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JAF 検索

ウェブからの
お問い合わせ
http://support.jaf.or.jp/
カテゴリーごとに整理されたFAQ (よく
あるご質問）やお問い合わせフォーム
をご利用ください。

JAFマイページ
https://jaf.jp/

クルマ・バイクの故障、
トラブルの受付

JAFロードサービス救援コール

通話料有料（固定電話1分／11円、
携帯電話20秒／11円）。一部のIP電
話等からはご利用いただけません。携
帯電話の無料通信分対象外。

通話料有料。固定電話［ダイヤル回線］およ
び一部のIP電話等からはご利用いただけま
せん。

全国共通、24時間年中無休

※JAFスマートフォンアプリ（Android & iOS対応）からも
　救援要請ができます。

0570-00-8 39

または短縮ダイヤル

シャープ ハ イサンキュウ

8 39

住所変更などの各種手続き、
会員サービスのご案内

総合案内サービスセンター

通話料有料（固定電話1分／11円、
携帯電話20秒／11円）。一部のIP電
話等からはご利用いただけません。携
帯電話の無料通信分対象外。

9:00～17:30（年末年始休業）
全国共通

通話定額プランをご利用の方は

0570-00-28

048-840-0036

住所・電話番号の変更など各種手続き
がウェブで簡単にできます。
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about JAF 2022

一般社団法人
日本自動車連盟（JAF）

会長

Sakaguchi Masayoshi 
坂口  正芳

　ＪＡＦは１９６３年の創立以来、自動車ユーザーに対し、安全と安心の支えとなるロードサービスをはじめとする
各種サービスを提供してまいりました。２０２１年１１月には皆さまのご支持をいただきながら、２,０００万名を超え
る会員数となりました。誠にありがとうございました。
　一昨年から新型コロナウイルス感染拡大が続く中、加速度的にテクノロジーの進化と社会のデジタル化がす
すんでおり、私たちの生活への関わりはさらに大きくなっています。今後、ライフスタイルの多様化は急激にすす
んでいくことでしょう。ＪＡＦでは、こうした外部環境の変化に対応すべく「対話」と「共創」を事業テーマとし、積極
的にサービス価値向上、業務のデジタル化をすすめています。
　この度、「環境負荷低減」と「デジタル社会における新しいライフスタイルの創出」を目的として、機関誌『JAF 
Mate』を年間4回の季刊発行に変更しました。また、すべての会員の皆さまにご利用いただける新サービスとして、
ウェブサイト『JAF Mate Online』を２０２２年３月から公開しています。JAFは今後も地球環境に配慮しながら、
冊子とウェブサイトそれぞれの良さを活かした体験を広く皆さまにお届けしてまいります。
　ロードサービスでは、ＥＶや自動運転など進化を続ける自動車技術に対応するため、車両・資機材のバージョ
ンアップやロードサービス隊員の教育・養成に努めます。また、より便利にロードサービスを利用できるように
「電話やオンラインで完結するサービス」の提供を検討してまいります。
　会員優待プログラムでは、ＪＡＦスマートフォンアプリを介して各種サービスをシームレスに連携することで
利便性を向上させています。また、新たにライフサポートサービスとして『ＪＡＦの保険』『ＪＡＦの保健室』『ＪＡＦ
でんき』『ＪＡＦのホームライフサポート』の４つのサービスを展開し、クルマだけではなく日常生活においても、
皆さまにより充実した日 を々お送りいただけるよう取り組んでまいります。
　社会貢献活動については被災地支援をはじめ、交通安全啓発や地域の活性化など多岐にわたっています。
交通安全活動では、地域での講習会に加え、「信号機のない横断歩道での歩行者保護」など社会課題解決に
向け、引き続き関係機関と連携し、広く問題を提起してまいります。
　モータースポーツについては、トップカテゴリーの競技はもとより、モータースポーツ初心者でも気軽に楽しめる
オートテストまで、全国各地でのＪＡＦ公認競技会の開催を支援しました。今後も、スポーツ庁の助力を得ながら、
競技の安全と公平性を確保し、わが国の自動車文化の大きな柱としてファン層の拡大を図ります。
　ＪＡＦは、新たなモビリティ社会の到来に向け「健全なくるま社会の発展に貢献する」という基本理念のもと、
今後もすべての会員の皆さまにご満足いただけるようなサービスの提供に努めてまいります。

JAFは、自動車ユーザーに対し、安全と安心の支えとなるサービスを
提供するとともに、交通の安全と環境のための事業活動を積極的に推進し、
健全なくるま社会の発展に貢献します。

JAFの基本理念

JAFの運営指針

対話と共創により、
モビリティユーザーの暮らしを彩る

私たちは、サ一ビス精神をもって、
社会のために尽くすことを事業推進の基本とします。サービスのJAF

私たちは、つねに問題意識をもって改革を進め、
創意工夫と旺盛なチャレンジ精神を発揮して、
事業の推進に努めます。

チャレンジするJAF

私たちは、会員をはじめ多くの人々の声に耳を傾け、
広く社会に開かれた組織を目指します。開かれたJAF
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効率的な配車管理で
現場までの到着時間を短縮化

