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　明けましておめでとうございます。皆様よき年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、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。
　当協会は一昨年10月１日に組織統合し、早や１年３カ月余が過ぎました。この間、皆様のご支援、ご協力を賜
り、組織運営、事業活動は統合前と同様に順調に進めてまいっております。
　さて、新年に当り、本年、当協会が取り組みます事業に関し、４点ばかり簡単に申し述べたいと思います。
　１点目は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交通事故による死者数は645人で、前年同期比マイナス49人、7.0％減少と、減
少傾向が続いております。本年は第９次交通安全基本計画の最終年でありますので、その目標達成に向け、グッ
ドライダーミーティングをはじめ高齢者、女性及び高校生等に対する安全運転普及活動を引続き積極的に推進し、
二輪車の交通事故防止に努めてまいります。
　２点目は、防犯活動についてです。
　二輪車の防犯活動であるグッドライダー防犯登録につきましては、昨年の国内４メーカの新車販売台数に対す
る登録率は、44.9％で前年同期比1.9ポイント減少となっております。これにより二輪車全保有台数に対する登録
率は、22.0％と低下傾向にあります。
　そこで、当協会としては、G防登録制度の周知と信頼を高めるための各種施策を積極的に推進し、この低下傾
向に歯止めをかけ、登録率の向上を図り、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。
　３点目は、二輪車の利用環境及び流通環境の整備についてです。
　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
等を行ってまいります。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、広く一般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積極的に推進
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」の一層の普及を図ってまいります。
　４点目は、二輪車の楽しさを訴求するイベントの開催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
たは後援してまいります。
　また、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会、地区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、より安全で快適なバイクライフを過ごせる社会を目指し、積極的に各種活動に取り組んでまいりま
すので、皆様の尚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お祈りいたしまして新年のご挨拶といたします。
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　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の各般にわたり、深い御理解と暖かい御支援をいただいておりますことに

対し、厚く御礼申し上げます。

　さて、平成26年中の交通事故情勢につきましては、官民一体となって交通事故防止対策に取り組んだ結果、死

者数が4,113人と14年連続の減少となり、交通事故発生件数及び負傷者数も10年連続で減少しております。

　これも皆様方を始めとする、関係各位の御尽力のたまものであると改めて感謝する次第であります。

　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、事故件数の減少に比べ死者数が減り

にくくなっている状況に変わりはなく、また、飲酒運転や危険ドラッグ使用者による悲惨な交通事故が依然とし

て発生し、多くの尊い命が犠牲になるなど、決して予断を許さない情勢にあります。

　こうした情勢を踏まえ、警察といたしましては、高齢者の事故防止対策を始め、一層の交通死亡事故対策を推

進し、更なる交通事故犠牲者の減少を目指してまいります。

　もとより、交通死亡事故抑止は、関係機関・団体との緊密な連携による官民一体となった取組が不可欠である

ことは申すまでもありません。

　貴協会におかれましては、「グッドライダーミーティング」、「二輪車安全運転講習」を始め、二輪車の安全運転

普及活動に積極的に取り組んでいただいておりますが、今後とも、こうした活動を推進していただきますようお

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、新年のご挨拶とさせていた

だきます。
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　二普協活動の大きな柱である安全運転普及活動の中
でも重点施策となってい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、本年度は
全国で115回計画し、積極的に実施を図ってまいりま
した。あと２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105回、受講者数3,915
名で、前年実績を215名上回っております。（春先の冷
温や大雨等が影響し中止は８回）。本年度は初めて全
都道府県での開催が叶い、千葉県からスタートしたレ
ディスミーティングも、東京都、大阪府へ波及、本年
度は富山県でも開催し、女性層へのアピールに効果を
上げることができました。さらに、高齢者を対象とし
たGミーティングを鹿児島県で開催しました。また、
警察（白バイ）関係者、県交通安全協会（二推）の連
携・協力を例年にも増して進めていただきました。
　定例となりました受講者からの全国統一アンケート
は、104会場、3,393名からいただき、Gミーティング

全般にわたってその評価を分析しました。その結果を
基に平成27年度に向け、更なる改善・工夫に繋げてま
いります。
　平成18年以降の実施累計は全国で延べ719回開催受
講者数は28,845名に及んでおり、高い支持をいただく
とともにGミーティングの狙いである、初心者の動員
も着実に伸ばしております。

