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自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例
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付則
第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は、自転車等の安全利用を促進するため、道路等における自転車等の放置を防止し、もつて交通の安全と円滑を確保するとともに、良好な生活環境の維持、向上を図ることを目的とする。
（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(１)　自転車　道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第11号の２に規定する自転車をいう。
(２)　原動機付自転車　道路交通法第２条第１項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(３)　自動二輪車　道路交通法第３条に規定する大型自動二輪車（側車付きのものを除く。）及び普通自動二輪車（側車付きのものを除く。）をいう。
(４)　自転車等　自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。
(５)　自転車駐車場　一定の区画を限つて設置される自転車等を駐車するための施設をいう。
(６)　道路等　道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路及び公園、広場、緑地帯その他公衆の通行又は利用する場所をいう。
(７)　放置　自転車等の利用者が、当該自転車等を離れて、直ちに移動させることができない状態にあることをいう。
一部改正〔平成24年条例18号〕
（区長の責務）
第３条　区長は、道路等における自転車等の放置を防止し、区民の良好な生活環境を確保するため、自転車駐車場の設置、自転車等の安全利用の促進に関する啓発その他必要な施策を定め、その実施に努めなければならない。
２　区長は、前項の施策を策定し、実施するにあたつては、警察署長、道路管理者、鉄道事業者その他関係機関等と協議し、連携を保たなければならない。
（自転車等の利用者等の責務）
第４条　自転車等の利用者は、自ら自転車等を適正に管理し、道路等にみだりに放置することにより生活環境を悪化させることのないよう努めるとともに、区長が実施する自転車等の利用に関する施策に協力しなければならない。
２　自転車の所有者は、自己の所有する自転車の見やすい位置に住所、氏名等を表示することに努めるとともに、防犯登録（自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号）第12条第３項に規定する防犯登録をいう。以下同じ。）を受けなければならない。
一部改正〔平成24年条例18号〕
（鉄道事業者の責務）
第５条　鉄道事業者は、鉄道を利用する者のために必要な自転車駐車場を設置し、区長の実施する自転車駐車場の設置及び自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
２　鉄道事業者は、鉄道の立体交差化又は駅施設若しくはその周辺の大改良を行うときは、区長と協議し、必要な自転車駐車場を設置するものとする。
３　鉄道事業者は、板橋区（以下「区」という。）が自転車駐車場を駅周辺に設置するため、鉄道用地の提供を申し入れたときは、当該用地の譲渡、無償による貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。
一部改正〔平成24年条例18号・28年52号〕
（公共施設等の設置者等の責務）
第６条　公共施設、大規模小売店舗、事務所、事業所、医療機関等大量の自転車等の駐車需要を生じさせる施設の設置者その他の施設に関し権限を有する者は、当該施設を利用する者のために必要な自転車駐車場を設置し、適正に管理するとともに、区長が実施する道路等における自転車等の放置の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
一部改正〔平成24年条例18号〕
第２章　自転車駐車場の整備
第１節　区営自転車駐車場の設置等
（区営自転車駐車場の設置等）
第７条　自転車等の安全な利用に資するため、板橋区営自転車駐車場（以下「区営駐車場」という。）を設置する。
２　区営駐車場は、有料駐車場とする。
３　区営駐車場の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。
４　区営駐車場は、年間を通じて利用することができる。ただし、区長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。
５　区営駐車場に自転車等を入場又は退場させることのできる時間は、次の各号に掲げる区営駐車場の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、特別の定めをすることができる。
(１)　板橋区規則（以下「規則」という。）で定める区営駐車場　規則で定める時間
(２)　前号以外の区営駐車場　全日
６　区営駐車場に駐車できる自転車等の種別、施設形態その他区営駐車場の設置等に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和60年条例23号・平成２年30号・４年21号・24年18号・25年29号・27年23号〕