救援地域や救援内容に対して、最適なロードサー
ビスカーと隊員をより早く現場におくるため、ロード
サービスシステム「ACⅢ」で配車を一元管理して
います。稼働体制拡充のため、「ACⅢ」の最適化
や拠点の維持拡大に取り組み、2021年度も現場
到着平均時間の短縮を実現しました。

年間約215万件の救援で
円滑な交通環境を実現

救援要請はアプリや
全国統一ダイヤルで簡単に

JAFスマートフォンアプリを使えば、GPSで現在地を
特定でき、画面の質問に答えるだけの操作で救援
要請が可能。不安な気持ちで待つお客さまに、
チャット機能やロードサービスカーの位置情報を提供
するなど、リアルタイムに安心を届けています。電話
での要請には全国統一ダイヤルを導入しています。

24時間・365日
自宅や外出先の駐車場でも救援

突然起こるトラブルや事故。時間と場所を選ばな
い救援要請に、ロードサービスは24時間・365日
対応しています。一般道路・高速道路はもちろん、
お客さまの自宅の車庫や外出先の駐車場などに
も出動します。現在は予約（3時間後～最大1週間
後）による救援要請にも対応しています。

二輪アタッチメントを開発
バイクも安全にけん引

about JAF 2022

トラブルの現場へ駆けつけ、迅速に救援。
全国をカバーする信頼のロードサービスで
くるま社会のセーフティネットを実現します。

くるま社会の
セーフティネット

全国各地で発生するクルマやバイクの故障・トラ
ブル。ドライバーやライダーの救援要請に応え、
ロードサービス隊員が迅速かつ安全に救援する
ことで、円滑な交通環境の維持に努めています。
2021年度における救援件数は2,158,586件。
約14.6秒に1件の割合で出動しています。

バイクをレッカー車でけん引することを可能にした
二輪アタッチメントを日本で初めて開発（2022年
1月より順次運用開始）。これによりバイクを搬送で
きるロードサービスカーが約2.5倍に増えました。
また、「タイヤ貸し出しサービス」は、2021年度まで
にほぼ全国に拡大。現場で応急修理ができない
タイヤのトラブルに対応します。

ロードサービス拠点数（2022年3月末現在）

1,456カ所
直営拠点 ロードサービス指定工場

222カ所 1,234カ所

2021年度 ロードサービス出動件数

合計
うち二輪

一般道路
うち二輪

高速道路
うち二輪

2021年度

2,158,586件

77,588件

2,102,080件

75,545件

56,506件

2,043件

2020年度

2,117,485件

70,600件

2,064,074件

68,737件

53,411件

1,863件

四輪

一般道路

34.87％706,707件1 過放電バッテリー

2 タイヤのパンク、バースト、エアー圧不足 369,670件 18.24％

3 落輪・落込 166,224件 8.20％

二輪

21.07％15,918件1 過放電バッテリー

2 タイヤのパンク、バースト、エアー圧不足 10,243件 13.56％

3 破損／劣化バッテリー 4,616件 6.11％

2021年度 ロードサービス出動理由

四輪

高速道路

38.91％21,189件1 タイヤのパンク、バースト、エアー圧不足

2 燃料切れ 6,420件 11.79％

3 事故 4,385件 8.05％

二輪

23.74％485件1 燃料切れ

2 タイヤのパンク、バースト、エアー圧不足 188件 9.20％

3 事故 99件 4.85％

04 05

about JAF2022_P4-5



全国選抜で編成される
ロードサービス特別支援隊

大規模災害発生時に被災地に派遣され、救援
活動にあたるロードサービス特別支援隊。厳しい
環境下での作業を求められるため、特に技術力・
運転操作技量・忍耐力・協調性に優れた隊員が
選抜されます。任命された隊員は特別な研修や
合同訓練を重ね、非常時に備えています。

地震・台風などの被災地、
冬季は豪雪地帯に派遣

ロードサービス特別支援隊は、2016年の熊本地
震、2018年の西日本豪雨、２019年の令和元年東
日本台風の際に被災地へ赴き、道路交通の迅速
な回復に努めました。2022年１・２月には、記録的
大雪により救援要請が爆発的に増加した北海道
で、のべ12名が車両救援に尽力しました。

関係機関との合同訓練で
地域防災に貢献

万が一に備えて、自治体や警察、消防などと災害時
を想定した合同防災訓練をおこなっています。被災
車両の救援や緊急交通路の確保など、実践的な訓
練を通して各々の役割を確認。関係機関と連携を強
め、災害時に地域社会に貢献できるよう努めています。

about JAF 2022くるま社会のセーフティネット

大切なのはなによりも人命
現場の安全確保を徹底

二次事故の恐れがある高速道路などでは、必ず
「後方警戒車（者）」を配置し、安全資機材や発炎
筒などを使用。お客さまには、安全ベストを着用の
うえ、危険のない場所で待機していただきます。リス
クの高い夜間の救援作業においても、通行車両か
らの視認性を確保し、安全に作業を進めています。

