方がいるのかも知れないです
けれども、そのような方々のご尽力があり、また地元警察の方々のご協力があって、活動をやって来た結果、本
日このような場に出席させて頂いている次第です。
　全国的にはそのような活動を行う場所がないという話を聞いております。現実にはなかなか講習会のような活
動が出来ない地域が多いかと思いますけれど、頑張ってやっていけばだんだんと環境が整ってきて、講習内容も
充実して皆さんに少しでも喜んで頂けるような形が出来て来ますので、地道な活動なのですけれど、あきらめず
に皆さんと安全教育活動を推進して行きたいと思います。
　これからもよろしくお願い致します。

府中二普協会長　荒井　俊一

これからも地道な活動をあきらめずに推進

意見交換会にて受賞者を代表してご挨拶いただきました。

受賞者の記念撮影
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都府県地区名 優　　良　　地　　域　　団　　体　　名　　称 代 表 者 氏 名

青　　　森 八戸地区二輪車普及安全協会 紫　葉　弘　道

岩　　　手 岩手県二輪車安全普及協会ブロック会　盛岡支部 田　中　淸　也

宮　　　城 宮城県二輪車普及安全協会　中央南ブロック会 大　友　克　人

山　　　形 鶴岡二輪車普及安全協会 遠　藤　和　夫

福　　　島 福島県二輪車普及安全協会　会津支部 渡　部　芳　夫

東　　　京

向島二輪車安全普及協会 飯　山　孝　二

府中二輪車安全普及協会 荒　井　俊　一

小松川二輪車安全普及協会 柴　田　克　昌

茨　　　城 茨城県二輪車普及安全協会　境支部 木　村　　　茂

栃　　　木 足利二輪車安全普及協会 山　口　　　裕

埼　　　玉
東入間地区二輪車安全普及協会 上　野　利　勝

草加・八潮地区二輪車安全普及協会 森　井　幸　廣

神　奈　川
横須賀二輪車安全普及協会 森　　　雄　一

秦野二輪車安全普及協会 片　岡　行　廣

静　　　岡 静岡県二輪車普及安全協会　沼津支部 田　岡　政　明

岐　　　阜 岐阜県二輪車普及安全協会　恵那支部 林　　　康　浩

愛　　　知 愛知県二輪車普及安全協会　一宮支部 森　　　　　章

三　　　重 三重県二輪車普及安全協会　名張支部 島　藤　悦　郎

大　　　阪
堺地域二輪車安全普及協会 青　木　信　晴

松原地域二輪車安全普及協会 新　田　房　義

奈　　　良 奈良県二輪車安全普及協会　中吉野支部 徳　永　一　雄

和　歌　山 和歌山北地域二輪車安全普及協会 妙　中　　　清

鳥　　　取 西部地域二輪車普及安全協会 青　戸　　　亨

島　　　根 大田地域二輪車普及安全協会 勝　部　一　央

岡　　　山 高梁地域二輪車普及安全協会 小見山　知　一

広　　　島
広島東地区二輪車安全普及協議会 小笠原　　　幸

三次地区二輪車安全普及協議会 寺　曽　隆　明

山　　　口 山口県二輪車普及安全協会　下松ブロック 田　中　貴　之

徳　　　島 徳島県二輪車普及安全協会　徳島東支部 國　見　　　力

愛　　　媛 愛媛県二輪車普及安全協会　大洲支部 二　宮　豊　和

高　　　知 高知県二輪車普及安全協会　南国支部 川　島　知　貞

福　　　岡 直方地区二輪車普及安全協会 小　野　一　馬

長　　　崎 大村地区二輪車普及安全協会 石　本　和　幸

熊　　　本 熊本東地区二輪車普及安全協会 佐　藤　　　誠

大　　　分 大分中央地区二輪車普及安全協会 小　野　政　弘

宮　　　崎 延岡地区二輪車普及安全協会 坂　本　今朝利

鹿　児　島 鹿屋地区二輪車普及安全協会 時　吉　隆　司

沖　　　縄 沖縄県二輪車普及安全協会　那覇支部 渡慶次　憲　博

平成28年　優良地域団体
計38団体（順不同・敬称略）
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平成28年 グッドライダー・防犯登録制度推進優良販売店
計137店（順不同・敬称略）