<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のための
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、混合交通の中においても
危険要素への感受性を高めることで、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。
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⑴　Ｇ防登録・盗難照会システムの仕組み
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グッドライダー防犯登録、出荷台数比70.9％
―保有台数比22.0％　地域間格差の解消が課題―

（平成26年12月末）

⑵　Ｇ防登録状況
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　当協会の二輪車盗難照会システムは、公安委員会
（警察）から提供を受けた二輪車の盗品データにより、
二輪車販売店等からの盗難照会の受理と回答を行って
おります。
　昨年は、年間1,314,464件の照会があり、盗難車であ
るとヒットした件数は2,127件となっています。これ

を１日平均にしますと、照会件数は3,601件、ヒット
数は5.8件となります。
　平成17年の運用開始後の累計ですと、昨年末現在で
照会件数8,761,407件、ヒット件数29,367件となってお
ります。

⑶　盗難照会システムの運用状況
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　一般社団法人日本二輪車普及安全協会は、二輪車関
連団体、地方自治体及び経済産業省の全15の主催団体
とともに、８月22日（金)、国内二輪車メーカーの創
業の地である静岡県の浜松市「オークラアクトシテ
ィ」において、『浜松から新たなる挑戦』をテーマに「第
２回BIKE LOVE FORUM（BLF）in 浜松」を開催い
たしました。（参加総数323名）

※BLFとは、世界に通用する素晴らしいバイク文化の
創造を目指すとともに、バイク産業の振興、発展を
図ることを目的とし、バイクに関わる企業、団体、
地方自治体等が核となり、利用者等を交え、関係者
間で社会におけるバイクへの認知と受容、共存のあ
り方やバイクの将来像等に関して真摯に議論する取
り組みです。

　日本二輪車普及安全協会は、全国二輪車用品連合会様
とともに「かわいくグッド♡マナー JAPAN RIDERS
宣言」についてのプレゼンテーションを行い、タレン
トの延時成実さん漫画家の本田恵子さんデザイナーの
栗栖慎太郎さんにより胸部プロテクターの利用促進や
ライダーのマナーについてのトークが行われました。
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池　史彦（日本自動車工業会会長）

【開会挨拶】

伊吹英明（経済産業省自動車課課長）

柳　弘之（日本自動車工業会二輪車特別委員長）

【総括】



◎ジャパンライダーズ

　“マナーアップ”がBLFを始めとした二輪業界の重
要課題として認識される中、日本二普協と自工会は“社
会との共生”を主要テーマとして掲げ、具体的施策と
して“グッドマナー JAPAN RIDERS”を実施するこ
ととなりました。
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◎二輪車ユーザーに対する駐車場利用啓発（利用率の

向上）

　「全国オートバイ駐車場案内」に未掲載の公営駐輪
場（政令指定都市中心）を中心に調査し掲載拡大に努
めました。
　日本二普協HP「全国オートバイ駐車場案内」の掲
載場数は、昨年12月末に対し、11月末で1,952場増加し、
累計3,802場となりました。（前年12月末比205％）
◎「二輪車通行規制区間サイト」をマップ化しました！

　二輪車は、その機動性や経済性の良さなどが高く評
価され、国内で1,200万台が保有されており、通勤・
通学や商用など国民生活を支える重要な交通手段とし
て利用されています。
　しかし、二輪車の利用環境に目を向けるとライダー
の利便性を大きく損なう規制や問題点が数多く残され
ており、その一つに一般道において四輪車は通行可能
であるのに、二輪車に限って通行が禁止されている道
路が存在しています。
　一般社団法人日本二輪車普及安全協会では、二輪車
が快適に走行できる環境を目指して、全国で700箇所を

【狙い】
　ライダーより、普段のバイクライフで心掛け
ているグッドマナーを宣言として募集、結果と
して安全やマナーにつき“考える”機会を提供
する。また、インターネット公式サイトで掲載
することにより他人の宣言に触れる機会を提
供、学びや自省のきっかけを与える。一般に対
しては、活動のPRを広くおこなうことで、二
輪車のイメージアップを図る。