JAFクオリティを支える
研修・検定制度と競技大会

全国どこでも均質で高品質なサービスを提供で
きるよう、隊員は日々研鑽を積んでいます。キャリ
アに応じた研修受講や社内検定の受検が義務
付けられており、隔年開催の「全国ロードサービス
競技大会」では、磨き上げたスキルを競い合います
（2021年度は社会状況を鑑み延期しました）。

近隣への応援体制を強化
救援要請の増加にも迅速対応

全国各地に拠点を置く強みを活かして、近隣支部
への応援体制を整えています。豪雨や豪雪などで
救援要請が集中した場合でも、スピーディに近隣
から応援が駆けつけます。現場では、各支部の隊
員が連携し、一丸となって迅速な救援作業を実現
しています。

多様化するトラブルや
最新技術にも確実に対応

電気自動車や自動運転など、日々進歩する技術に
対応するため、車両・資機材のバージョンアップや、
最新技術に関する研修をおこなうなど隊員教育
に努めています。また、テクニカルサポート課を設
置し、隊員からの問い合わせに対応。多様化する
トラブルへのバックアップ体制を構築しています。

期待値のさらに上を目指して
お客さま満足度の向上

ロードサービスを利用したお客さまを対象にアン
ケート調査をおこなっています。 2021年度のコー
ルセンターおよびロードサービス現場に対する評
価は前年度より向上し、多くの方から「良い」との
回答をいただきました。調査結果は精査・分析し、
さらなる品質向上に役立てます。

2021年度 自治体などとの合同防災訓練への参加実績
回数 29回 参加隊員数 63名
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年に一度お届け
『JAFご利用ガイド』

会員が利用できるサービスを1冊にまとめた『JAF
ご利用ガイド』。オフィシャルガイドとして年に一度、
会員の皆さまにお届けしています。新しいサービ
スの紹介や、身近な優待施設をジャンル別にリス
トアップ。各種サービスの認知や利用促進、会員メ
リットを感じてもらう内容になっています。

グルメからガソリンスタンドまで
優待施設は約47,000カ所

JAF優待情報サイト
「JAFナビ」

ウェブサイト「JAFナビ」では、全国の優待施設を
検索できるほか、期間限定キャンペーンや新しい
優待施設情報を随時更新。2021年4月には検索
ページを改修し、利便性向上を図りました。おす
すめの観光情報やドライブコース検索・作成機能
もあり、ドライブや旅行計画にも活用されています。

時機を捉えてクーポン配信
「JAFスマートフォンアプリ」

デジタル会員証や優待施設検索の機能を備えた
「JAFスマートフォンアプリ」。2021年度は、ニーズ
や時機に応じたアプリクーポンを積極的に配信し、
前年度の約2.5倍にあたる1,050,412名の利用が
ありました。

about JAF 2022

お得な優待から、暮らしの安心を支えるライフサポートまで。
変化の時代だからこそ、会員の声に耳を傾け、
いま求められる、最適なサービスを提供していきます。

会員優待サービス
とイベント

全国のさまざまな施設で割引や特典が受けられ
る会員優待サービス。家計にうれしく、ほとんどの
優待施設が会員証の提示だけで利用できる手軽
さも魅力です。2021年度も会員ニーズにフィット
した企画を展開。会員優待サービス利用者は
57,168,047名となり、飲食店を中心に約200万名
増加しました。

海外旅行先でも優待
世界40以上の国と地域で

ＪＡＦ会員証があれば、海外旅行先でも現地自動
車クラブのロードサービスを受けられるほか、世界
40以上の国と地域でレストランやホテルなどを特
別料金で利用できます。また、訪日した海外の自
動車クラブ会員に対しては、国内約5,000カ所の
施設で優待サービスを実施しています。

切り取りクーポンが満載
『JAF PLUS』

機関誌『JAF Mate』と一緒にお送りしている『JAF 
PLUS』には、飲食チェーン店などの切り取りクー
ポンや、エリア別のお得情報を掲載。クーポン人
気は高く、2021年度も2,950万名以上の利用があ
りました。

優待施設の主なジャンル

【暮らしの優待】
グルメ／ショッピング／アミューズメント／カルチャー／アウトドア

【ドライブの優待】
SA・PA／道の駅／ガソリンスタンド

【お出かけの優待】
遊園地・テーマパーク／観光名所／動物園・植物園／美術館・博物館／
水族館／味覚狩り／旅行／温泉・入浴施設／宿泊施設

ステイホームやリモートワーク
のため、自宅で過ごす時間
が増えています。2021年度も、
テイクアウトやオンラインサー
ビス、レンタルDVDのアプリ
クーポンなど、おうち時間を
楽しむ優待を充実させ、会
員の皆さまにお届けしました。

おうち時間を楽しむ優待が充実

過去2年の『JAF PLUS』クーポン利用者数
2021年度 29,553,187名 2020年度 29,311,379名

過去2年の「JAFスマートフォンアプリ」デジタルクーポン利用者数
2021年度 1,050,412名 2020年度 420,179名
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新しい会員サービス事業
「JAFライフサポート」スタート