（有料駐車場の利用方法）
第８条　有料駐車場の利用方法は、当日利用、時間利用及び定期利用とする。
一部改正〔平成４年条例21号・16年52号・24年50号・25年29号〕
（有料駐車場の利用手続等）
第９条　有料駐車場を利用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
２　区長は、前項の承認をするに当たつて必要があると認めるときは、次の各号に定める者について各号の順序に従つて前項の承認を優先して与えることができる。この場合における同順位者については、区内に住所を有する者（以下「区内利用者」という。）と区内に住所を有しない者（以下「区外利用者」という。）とを区分し、区内利用者を優先させるものとする。
(１)　身体に規則で定める障がいがあり、日常生活を営むに当たり、自転車等の利用を欠かすことができない者
(２)　東京都シルバーパス条例（平成12年東京都条例第113号）第３条に規定する東京都シルバーパス（以下「シルバーパス」という。）の発行を受けている者で、かつ、日常生活を営むに当たり、自転車等の利用を欠かすことができないもの
(３)　有料駐車場の最寄りの駅（以下「最寄り駅」という。）から通勤又は通学をするため、最寄り駅と住居又は勤務先若しくは学校（以下「住居等」という。）との往復に自転車等を利用する者で、かつ、最寄り駅からその者の住居等までの距離が規則で定める距離以上離れているもの
３　区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の承認を与えないことができる。
(１)　自転車等の構造又は規模が駐車施設の構造又は規格に適合しないとき。
(２)　有料駐車場の収容能力を超えるとき。
(３)　自転車が防犯登録を受けていないとき。
(４)　原動機付自転車又は自動二輪車が自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）第９条の２及び第９条の３に規定する保険標章を表示していないとき若しくは有効期間の経過した保険標章を表示しているとき又は同法第９条の４により読み替えて準用される同法第９条の２及び同法第９条の５により読み替えて適用される同法第９条の３に規定する共済標章を表示していないとき若しくは有効期間の経過した共済標章を表示しているとき。
(５)　前各号に定めるもののほか、区長が不適当と認めるとき。
４　前３項に定めるもののほか、有料駐車場の利用手続に関し必要な事項については、規則で定める。
一部改正〔平成４年条例21号・13年28号・24年18号・25年29号・28年52号〕
（利用カード）
第９条の２　区長は、有料駐車場の利用において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、入場及び退場の際に必要なカード（以下「利用カード」という。）を有料駐車場の利用承認を受けた者に貸与することができる。
２　利用カードを紛失、破損等した者は、規則で定めるところにより、速やかに利用カードの再貸与を受けなければならない。この場合において、利用カードの再貸与を受ける者は、区長が特別な事由があると認めたときを除き、弁償金として500円を納付しなければならない。
追加〔平成24年条例50号〕
（使用料）
第10条　有料駐車場の利用承認を受けた者は、規則で定めるところにより、別表第２に定める額を限度として規則で定める使用料を納付しなければならない。不正の行為により有料駐車場を利用し、使用料の納入を免れた者も、同様とする。
一部改正〔平成４年条例21号・16年52号・24年18号・50号・25年29号〕
（使用料の減免）
第11条　区長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成４年条例21号・16年52号〕
（使用料の不還付）
第12条　既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成４年条例21号・16年52号〕
（利用承認の取消し等）
第13条　区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料駐車場の利用承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(１)　有料駐車場の利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は区長の指示に違反したとき。
(２)　災害その他の事故により有料駐車場の利用ができなくなつたとき。
(３)　工事その他の都合により区長が特に必要があると認めるとき。
一部改正〔平成４年条例21号・24年18号・25年29号〕
（権利譲渡等の禁止）
第13条の２　有料駐車場の利用承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
追加〔平成24年条例18号〕、一部改正〔平成25年条例29号〕
第14条　削除
削除〔平成27年条例23号〕
（禁止行為）
第14条の２　区営駐車場の利用者は、次の行為をしてはならない。
(１)　施設を毀損し、又は汚損すること。
(２)　発火、引火又は爆発のおそれのある物を持ち込む等公序良俗に反する行為
(３)　広告宣伝を行うこと。
(４)　飲酒、飲食又は喫煙をすること。
(５)　規則で定めるところにより駐車できるものとされた種別の自転車等以外のものを駐車すること。