【宣言】
　大阪・東京MCショーで（今年３月）より活
動を開始し、業界団体で開催するイベントや講
習会等で宣言を募集。公式サイトを日本二普協
のサーバーに立上げ、サイトおよびツイッター
でライダーからの宣言を募集し、フェイスブ
ックでの情報拡散を図り、すでに11月時点で
13,000件、二輪車ユーザーの宣言の輪は確実に
広がりつつある。
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超える「二輪車通行規制区間」情報を提供し、ライダ
ーからのご意見・ご要望を収集しておりますが、これ
までテキストのみで「二輪車通行規制区間」を表示し
ていたものを視認化するとともに、スマートフォンで
も閲覧を可能とし、よりわかりやすいサイトへとリニ
ューアルいたしました。（2015年１月現在は、東京・
大阪・愛知のみのマップ化となっておりますが、順次

全国の情報をマップ化する予定です）
　具体的には、マップ上に通行規制区間の始まりと終
わりを表示し実際の道路標識がGoogle ストリートビ
ューを利用して確認頂けるようになっております。ぜ
ひ、ご覧になって頂き、「二輪車通行規制区間」に対す
るご意見・ご要望をお寄せ下さい。
　URL＝http://www.jmpsa.or.jp/society/roadinfo/

　　　　　　　　 PCサイト

スマートフォンサイト
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◎公正な二輪車取引の推進

　日本二普協が窓口となる公取協会員は11月25日現
在、新規入会法人数は18社を数えましたが、廃業など
の理由により67社が退会となり、3,900社となりまし
た。（前年度3,949社 前年比99％）
◎二輪車品質評価者（品質査定士）制度の普及

　関係団体と協力し二輪車品質評価者講習会を全国で
57回開催し、1,716名が受講されました。４販社との
連携により、評価者在籍店率を向上させるべく、信頼
される販売環境づくりに寄与する活動をおこないまし
た。
◎自動車関係功労者大臣表彰

　国土交通省、地方運輸局に対して、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、
功績顕著である方を選出し、事業功労、永年勤続合計
で64名の方が受賞することができました。

沖縄近畿栃木

千葉埼玉茨城

東京神奈川札幌

（写真は、全国の表彰式の中から抜粋させて頂きました。）
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平成26年度自動車関係功労者大臣表彰受賞者
［事業功労］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）