変化の波が迫る私たちの生活。不安を感じやすい
時代だからこそ、会員にもっと寄り添ったサービス
を提供したい。そんな思いから誕生したのが「JAF
ライフサポート」です。家計にうれしい会員優待
サービスに加え、暮らしの「安心・安全」においても
頼れるJAFになれるよう、会員の皆さまの健康や生
活のさまざまな不安解消をサポートします。

永年継続会員の皆さまに
プレミアムな会員優待サービスを

10年以上ご継続の個人会員を対象にした「永年
継続会員サービス」が、より特別なラインナップで
プレミアムサービスとしてリニューアル。2022年4月
より、30年以上ご継続の方向けの新サービスも開始。

about JAF 2022会員優待サービスとイベント

自治体と観光協定を締結
ドライブ観光を促進

ドライブ観光による地域振興等を目的に、自治体と
観光協定を結んでいます。2022年3月末現在の締
結数は646で、全自治体の約3分の1にのぼります。
JAFが持つ各種メディアで地域の観光情報を紹
介するなど、双方のリソースを活用し、地域活性化
と会員満足度の向上を図っています。

ドライブスタンプラリーなど
地域を盛り上げるイベント

協定を結んだ自治体や施設と協働で、さまざまな
イベントを開催しています。特に、非対面・非接触
で楽しめるドライブスタンプラリーを多数企画しま
した。2021年度のスタンプラリー実施数は140コー
ス、スタンプ総押下数は221,000回以上にのぼり、
地域送客に寄与しました。

会員がお得に利用できる
通販サービス

「JAF通販紀行」では、JAFオリジナルトミカなど、
ここでしか買えないグッズをはじめ、カー用品、
ファッションアイテム、あると便利な雑貨まで、豊か
なカーライフを応援する厳選商品を販売していま
す。観光協定を結ぶ自治体の名産品・特産品も
取り扱っています。

体験・学習イベント
「いま、私たちの未来を考える」

「いま、自然を考える」として実施していた自然体
験イベント。2021年度は「自然を学ぶウォークラ
リー」などを開催。2022年度からは「いま、私たちの
未来を考える」に名称を改め、地域環境保全のみ
ならず、多様化・複雑化する地域課題の解決に寄
与するイベントも開催していきます。

コンサートや趣味、教養など
楽しい会員向けイベント

クラシックコンサート「音楽日和」や、全国8地方で
実施する大規模な「JAFフェスティバル」、支部主
催の地域性を活かしたイベントを各地で開催。外
出を控えたい方のために、自宅で参加できるオン
ラインイベントも実施しています。「e-JAF予約」に
てウェブ上で申し込みができ、手続きも簡単です。

プレミアムサービス

永年ステッカー贈呈
プレミアム優待

○
○

10年以上
○
○

20年以上
○
○

JAF旅！ ～特別な国内旅行企画～ ー ー ○
トラベルデスク ○ ○ ○

30年以上

「JAFライフサポート」４つのサービス

24時間365日、お家まわりの
トラブルにいつでも対応

カラダに関する不安や疑問の
解消をサポートするオンライン
医療サービス

電気の使用量にかかわらず、　
毎年JAF年会費4,000円相当の
特典がもらえる

医療保険から介護保険まで、
会員限定のプランを用意
保険代理店：（株）JAFサービス保険部　
保険引受会社：朝日生命保険（相）／東京海上日動火災保険（株）／三井住友海上火災保険（株）

業務委託先：ジャパンベストレスキューシステム（株）

業務委託先：（株）メディカルノート

サービス提供元：auエネルギー＆ライフ（株）

※JAF個人会員年会費4,000円無料
　または4,000Pontaポイント

● JAFの保健室（2021年12月～）

● JAFのホームライフサポート
（2022年4月～）

（2021年12月～）● JAFでんき

● JAFの保険
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子どもも大人も楽しく学べる
交通安全体験ツール

交通安全を楽しく学べるオリジナルツールを開発
しています。交通安全のクイズに答えて発行される
「子ども安全免許証」や、夜間の反射材効果が視
認できる「リフレクBOX」など、より多くの方が気軽
にできる方法で、交通安全の輪を広げています。実車を使って学べる

実技講習会

すべての席での
シートベルト着用を呼びかけ

万が一の交通事故から自身や同乗者の身を守る
ため、シートベルト着用の重要性を訴える啓発活
動をおこなっています。企業・学校などを対象にし
た「シートベルトコンビンサー」による時速約5kmの
衝突体験や、チャイルドシート取り付け点検、ウェ
ブサイトでは検証動画などを紹介しています。

高齢ドライバーの
安全運転をサポート

社会問題となっている、高齢ドライバーによる交通
事故。その防止のために、高齢ドライバーの安全
運転支援に力を入れています。シニア向け実技講
習会のほか、「エイジド・ドライバー総合応援サイ
ト」では、安全に運転するために必要な知識やト
レーニング、体操動画等を紹介しています。

about JAF 2022

自動車を取り巻く環境や最新技術、交通マナーなど
さまざまな調査を重ねて、現状の課題を把握。
交通安全の問題提起と、さらなる意識の向上を目指します。

社会課題への
取り組み

運転に苦手意識や不安を抱えているドライバーの
ために、マイカーを使った参加体験型講習や車庫
入れ講習を各地で開催しています。インストラク
ターの指導のもと、実践的な学びを通して、運転
操作の改善点を確認することができます。