都府県地区名 店　　　　　　　　　　名 代表者氏名

札　幌 CS OKUNO 奥　野　　　肇

旭　川 有限会社関谷モータース 関　谷　　　治

函　館 函館マジマ株式会社 間　島　正　明

青　森

有限会社ブルーフォーレスト 中　村　卓　三

ＹＳＰ八戸 三　浦　健　至

ＹＳＰ青森 成　田　郁　久

岩　手

株式会社クボトラ 米　澤　誠　司

有限会社小原サイクル 小　原　淳　子

佐弘モーター 佐　藤　弘　幸

宮　城

有限会社ビッグバイクショップ仙台 竹　中　　　仁

ＹＳＰ仙台 早　田　和　正

有限会社服部カワサキショップ 服　部　謙　治

秋　田
有限会社佐藤モーターサイクル桜店 佐　藤　俊　二

株式会社カマダサイクル 鎌　田　誠　一

山　形

株式会社早坂サイクル商会　山形店 早　坂　　　武

有限会社ホンダウイングスピリッツ 小野寺　　　修

ホンダウイングサイトー 齋　藤　秀　治

福　島

オートスペースゼウス鎌田店 福　島　淳　司

有限会社平ニューホンダ 小　松　貴一郎

有限会社橋本輪業 橋　本　新　一

東　京

ホンダドリーム西東京 高　松　貴　志

ホンダドリーム吉祥寺 櫻　井　俊　克

ウインドジャマーズ　日野バイパス店 中　澤　吉　浩

茨　城

有限会社木村輪業 木　村　　　茂

株式会社ウェストウッド井原商会 井　原　啓　之

有限会社くらもち輪業 倉　持　幸　男

栃　木

ホンダドリーム宇都宮 岡　　　康　夫

有限会社川口輪業 川　口　靖　雄

スズキワールド宇都宮 西　澤　秀　也

群　馬

バイカーズステーション　ソックス前橋店 長谷川　領　作

有限会社ホンダ太田販売 牛久保　勝　司

バイクルボックス笠原 笠　原　寿　之

埼　玉 株式会社弁慶　新座店 林　　　青　雲

都府県地区名 店　　　　　　　　　　名 代表者氏名

埼　玉
株式会社はとや　草加店 石　鍋　　　卓

有限会社オートショップ大野商会 大　野　一　雄

千　葉

スズキワールド船橋 中　村　太　一

有限会社袖ヶ浦ホンダ　五井店 小　林　宏　子

ホンダドリーム船橋 鶴　川　　　弘

神奈川

丸富オート販売株式会社 長　田　省　吾

YOKOHAMAセラビィ 小　川　　　司

ソックス座間店 伊豫田　大　輝

新　潟

有限会社佐上商会 佐　上　　　博

ＳＢＳ長岡東 井　口　清　治

有限会社キティホーク 馬　場　佳　哉

山　梨

有限会社ミカサ商会 小　野　弘　樹

野沢輪業社 野　沢　年　春

OFF－ONウエストステージ 中　込　一　修

長　野

ホンダドリーム長野 小　林　邦　博

トネガワオート株式会社 舎　川　淳　一

有限会社モト・ロマン 中　沢　明　二

静　岡

株式会社川島モータース 川　嶋　登志久

登呂ホンダ 松　下　善　行

モトハウス 澤　口　辰　幸

富　山

YSP富山中央 酒　井　宗　一

YSP富山東 叶　井　　　廉

有限会社ワークスマツオカ 松　岡　信　一

石　川

MOTOR　HOUSE　BIKE　ON　田上店 片　岡　匡　史

有限会社城北カワサキ 山　本　　　正

松田モータース株式会社 松　田　　　弘

福　井

株式会社バイクガレージ福井 出　口　幸　宏

有限会社バイクハウス　赤い３輪車 小　林　幸　広

株式会社ホンダ販売敦賀 中　河　義　隆

岐　阜

ＹＳＰ各務原東 堀　尾　明　宣

竹村輪業 竹　村　千奈美

オートパレスＫＥＮ 兒　玉　　　健

愛　知 株式会社イトーＫＴ 伊　藤　達　也
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都府県地区名 店　　　　　　　　　　名 代表者氏名