運輸局 支　局 店　　　名 氏　　　名

北海道
札　幌

有限会社ミカホスポーツ 山崎　　勝

有限会社砂原商会 砂原　敦夫

帯　広 YSP帯広 尾藤　輝幸

東　北

青　森 有限会社　ホンダモーター五所川原 伊藤　健明

秋　田 有限会社　佐藤モーターサイクル 佐藤　俊二

宮　城
有限会社　根岸オート 横山　道男

有限会社　エビナ 鮱名　　上

山　形 有限会社　キの字屋 井上　順一

福　島 モトショップ安斉 安齊　和廣

関　東

神奈川
有限会社タカミ 髙見　忠司

栄和自動車販売株式会社 紺野　　仁

東　京

株式会社ホンダ販売練馬 鈴木　武志

有限会社オクズミ 奥住　能男

株式会社鈴木輪業 鈴木　　曻

茨　城

山崎商会 山崎　秀雄

SBSモトショップ岩井 田村　市郎

モトアルファ水戸 木村　　保

埼　玉

有限会社横山輪業 横山　武夫

株式会社バイクプラザガイア 渡邉　正明

有限会社竹内サイクル 竹内　三男

萩原輪店 萩原　雅幸

有限会社ヤングサイクル販売 石井　正実

有限会社モトショップあーるえす 新井　千秋

千　葉
セフティスポーツショップ　タキタ 瀧田　一男

有限会社　吉原商事 吉原　朋正

栃　木
有限会社モトショップタカハシ 髙橋　　修

有限会社ユー・インターナショナル 青山　　誠

北陸信越

長　野 合資会社手塚自転車商会 手塚　良衛

富　山
YSP富山中央 酒井　宗一

レッド　シティー 深堀　　昇

石　川 モータースポーツショップ　ウイズ 江曽　孝明

新　潟 サイクルショップコバヤシ 小林　鉄朗
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中　部

愛　知

有限会社神本商会 神本　　強

株式会社R41 大口　　厚

8Stroke 高橋　建夫

福　井 YSP福井南 豊岡　範幸

三　重 有限会社ホンダショップヒナガ 豊田　良平

近　畿

松川輪業 松川　矩己

有限会社AGSコーポレーション 青木　伸治

サイクルモトショップ吉野商会 吉野　隆義

有限会社　ハナオ商会 花尾　健二

サイクルショップ大西 大西　哲雄

中　国

広　島
有限会社バイクセンターくれ 䑓信　　壽

SBS松永 石本　恒治

島　根 オートショップコイズミ 小泉　利夫

岡　山
宮川ホンダ商会 宮川　義男

有限会社ホンダウイング　カドヤ　平福店 久間　慶夫

四　国

愛　媛 有限会社小野商会 小野　浩次

香　川
有限会社オートブティックちば 千葉　清司

バイク　ピア　五色台 中島　　勉

九　州

福　岡

有限会社深谷モータース 深谷　憲男

バイクステーション　ライドオン 尾崎　サヨ子

江上スズキ販売 江上　孝治

長　崎 竹馬モータース 竹馬　次夫

大　分
YOU SHOP 松田 松田　鶴吉

有限会社小川コンペティション　大在ショップ 小川　龍生

宮　崎 YOU SHOP 東洋 高間　咲子

鹿児島
山下モータース 山下　信行

オートショップカナメ 福留　　要

沖　縄 YOU SHOP 金城オート 金城　清正

　

［永年勤続］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同・敬称略）

運輸局 支　局 店　　　名 氏　　　名

北海道 札　幌 有限会社ミカホスポーツ 鈴木　芳樹

北陸信越 長　野 YSP長野中央 巻島　和久

中　部 静　岡 有限会社エルドラード浜松 鈴木　哲夫

九　州 長　崎 二輪ショップ橋口 橋口　和代



を全国で実施、後援、協力を行いました。
　ツーリング６開催　1,671名／パレード10開催　1,178
名／その他イベント４開催　28,323名
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◎バイク月間

　「交通安全」と「バイクの楽しさ」をテーマにして、
８月19日のバイクの日を中心に、バイク月間の基本施
策である、交通安全パレード、ツーリングイベント等

◎広報活動

　バイク月間2014スペシャルサイトを開設し、全国各
地で開催される４銘柄・関連団体及び当協会のイベン
ト情報を掲載するとともに、一般紙、専門誌、Web

サイトなどへバイク情報が掲載されるよう、業界・メ
ディアと連携した展開を進め、バイク月間の社会的認
知向上に向け活動しました。 

◎モーターサイクルショー

　大阪モーターサイクルショーを開催するとともに東
京モーターサイクルショーへの協力を行い、団体ブー
スに出展し協会事業の訴求活動を行いました。両ショ
ーとも過去最高の来場者を更新しました。
★第30回　大阪モーターサイクルショー
　平成26年３月21日～３月23日　インテックス大阪　
日本二普協近畿ブロック主催　
　出展者138社　展示台数 292台　総来場者数 55,016
名（前年比　111％） 　　 

★第41回　東京モーターサイクルショー
　平成26年３月28日～３月30日　東京ビッグサイト　
東京モーターサイクルショー協会主催
  出展者141社　展示台数 542台　総来場者数 113,830
名（前年比103％）

【次回開催】
　第31回　大阪モーターサイクルショー
　　平成27年３月20日～22日　インテックス大阪
　第42回　東京モーターサイクルショー
　　平成27年３月27日～29日　東京ビッグサイト
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◎モーターサイクルスポーツの普及促進
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　去る平成26年12月２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、「中期業務計画（案）」について説明を行い、「平成26年度活動推進状況及び平成27年度活動計画（案）」
について担当部門ごとに説明を行いました。

　本日は、ご多忙中にもかかわらず、ご出席をいただ
きありがとうございます。
　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、都府県地区に
おいて、日々精励いただき、二輪車ユーザーの安全、
防犯の確保、流通環境の整備等にご尽力いただいて

おりますことに、敬意と謝意を表する次第でありま
す。
　当協会は、昨年10月１日の組織統合後、早や１年余
が過ぎました。この間、順調な組織運営、事業推進が
図られてきておりますことに、改めて御礼を申し上げ
ます。
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　さて、当協会は統合により、二輪車関係業務を総合
的に推進する中核団体となり、その役割は大きなもの
となっております。そこで、当協会が推進すべき業務
を的確に、計画的・継続的に推進していくため、平成
27年度を初年度とする３か年の中期業務計画を策定い
たしました。この中には、低迷する二輪車市場を打破
し、「2020 年までに新車販売100万台等」の実現を図る
ため、当協会をはじめ、二輪車関係団体及び地方自治
体が協働して取りまとめた「二輪車産業政策ロードマ
ップ」の当協会の実施事業である「安全運転啓発・教
育」等の当面の実施計画も盛り込んでいます。
　本日の会議におきましては、この中期業務計画の他、