クルマの疑問を検証する
「JAFユーザーテスト」

自動車ユーザーの疑問や社会のニーズに応え、
実験・検証する「JAFユーザーテスト」。2021年度
は「履物の違いが運転操作へ及ぼす影響」や、
「大雪で立ち往生した電気自動車での有効な防
寒対策」など、４つのテーマについて実験しました。
検証結果はウェブサイトで公開し、報道機関への
資料提供もおこなっています。

環境にやさしい運転を学ぶ
エコトレーニング
地球環境に配慮した運転方法「エコドライブ」を
推進し、実車を使って学べる「エコトレーニング」
を各地で開催。実践すれば、燃費改善やCO₂の
排出量を削減できるだけでなく、安全運転にもつ
ながります。

2021年度 実技講習会 開催実績
開催数
24回

受講者数
一般コース

ドライバーズセミナー
シニアコース 36回

207名
327名

2021年度 エコトレーニング 開催実績
開催数 3回
受講者数 23名

2021年度 
チャイルドシート取り付け
点検 開催実績
開催数 100回
受講者数 154名

2021年度 シートベルト
コンビンサー 開催実績
開催数 455回
体験者数 35,846名

2021年度 JAFユーザーテスト テーマ例
運転に適した靴、履いていますか？～履物の違いによる運転の危険性～

タイヤの空気圧不足、燃費への影響は？

大雪による車の立ち往生～車内環境の変化～ 
　　　　　　　　　　 ～危険性と防寒対策を検証～

夜間走行時における歩行者の見え方

YouTuberとコラボレーション

交通安全を身近に感じていただくために、YouTuberの木村亜美氏と
コラボした動画を制作。PR効果も高まりました。

2021年度 交通安全体験ツール 体験者数
子ども安全免許証 53,827名 反射材効果体験 2,478名
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「信号機のない横断歩道での
車の一時停止状況」全国調査

2016年から続けている「信号機のない横断歩道で
の歩行者横断時における車の一時停止状況」全国
調査。2021年の一時停止率は全国平均30.6%。都
道府県別では初めて一桁台がなくなり、過去最高を
記録したものの、依然として約7割が一時停止しな
い結果に。毎年マスメディアに大きく取り上げられ、
全国的な啓発のきっかけとなっています。

クラウドファンディングで
人にやさしい交通社会づくり

介助犬育成支援クラウドファンディングに続き、
2021年度は佐賀県・佐賀未来創造基金と協働で、
ジュニアシートの使用率向上と提供支援を目的と
したクラウドファンディングを実施。支援金寄贈だけ
でなく、取り組みへの理解と共感をより多くの人に
広げ、人にやさしい交通社会の実現を目指します。

about JAF 2022社会課題への取り組み

危険予知トレーニングなど
ウェブで学べる交通安全

パソコンやスマートフォンなどで気軽に安全運転の
コツを学べるウェブコンテンツ。近年は特に動画の拡
充を図っています。運転中に出会うさまざまな交通
場面の危険を予測する「『実写版』危険予知・事故
回避トレーニング」。2021年度は「ラウンドアバウト（環
状交差点）編」など新たに8本を公開し、事故になりそ
うなシチュエーションを再現して注意を促しました。

全国実態調査と
ウェブアンケート

自動車ユーザーの意識と実態を把握するため、さ
まざまな調査活動をおこなっています。結果は交
通安全の啓発や要望活動などに活かしています。

ASVの正しい理解を
CG動画で促進

安全運転を支援する「先進安全自動車（ASV）」。
普及が進んでいるものの、ユーザーがその機能を
過信・誤認していては意味がありません。正しい理
解を促すために、衝突被害軽減ブレーキや車間
距離制御装置など、代表的な機能をわかりやすく
解説したCG動画をウェブサイトで紹介しています。

地域や法人に向けて
講習会を実施

自治体や企業、学校からの依頼を受け、交通安全
講習会や企業内研修に講師を派遣しています。依
頼元へ出向く出張型講習のほか、感染症対策とし
ても有効なオンライン講習も実施しています。

ウェブサイトで公開中の主な交通安全啓発コンテンツ

動画でCheck! 交通安全カテゴリー10

クルマ何でも質問箱
360度VR動画

私にもできるマイカー点検

「実写版」危険予知・事故回避トレーニング

交通安全3分トレーニング（危険予知クイズ）
エイジド・ドライバー総合応援サイト（高齢運転者向けウェブトレーニング）

JAF Safety Light （ヘッドライトの使い方）
後席シートベルトの安心力
はじめてのチャイルドシート クイックガイド
ジュニアシートはもう要らない？

信号機のない横断歩道における車の一時停止率（全国平均）
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約7割が止まらない結果に
2021年の調査では、8,281台のうち一時停止したのは2,534台（30.6％）
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2021年度 全国実態調査とウェブアンケート