愛　知
バイカーズステーションソックス天白店 長谷川　領　作

ダンガリー株式会社　東浦店 石　川　喜　康

三　重

ホンダドリーム鈴鹿 稲　葉　茂　樹

バイカーズステーションソックス四日市店 長谷川　領　作

有限会社マツモト 松　本　富　生

滋　賀

株式会社YSP滋賀 赤　松　弘　昭

有限会社髙田モータース 髙　田　勝　彦

HONDA　B-SHOP滋賀 川　島　勝　守

京　都

株式会社レオタニモト 谷　本　将　崇

有限会社YSP長岡 森　　　正　己

Buzz株式会社 加　藤　賢　治

大　阪

有限会社モーターサイクルパル 大　野　圭　央

トリトン＆ミルコビッチ 田　平　朝　海

山口輪業社 山　口　盛　司

兵　庫

株式会社エナジーモータースタイル 大久保　　　彰

株式会社オーカワ 大　川　恭　司

ライダーズポイントFEEL 前　田　宜　孝

奈　良

株式会社ホンダドリーム近畿　ホンダドリーム奈良 三　好　　　優

YMC株式会社柳谷モーターサイクル 柳　谷　秀　隆

オートショップイナムラ西奈良 稲　村　光　則

和歌山

ホンダドリーム和歌山 林　　　英　成

有限会社サービスショップ阿部 阿　部　　　達

山下モータース 山　下　和　彦

鳥　取
モトダック 中　原　義　孝

モトバイクマツモト 松　本　耕　平

島　根

有限会社プロアーム 栗　原　　　満

モトプラザ　タケダ 武　田　　　誠

淞北輪業 青　砥　好　右

岡　山

株式会社バイクプラザヤマノ 山　野　洋之助

バイクワールドアオキ 青　木　一　雄

ＣＹＣＬＥ　ＡＵＴＯ　みつなり 光　成　清　一

広　島

有限会社まえだ二輪 前　田　　　真

株式会社バイクワールドエルフ 小　沢　洋　之

マサシゲオートショップ 政　重　敏　信

山　口
株式会社クワハラ 桑　原　義　彦

カサハラサイクル 笠　原　　　誠

都府県地区名 店　　　　　　　　　　名 代表者氏名

山　口 有限会社藤本商会 藤　本　幹　広

徳　島

有限会社インディーズ 山　口　裕　治

有限会社山橋商会 山　橋　諄　亮

株式会社藤岡輪業商会 藤　岡　雅　彦

香　川

株式会社ＢＳＰ高松 相　川　捷　夫

ホンダドリーム高松 平　田　信　二

株式会社バイクプラザ丸亀 高　木　健　司

愛　媛

有限会社タクボ 田　窪　竜　太

ライダーズクラブはなやま 花　山　志　郎

谷口商会 谷　口　幸　治

高　知

有限会社オートショップ　チャレンジ 裏　正　　　一

有限会社オートショップ　オジマ 小　島　正　志

ガレージ　タニグチ 谷　口　　　圭

福　岡

バイカーズステーション　ソックス福岡店 長谷川　領　作

オートランド福岡 楠　　　秀　雄

山田モータース 有　松　哲　平

佐　賀 サイクルハウス　みぞぐち 溝　口　茂　則

長　崎

ＨＯＮＤＡ　ＤＲＥＡＭ　長崎 村　上　順　三

ＹＳＰ長崎 立　山　伸　一

有限会社岡東オートショップ 岡　東　健　一

熊　本

有限会社モトプラザ野添 竹　原　寿　一

中川輪業 中　川　満　徳

バイクランド島 島　崎　　　寛

大　分

大久保商会 大久保　和　也

サノサイクル 佐　野　和　彦

オートショップムラヤ 村　谷　常　夫

宮　崎

ホンダドリーム延岡 西　山　満　幸

有限会社東洋モータース 高　間　智　弘

有限会社車輪館 黒　木　　　茂

鹿児島

山元モーターサイクル 山　元　　　隆

有限会社ホンダウィング永田 永　田　良　行

小竹オート 小　竹　範　夫

沖　縄

バイクショップO,M,C, 亀　川　和　人

YOU SHOP QUEST 星　山　勝　義

やんばるモータース 渡久地　政　次
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第４回  BIKE LOVE FORUM（BLF） in 兵庫・神戸 を開催
　BIKE LOVE FORUM開催実行委員会（二輪車関係団体や国、 地方自治体で構成）は、９月 17 日（土）、神戸ハー
バーランドにて「バイクで広がる人・社会」をテーマに「第４回 BIKE LOVE FORUM（BLF）in 兵庫・神戸」
を開催しました。
　本フォーラムは、兵庫県・神戸市との共催により「神戸ファッションウィーク」とのコラボレーションにて行
いました。
　また、会場にてグッドマナー　JAPAN RIDERS 宣言の募集を行い、ライダーのマナー向上を訴えました。

　年頭にあたり、警察庁交通局長 井上剛志様より、当協会の交通安全活動に対する御礼のご挨拶を頂きました。

警 察 庁 交 通 局 長 か ら の 挨 拶 状
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統計1　都道府県別二輪車乗車中交通事故死者数（平成28年11月末）

11月末の交通事故死者数は前年同期比190人減
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統計２　グッドライダー・防犯登録状況

1月～12月の実績は前年同期比94％、14,976件の減少
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統計３　二輪車盗難認知及び被害回復状況（平成28年12月末）

認知件数31.5%減、被害回復率46.3％