　ただいま紹介に預かりました警察庁運転免許課長の
直江でございます。会議の開催に当たり、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
ご理解とご協力を賜り、また、二輪車の交通安全と防
犯対策につきまして、一方ならぬご尽力を賜っている
ことに対して、この場をお借りしまして改めて御礼を
申し上げます。
　また、ただいま、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、今回受賞されました各県の二輪車普及安全協
会員の皆様に心から御礼を申し上げます。
　さて、ご案内のとおり、昨年の交通事故につきまし
ては、死者数が4,373人と13年連続の減少となってお
ります。交通事故発生件数及び負傷者数も９年連続で
減少という状況でございます。本年におきましても、
12月１日現在、死者数が3,697人と前年同期比で204人
減、マイナス5.2％となっておりますが、死者数の半
分を65歳以上の高齢者が占めているということなど、
高齢者に対する交通事故抑止対策の一層の推進が必要
と考えているところであります。
　また、自動二輪車の交通事故の状況でございますが、
死者数が、10月末現在でございますが、375人と前年
同期比で２名の減少ということで、低減という形であ

平成27年度業務推進計画等についてご説明することに
しております。
　皆様方には二輪車を取り巻く諸情勢が大変厳しい
中、日々、何かと御苦労も多いことかと思いますが、
二輪車ユーザーが広がり、より安全で快適なバイクラ
イフが享受できるよう、関係機関団体と緊密な連携を
図りながら、引き続き協会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、本日ご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。

ります。なかでも、40歳代、50歳代の年齢層における
自動二輪乗車中の死者数につきましては、151人と前
年同期比で15人の増加となっております。10年前の数
値と比較いたしましても、他の年齢層の死者数が半減
というところでありますが、40歳代、70歳代の死者数
は約75％増えているという状況でございます。この年
齢層の自動二輪乗車中の交通事故抑止対策を推進して
いく必要があるというところでございます。
　このような状況を踏まえまして、警察といたしまし
ては、地域の交通実態を踏まえ、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り締まりなど、総
合的な交通事故抑止対策を推進していくこととしてお
ります。
　申すまでもありませんが、交通安全活動は、警察と
協力団体・協力機関が緊密に連携をし、適正かつ積極
的に行われ、総合的に推進されてこそ、目的が達成さ
れるものであります。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の開催など、二輪車の安全運転普
及活動の全国的な展開につきましても、今後ともご尽
力をいただきたいと思います。
　終わりになりますが、協会の益々のご発展と、ご参
会の皆様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。
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　都府県支所会長・事務局長会議の席上、「平成26年度
日本二普協会長表彰」の表彰式を実施しました。本年
度の受賞者は、「優良地域団体」が43団体、「グッドライ
ダー・防犯登録制度推進優良販売店」が138店です。
両者を代表して５名の方が、福井会長から表彰状を授
与されました。
　当日出席された受賞者代表は次の方々です。

○優良地域団体代表
　・板橋二輪車安全普及協会　会長　須賀　　進　様
　・王子二輪車安全普及協会　会長　菅原　道直　様
○グッドライダー・防犯登録制度推進優良販売店代表
　・アライモータース多摩　　　　　荒井　孝一　様
　・YSP西東京 　　　　　　　　　 横田地　崇　様
　・秀明サイクルモーター　　　　　鈴木　英明　様

板橋二輪車安全普及協会　須賀　進会長 王子二輪車安全普及協会　菅原道直会長

アライモータース多摩　荒井孝一様 YSP西東京　横田地崇様

秀明サイクルモーター　鈴木英明様

須賀会長（左）と井田東京二
普協会長（右）

菅原会長（左）と井田東京二
普協会長（右）
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グッドライダー・防犯登録制度推進優良販売店
計138店（順不同・敬称略）