8～9月　  自動車税制に関するアンケート調査

8月　      ｢信号機のない横断歩道での歩行者横断時に
　　       おける車の一時停止状況」全国調査

10～12月 シートベルト着用状況全国調査（警察庁・JAF合同調査）
1～2月      「思いやり駐車場」に関するアンケート

もしもの状況を疑似体験するVR動画

「思いやりティ  ドライブ」プロジェクト

車両衝突や水没などのVR動画を公開中。映像を360度自由に動かして
視点を変えることができ、VRゴーグルを使えば、より臨場感のある映像体験が可能。

2021年度は「思いやり駐車場」に関
する意識調査を実施。結果は利用マ
ナーや意識向上のために役立てます。

あおり運転などの危険運転が社会
問題となり、交通ルールやマナーを
守ることの大切さが叫ばれています。
「思いやりティ ドライブ」は、一人ひとり
の思いやりで交通安全意識の向上
を図り、安全でやさしい社会を目指す
プロジェクト。上記の全国調査やクラ
ウドファンディングもその一環です。

2021年度 座学型交通安全講習会実績
回数 3,416回 受講者数 451,029名
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産官学連携による
地域活性化プロジェクト

大学や自治体などと連携して地域振興を推進。
2022年3月末現在、5地方本部11支部が21校と活
動中です。愛知県では、地元の魅力がつまったド
ライブ観光を学生目線で考える「あいち学生ドライ
ブスタンプラリーコンテスト 2021」を開催。最優秀
賞の企画は2022年1月より実際に実施されました。

FIA加盟団体として
国際活動に参画

世界の自動車クラブで構成されるFIA（国際自動
車連盟）に加盟し、世界第３位の会員数を誇る団
体として、さまざまな国際活動に参画。2021年度は
FIAの「＃3500LIVESキャンペーン」に協力。著名
人が交通安全を呼びかけるポスターを、首都圏を
中心にバス停など41カ所に掲示しました。

about JAF 2022社会課題への取り組み

道路交通環境に関する
改善提案活動

わかりにくい信号機や見えにくい標識など、危険
や不便を感じる道路環境がないかドライバーから
意見を募り、調査・検討して関係機関に改善を提
案するのが「交通安全実行委員会」です。2021年
度は集まった611件のうち、328件を提案。以前か
らの案件を含め94件の改善が実現しました。

子どもたちに交通ルールを
教える「ドレミぐるーぷ」

「子どもたちが交通事故に遭わないように」。ボラ
ンティアグループを主体に運営されている「JAF交
通安全ドレミぐるーぷ」の活動。幼稚園児・保育園
児とその保護者を対象に、音楽を通じて交通ルー
ルを守ることの大切さを伝えています。

外国運転免許証の
切り替えをサポート

日本の運転免許証への切り替えや日本で運転する
（特定国・地域に限る）際に必要な外国運転免許証の
「日本語による翻訳文」、車両の一時輸入の通関手続
きを簡素化する「自動車カルネ」を発行しています。

自動車税制見直しを求める
要望・提言活動

複雑な自動車税制の抜本的な見直しと、自動車
ユーザーの負担軽減を求める要望・提言活動を
おこなっています。2021年度もアンケート調査をし、
11万名以上の意見を「2022年度税制改正に関す
る要望書」にとりまとめ、各政党や関係省庁、国会
議員に提出。2022年2月には、ガソリン高騰を受け、
改めて見直しを求める声明を発表しました。

2021年度 「JAF交通安全ドレミぐるーぷ」開催実績
公演数 46回 参加人数 3,309名

過去2年の「日本語による翻訳文」発行件数
2021年度 48,162件 2020年度 52,621件

在日・訪日外国人のための
通訳サービスや各種情報提供

コールセンターやロードサービス現場では、21言
語対応の通訳サービスを導入。また、英語版コー
ポレートサイトでは、外国人が認識しにくい標識や
交通ルールをクイズ形式で学べるコンテンツを用
意し、随時新しい問題を追加しています。

過去2年の通訳サービス実施件数
2021年度 1,187件 2020年度 1,152件

2021年度自動車税制対策活動

2021年8～9月に実施し、回答者は115,813名。今回の調査では、政府によ
る2050年カーボンニュートラル宣言を受け、「脱炭素社会の実現に向けて
自動車税制はどうあるべきか」という設問を追加

● 自動車税制に関するアンケート調査

原油価格高騰を受け、2022年2月に「当分の間税率の廃止」および「Tax 
on Taxの解消」を要望する声明を発表。SNSでガソリン税の問題を訴えた
投稿が拡散され話題に