都府県地区名 店　　　　　　　名 代表者氏名

札　　　幌 株式会社　オートランド札幌　コンセプト札幌
山　崎　隆　士
石　原　　　信

旭　　　川 Backpackers 内　野　伸　二

青　　　森
YSP 八戸
YSP 青森

株式会社　ハナイチモータース

三　浦　健　至
成　田　郁　久
伊　藤　平八郎

岩　　　手
有限会社　サイクルショップ松園

サイクルセンター山口輪店緑が丘店
有限会社　RIDING ViLLAGE

及　川　忠　志
山　口　光　久
澤　村　芳　信

宮　　　城
有限会社　根岸オート

有限会社　ビックバイクショップ仙台
ホンダドリーム仙台

横　山　道　男
竹　中　　　仁
加　藤　幸　寿

秋　　　田
佐藤モーターサイクル桜店

カマダサイクル
ホンダハート

佐　藤　俊　二
鎌　田　誠　一
小　塚　　　弘

山　　　形
株式会社　ホンダウィング荘内

有限会社　ホンダウィングスピリッツ
旅篭町ホンダ

荒　生　和　人
小野寺　　　修
渡　辺　良　一

福　　　島
ホンダドリーム福島

佐々木輪業商会
菊地輪業商会

石　崎　三　男
佐々木　光　男
菊　地　武　男

東　　　京
アライモータース多摩

YSP 西東京
秀明サイクルモーター

荒　井　孝　一
横田地　　　崇
鈴　木　秀　明

茨　　　城
有限会社　木村輪業

株式会社　ウエストウッド　井原商会
バイカーズステーションソックス　水戸店

木　村　　　茂
井　原　啓　之
長谷川　領　作

栃　　　木
ホンダドリーム宇都宮

バイカーズステーション SOX SBS 足利
有限会社　岡モータース

岡　　　康　夫
長谷川　領　作
岡　　　康　夫

群　　　馬
バイカーズステーションソックス前橋店

ホンダドリーム高崎
オートショップ金谷

長谷川　領　作
五十嵐　孝　光
金　谷　敏　明

埼　　　玉
株式会社　バイクプラザ　GAIA

有限会社　オートショップ　大野商会
株式会社　MCS　みどりかわ

渡　辺　正　昭
大　野　一　雄
緑　川　由　忠

千　　　葉
スズキワールド船橋

有限会社　袖ヶ浦ホンダ　五井店
ホンダドリーム千葉中央

中　村　太　一
小　林　宏　子
加　瀬　　　守

神　奈　川
YOKOHAMA セラビィ

丸富オート販売株式会社　国産車センター店
ホンダドリーム横浜旭

小　川　　　司
長　田　憲　治
川　端　唯　久
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新　　　潟
有限会社　佐上商会
有限会社　SBS 青山

有限会社　バイク　ワン

佐　上　　　博
古　俣　　　章
渡　辺　博　也

山　　　梨
バイクハウスオレンジ

一瀬自転車店
服部輪業

杉　山　康　雄
一　瀬　　　勧
服　部　　　茂

長　　　野
ホンダドリーム松本
ホンダドリーム長野

YSP 長野中央

赤　羽　博　巳
小　林　邦　博
西　澤　静　子

静　　　岡
YSP 浜松

RED ZONE
有限会社　田力サイクル

和　田　　　茂
池　谷　浩　二
田　力　祐　二

富　　　山
YSP 富山東

YSP 富山中央
SBS 富山

叶　井　　　廉
酒　井　宗　一
稲　垣　雅　明

石　　　川
MOTOR HOUSE BIKE ON金沢田上店

有限会社　城北カワサキ
バイクショップ　有限会社　イナミ

片　岡　匡　史
山　本　　　正
井　波　龍　太

福　　　井
株式会社　バイクガレージ福井

赤い三輪車
酒井輪業武生ホンダ

出　口　幸　宏
小　林　幸　広
酒　井　利　洋

岐　　　阜
YSP 各務原東

竹村輪業
有限会社　岐阜カワサキ

堀　尾　明　宣
竹　村　千奈美
岡　坂　俊　彦

愛　　　知
株式会社　イトー KT

ホンダドリーム名古屋東
オートセンターヤマダ株式会社　中川店

伊　藤　達　也
酒　匂　好　規
山　田　春　昭

三　　　重
ホンダドリーム鈴鹿
ホンダドリーム松阪

ホンダドリーム四日市

稲　葉　茂　樹
稲　葉　茂　樹
稲　葉　茂　樹

滋　　　賀
ホンダドリーム滋賀

河村サイクル
有限会社　ナカキホンダ

青　木　洋　志
河　村　清　次
中　村　武　臣

京　　　都
株式会社　レオタニモト　本店

R'SHOP　天神川
株式会社　モト・ショップ・ビッグワン

谷　本　将　崇
黒　岩　義　正
増　田　啓　治

大　　　阪
株式会社　ゲンズ

YSP 大阪箕面
モトウェイフクダ　福田輪業

山　口　昌　彦
西　上　正　巳
福　田　憲　二

兵　　　庫
株式会社　エナジーモータースタイル

島本二輪館
YSP 大阪箕面　甲子園店

大久保　　　彰
島　本　　　登
西　上　正　巳

奈　　　良
ホンダドリーム奈良
ぱわあくらふと生駒

YOUSHOP　MS 生駒

平　田　信　二
平　田　良　雄
樫　内　孝　史

和　歌　山
ホンダドリーム和歌山

バイクランド　モリユキ
山下モータース

林　　　英　成
須　賀　節　夫
山　下　和　彦
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鳥　　　取
青戸モータース
中島モータース
SBS とっとり