● ガソリン高騰で税制見直しを求める声明を発表

「2022年度税制改正に関する要望書」をとりまとめ、各政党、関係省庁、
国会議員などに提出

● 要望・提言活動

愛知支部では愛知県知事や関係4団
体とともに、JR名古屋駅前で自動車関
係諸税の負担軽減を呼びかけ

● 街頭活動

南北向きに横断歩道が設置
され、標識も追加されました。

「当該交差点すべての箇所へ
横断歩道を設置して歩行者が
安全に横断できるようにしてほ
しい」と提案。

改善前

改善後
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公認競技会の公平性・公正性の
維持確保と安全性向上の取り組み

全日本選手権競技会に審査委員等を派遣するな
ど、公認競技会全般の公平性・公正性の維持確
保に努めています。また、オーガナイザーやクルー
を対象に、国内ラリーにおける安全講習、競技中
の事故を想定した救出訓練、感染拡大防止対策
の講習を開催し、安全性向上に取り組んでいます。

モータースポーツの
普及・振興

マイカーで参加できる競技
「オートテスト」

モータースポーツのライセンスがなくても、乗りなれ
たマイカーで参加できる競技「オートテスト」。ヘル
メットなどの装備も不要。その手軽さから競技人口
の拡大が期待されており、各地で積極的に開催さ
れています。2021年は2,992名が参加し、モーター
スポーツの楽しさを体感しました。

JAF鈴鹿グランプリと
モータースポーツジャパン併催

全日本スーパーフォーミュラ選手権の一戦にかけ
られる「JAFグランプリ」のタイトル。2021年はシ
リーズ最終戦にあたる10月30・31日に鈴鹿サー
キットにて開催。振興イベント「モータースポーツ
ジャパン」も併催され、フォーミュラカーの展示や
eスポーツ体験など会場は多くの人で賑わいました。

about JAF 2022

「オートテスト」の開催や、幅広い層の参加促進など
モータースポーツの一層の盛り上がりと、
競技人口とファンのさらなる拡大に努めています。

モータースポーツ
の振興

日本で唯一のFIA（国際自動車連盟）公認団体と
して、諸規則の制定、競技会の公認、競技に関す
る紛争の裁定などにあたっています。近年はeス
ポーツや、水素燃料車両など環境対応車両による
競技普及を促進しています。

年間7万件以上のライセンスを発給しています。
2022年1月には、国内カート競技の普及を図るた
め、レンタルカートやレジャーカート用にゴーカート
ライセンスを新設。JAFの入会や年齢を問わず、
カートを楽しみたい方ならだれでも取得可能です。

「ドライバー・オブ・ザ・イヤー」と
年間上位者を称える表彰式

1年間の競技を締めくくる表彰式。2021年は2年ぶ
りに都内会場での開催となり、各カテゴリーのチャ
ンピオンが集まりました。会員投票でその年最も輝
いた選手を決める「ドライバー・オブ・ザ・イヤー」の
表彰も同時に行われ、室伏広治スポーツ庁長官
が初代受賞者・佐藤琢磨選手の栄誉を称えました。

「JAFウィメン・イン・
モータースポーツ」の活動支援

2021年は「JAFウィメン・イン・モータースポーツ」
共催のオートテストを4回開催。いずれも女性参加
者へのサポートプログラム付きで、一部会場では
女性限定クラスが設けられました。そのほか、競技
会やイベント会場、ウェブサイトでの広報活動を支
援するなど、女性の参加を推進しています。

過去2年間の競技ライセンス発給数
2021年 72,188件
2020年 70,710件

過去2年間の競技会公認件数
2021年 678件
2020年 537件

新たにゴーカートライセンス
発給をスタート
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about JAF 2022

デジタルを最大限に活用した情報発信ツールの拡充。
いつでもどこでもJAFを身近に感じていただけるよう、
コミュニケーションの充実を図っています。

コミュニケーション
ウェブサイト 機関誌など

簡単・安心・便利！
JAFのサービスをアプリひとつで

JAFのサービスを便利に利用できる「JAFスマートフォンアプリ」。会員の皆さまからは
「いざというときロードサービスを簡単に呼べるから、お守りがわりにしている」「アプリ
クーポンがお得でありがたい」などの声をいただいています。ニーズや時機に応じた
使いたくなるクーポンの企画や、新規登録促進キャンペーンを展開し、2022年3月末
現在、登録者数は前年度から約72万名増えて5,131,788名となりました。

JAFスマートフォンアプリ
Android & iOS 対応

詳細・ダウンロードはこちらから

会員優待サービスやロードサー
ビスも、デジタル会員証の画面
提示で利用できます。

お得なアプリクーポンを続々配
信。現在地や地図、エリアなどか
ら優待施設を検索できます。

GPS機能との連動で救援場所
を特定。救援に向かうサービス
カーの位置も確認できます。

クーポン・会員優待施設検索 ロードサービスの救援要請デジタル会員証
※個人会員・家族会員限定

機 能 紹 介

『JAF Mate』

対象　　　　　個人会員、法人会員
発行部数　　　2022年春号　13,270,750部

対象　　　　　個人会員、法人会員
発行部数　　　2022年春号　13,078,500部

『JAF PLUS』

対象　　　　　ライセンス保持者
発行部数　　　2022年春号　48,600部

『JAFスポーツ』

交通安全やドライブ旅行など、豊かなカーライフに
役立つ情報を紹介する機関誌。2022年度から年4
回の季刊となり、お届けがない月もウェブサイト
「JAF Mate Online」で記事を楽しむことができます。