青　戸　　　亨
中　島　　　進
木　下　克　彦

島　　　根
バイクショップマルティ　出雲店

有限会社　モトガイズ
オートサイクルホリエ

田　中　貴　昭
恒　松　浩　之
堀　江　健　司

岡　　　山
株式会社　Bike Shop KINOSHITA

有限会社　かもいヤマハ販売
バイクセンター　ヨシダ

木　下　丁　成
鴨　井　　　勇
吉　田　徹　也

広　　　島
株式会社　広島オートバイ販売

株式会社　己斐オートバイセンター
株式会社　バイクピット広島

小笠原　　　幸
波多野　秀　雄
林　　　茂　樹

山　　　口
有限会社　山本モータース
株式会社　桑原モータース

三福輪業　株式会社

山　本　秀　登
桑　原　健　一
中　村　　　勤

徳　　　島
有限会社　インデイーズ

有限会社　山橋商会
株式会社　藤岡輪業商会

山　口　裕　治
山　橋　諄　亮
藤　岡　雅　彦

香　　　川
株式会社　BSP 高松

有限会社　ウイングス GRAND PRIX
池田サイクル

相　川　捷　夫
谷　口　洋　一
池　田　全　人

愛　　　媛
有限会社　タクボ

有限会社　オートサイクル谷口
オールバイク共和

田　窪　竜　太
谷　口　盛　久
村　上　良　信

高　　　知
有限会社　オートショップチャレンジ

有限会社　オートショップオジマ
有限会社　細木商会

裏　　　正　一
小　島　正　志
細　木　靖　夫

福　　　岡
朝倉オートサイクル

ホンダドリーム福岡東
樋口自転車商会

辻　　　裕　之
三　好　　　優
樋　口　義　實

佐　　　賀 YSP 佐賀 門　松　秀　明

長　　　崎
HONDA DREAM長崎

有限会社　岡東オートショップ
グリーンス・パーク田中

村　上　順　三
岡　東　　　寛
田　中　文　春

熊　　　本
ホンダドリーム熊本

株式会社　クラオカオートサービス AMUSE
オートパークヨシオカ

三　好　　　優
倉　岡　　　彰
葭　岡　宏　嗣

大　　　分
大久保商会

有限会社　西日本オート大分店　ブルーポイント
モーターサイクルセイケ

大久保　和　也
前　田　章　浩
清　家　啓　文

宮　　　崎 株式会社　ユアサモータース
YSP 宮崎　有限会社　斉藤輪業

湯　浅　隆　之
斉　藤　勝　秀

鹿　児　島
有限会社　オートショップナカノ

カミクリオート
二輪工房　KENT

中　野　光　徳
上　栗　健　蔵
榮　留　健　一

沖　　　縄
プロス那覇ホンダ販売
バイクショップO,M,C

ガレージナカダサイクル

渡慶次　憲　博
亀　川　和　人
仲　田　小　牧
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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 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
秋　　　田 鹿角地区二輪車普及安全協会 戸　舘　和　夫
山　　　形 酒田・飽海二輪車普及安全協会 藤　原　　　薫
福　　　島 福島県二輪車普及安全協会　相双支部 門　馬　宏　之

東　　　京
西新井二輪車安全普及協会
板橋二輪車安全普及協会
王子二輪車安全普及協会

髙　橋　正　和
須　賀　　　進
菅　原　道　直

茨　　　城 茨城県二輪車普及安全協会　境支部 木　村　　　茂
栃　　　木 宇都宮東二輪車安全普及協会 岡　　　康　夫

埼　　　玉 草加・八潮地区二輪車安全普及協会
東入間地区二輪車安全普及協会

森　井　幸　廣
上　野　利　勝

神　奈　川 横須賀二輪車安全普及協会
厚木二輪車安全普及協会

森　　　雄　一
島　村　　　弘

長　　　野 飯田二輪車安全普及協会 小　嶋　啓　二
静　　　岡 静岡県浜松地区二輪車普及安全協会 稲　垣　寛　治
岐　　　阜 岐阜県二輪車安全普及協会　大安支部 中　谷　　　功
愛　　　知 愛知県二輪車安全普及協会　一宮支部 森　　　　　章
三　　　重 三重県二輪車安全普及協会　松阪支部 西　田　　　均