『JAF Mate』と一緒にお届けしている情報紙。人気
の切り取りクーポンをはじめ、お住まいエリアの優待
施設情報が充実。季刊化にともない、期間限定優
待はアプリクーポンにて引き続き提供しています。

モータースポーツ界の最新ニュースはもちろん、
ドライバーたちへのインタビューや各レースの詳細
レポートなど、読み応えのある専門誌。ライセンス
保持者に年4回お送りしています。

コーポレートサイト

ロードサービス、交通安全情報、地域
ニュース、企業情報など、JAFのサー
ビスや活動を幅広く紹介。会員専用
の「マイページ」では登録情報の確
認・変更など、各種手続きができます。

JAFナビ

アプリ同様、現在地や地図から簡単に
優待検索ができます。全国各地のイベ
ント、ドライブコース、観光スポットなど
情報満載。会員限定のプレゼント企
画や通販もあります。

JAF Mate Online

2022年3月に、機関誌『JAF Mate』か
ら誕生したウェブサイト。冊子でおなじ
みの特集や連載記事はそのままに、デ
ジタルならではの楽しみ方をプラス。オ
ンライン限定の記事も用意しています。

JAFモータースポーツ

2021年8月にリニューアル。初心者も競
技者も楽しめる新コンテンツが加わり、
さらに内容充実。最新ニュースや動画
コンテンツのほか、規則や公示など競
技者に必要な情報も掲載しています。
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JAF DATA   2022年3月末現在

一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）
創立　　　　　1963年（昭和38年）4月1日
活動拠点　　　1本部／８地方本部／52支部
職員数　　　　3,428名

会員数の推移（グラフは各年度末時点）

会員
種類

＊個人会員と同居または生計を同一にする家族
　（個人会員1名につき5名まで）

個人会員
家族会員＊
法人会員

会員数
13,133,709名
6,122,049名
843,768名

単位：名

19,000,000

20,000,000

地方本部　●支部
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８地方本部と全国の在籍会員数

過去最多の2,000万名に到達
運転免許保有者の約4人に1人が会員に

北海道本部　会員数789,120名
札幌支部　函館支部　旭川支部
釧路支部　帯広支部　北見支部

東北本部　会員数1,441,966名
青森支部　岩手支部　宮城支部
福島支部　秋田支部　山形支部

関東本部　会員数6,527,783名
新潟支部　長野支部　茨城支部　栃木支部　群馬支部
埼玉支部　千葉支部　東京支部　神奈川支部　山梨支部

中部本部　会員数4,042,486名
富山支部　石川支部　福井支部　岐阜支部
静岡支部　愛知支部　三重支部

関西本部　会員数3,241,918名
滋賀支部　京都支部　大阪支部
兵庫支部　奈良支部　和歌山支部

中国本部　会員数1,195,585名
鳥取支部　島根支部　岡山支部
広島支部　山口支部

四国本部　会員数590,875名
徳島支部　香川支部
愛媛支部　高知支部

九州本部　会員数2,269,793名
福岡支部　佐賀支部　長崎支部
熊本支部　大分支部　宮崎支部
鹿児島支部　沖縄支部

50万名

コミュニケーション

JAF公式アカウントで、2021年8～9月の約３週間、日本
気象協会が推進している「熱中症ゼロへ」プロジェク
トと連携したTwitterキャンペーンを展開しました。
3,500件を超える投稿があり、フォロワーも増加。ユー
ザーから寄せられた、熱中症になった（なりかけた）
エピソードは、今後、車内熱中症の注意喚起の際に
活用していく予定です。

JAFユーザーテストや、危険予知・事故回避トレーニング動画を
公開している「JAF Channel」。2021年度は活用強化に向け改善
し、視聴回数やチャンネル登録数の増加につながりました。

２つの公式アカウントで、JAFの最新ニュース、各種サービスや
クルマに関するお役立ち情報、モータースポーツファンの気に
なる情報などを発信しています。

Facebook

Twitter

YouTube

● JAFモータースポーツ ● JAF_PLUS_Tokyo● JAF

ソーシャルメディア 詳しくは 

応対品質とお客さま満足度の向上を目指して

コールセンター／支部窓口
お客さまからのお問い合わせにスピーディに対応
しています。各種手続きや優待サービスなどの案
内を一括して担当している「総合案内サービスセ
ンター」は、2021年度のコールセンター格付け調
査で「三つ星」を獲得しました。また、支部窓口で
は、待ち時間短縮や密回避のため、2022年4月か
ら来店の事前予約サービスを導入しています。

● JAF 日本自動車連盟 ● JAF モータースポーツ ● JAF Channel ● JAF MOTORSPORTS

新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み
お客さまと職員の安全を最優先し、感染拡大防止
対策を講じたうえ、業務にあたっています。

詳しくは 

接客時はマスクを着用

前年度19,931,302名（1年間で168,224名増加）
会員数20,099,526名
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