大　　　阪
堺地域二輪車安全普及協会

豊中地域二輪車安全普及協会
枚方・交野地域二輪車安全普及協会

青　木　信　晴
吉　岡　範　一
宮　本　誠　也

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 鳥取県東部地域二輪車普及安全協会 中　村　　　亙
島　　　根 島根県松江地域二輪車安全普及協会 熱　田　勝　則
岡　　　山 岡山県井原地域二輪車普及安全協会 長　尾　真　弥

広　　　島 広島県呉地区二輪車普及安全協会
広島県西条地区二輪車普及安全協会

台　信　　　寿
竹　重　輝　彦

山　　　口 防府ブロック 重　村　幸　生
徳　　　島 徳島東支部 山　橋　諄　亮
愛　　　媛 大洲支部 二　宮　豊　和
高　　　知 南国支部 川　島　知　貞

福　　　岡 筑後地区二輪車普及安全協会
大川地区二輪車普及安全協会

樋　口　義　實
諸　藤　伸　一

長　　　崎 大村地区二輪車普及安全協会 堀　内　規　好
熊　　　本 芦北地区二輪車普及安全協会 川　元　光　明
大　　　分 大分南地区二輪車普及安全協会 河　野　一　成
宮　　　崎 延岡地区二輪車普及安全協会 虎　取　好　明

鹿　児　島 日置地区二輪車普及安全協会
知覧地区二輪車普及安全協会

田　代　幸　次
大　坪　正　信

沖　　　縄 沖縄県二輪車普及安全協会　八重山支部 石　垣　敏　彦

優　良　地　域　団　体
計43団体（順不同・敬称略）



－ 29 －

日本二輪車普及安全協会ニュース №114 

　年頭にあたり、警察庁交通局長の倉田　潤様から、当協会の交通安全活動に対しまして感謝状をいただいてお
りますので、ご披露いたします。
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　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は、12月30日に政権与党にて平成27年度税
制大綱が決定するなど慌しい年末でした。
　新たな年を迎え、皆様それぞれの目標を立て、
この1年を過ごされるのではないかと思います。
　日本二普協では、昨年12月に「平成26年度日本
二普協会長表彰」の表彰式を実施しました。本年
度の受賞者は、「優良地域団体」が43団体、「グッド
ライダー・防犯登録制度推進優良販売店」が138
店です。今後更にグッドライダー・防犯登録制度
が理解・普及されるため、ぜひ模範となる販売店
となって頂ければと思います。

　また、国土交通省、地方運輸局に対して、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、功績顕著である方が表彰される

「平成26年度自動車関係功労者大臣表彰」には、
功労者、従事者候補を推薦し合計で64名が受賞す
ることが出来ました。平成27年度はいよいよ大臣
表彰を受賞する方が出て来る可能性があります。
どこの販売店の方が受賞するのかいまから大変楽
しみです。
　本年も日本二普協は、各種事業活動を継続推進
しながら二輪車に関わる多角的なサイクルに対応
しスパイラルアップして参ります。二輪車ユー
ザーがより安全で快適なバイクライフを過ごせる
社会を目指し職員一同取り組んで参りますので、
引続き皆様の強力な御支援御協力をどうぞよろし
くお願い致します。

本年もよろしくお願い申し上げます
(一社)日本二輪車普及安全協会

会 長　 福井　威夫
専務理事　 佐藤　　忍
常務理事　 太田　昭雄
職　　員　　一　　同

編　集　後　記
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　昨年11月末の二輪車盗難件数、前年同期比14.7％減
―被害回復率45.0％、20県で回復率アップ―

盗難認知／被害回復状況（平成26年11月末／警察庁資料）　 （一社）日本二輪車普及安全協会



－ 32 －

日本二輪車普及安全協会ニュース №114 

昨年11月末の交通事故死、前年同期比210人減
―二輪車乗車中は49人減―

（平成26年11月末／警察庁資料）　