(６)　他の自転車等の通行を妨げること。
(７)　自転車等を通路にはみ出して駐車すること。
(８)　立入禁止区域に立ち入ること。
(９)　ごみを投棄すること。
(10)　区営駐車場の利用以外の目的で施設に立ち入ること。
(11)　前各号に定めるもののほか、規則で定める行為
追加〔平成24年条例18号〕
（区営駐車場内の自転車等の撤去）
第14条の３　区長は、区営駐車場内において次の各号のいずれかに該当する自転車等があるときは、規則で定める時を経過した後、当該自転車等を適当な場所に撤去することができる。
(１)　利用承認を受けていない自転車等
(２)　納入すべき使用料が納入されていない自転車等
(３)　この条例、この条例に基づく規則又は区長の指示に違反して利用されている自転車等で、区営駐車場の管理上支障があると認められるもの
２　前項の場合において、施錠器具その他の器具を用いて自転車等を区営駐車場の施設その他に固定することにより、当該自転車等を撤去することができないときは、当該器具の切断その他の当該自転車等を撤去するにあたり必要な措置をとることができる。
３　第１項の規定により自転車等を撤去したときは、速やかに当該自転車等のあつた区営駐車場、撤去した日その他規則で定める事項を告示するとともに、区営駐車場内において周知するものとする。
４　区長は、第１項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。
５　区長は、前項の規定により保管する自転車等について、その所有者の発見に努め、所有者が明らかになつたものについては、所有者に対し、当該自転車等を引渡す旨、引渡しの日時、引渡場所その他必要な事項を通知し、引渡すものとする。
６　区長は、第４項の規定により保管する自転車等で、第３項の告示をした日から規則で定める期間を経過してもなお返還することができないものについては、売却、廃棄等の処分をすることができる。
７　第32条の規定は、第１項の規定により自転車等を撤去した場合について準用する。
追加〔平成24年条例18号〕、一部改正〔平成27年条例23号〕
（区営駐車場内の撤去の例外）
第14条の４　前条第１項各号のいずれかに該当する自転車等で、その機能を喪失していることが明らかなものは、前条の規定にかかわらず、これを廃棄物とみなして直ちに処分することができる。
追加〔平成24年条例18号〕
（損害賠償の義務）
第15条　区営駐車場の施設を毀損し、その他区営駐車場に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成24年条例18号〕
（免責事項）
第15条の２　区営駐車場において、天災、盗難その他第三者の行為に起因して生じた利用者の損害について、区は賠償の責めを負わないものとする。第14条の３第４項又は第31条第２項の規定により自転車等を保管する場合においても、同様とする。
追加〔平成24年条例18号〕
（管理の委託）
第16条　区長は、区営駐車場の管理事務のうち、次に掲げる事務の執行を、委託することができる。
(１)　自転車等の受入れに関すること。
(２)　利用申請の受付及び承認書の交付に関すること。
(３)　駐車場の施設及び物品の保全（軽易な修繕及び整備を含む。）に関すること。
(４)　駐車場内の清掃その他環境整備に関すること。
２　前項の委託事務の執行に要する経費については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。
一部改正〔平成27年条例70号〕
第２節　民営自転車駐車場に対する助成等
（助成等）
第17条　区長は、一般の利用に供する民営自転車駐車場の所有者又は管理者に対し、自転車駐車場の管理、運営等の事項に関し必要な指導及び助言を行い、並びに予算の範囲内において、自転車駐車場の設置に要する費用の一部を助成することができる。
一部改正〔平成24年条例18号〕
第３節　自転車等の大量駐車需要を生じさせる施設における自転車駐車場の設置等
第18条　削除
削除〔平成４年条例21号〕
（施設の新設の場合の自転車駐車場の設置）
第19条　区の区域内（以下「指定区域」という。）において、次の表の左欄に掲げる用途（以下「指定用途」という。）に供する施設で、同表の中欄に掲げる規模のものを新設（指定用途への用途の変更を含む。以下同じ。）しようとする者は、同表の右欄に掲げる規模の自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設から50メートル以内に設置しなければならない。
施設の用途
施設の規模
自転車駐車場の規模
遊技場、カラオケボツクス及びレンタルビデオ（これに類する音楽・映像記録物を含む。）店
店舗面積が200平方メートルを超えるもの
店舗面積10平方メートルごとに１台の割合で算定した台数（１台に満たない端数は、切り捨てる。）を収容することができるもの
百貨店、スーパーマーケットその他の小売店及び飲食店
店舗面積が300平方メートルを超えるもの
店舗面積15平方メートルごとに１台の割合で算定した台数（１台に満たない端数は、切り捨てる。）を収容することができるもの
銀行
店舗面積が400平方メートルを超えるもの
店舗面積20平方メートルごとに１台の割合で算定した台数（１台に満たない端数は、切り捨てる。）を収容することができるもの
スポーツ及び健康の増進を目的とする施設
店舗面積が500平方メートルを超えるもの
店舗面積25平方メートルごとに１台の割合で算定した台数（１台に満たない端数は、切り捨てる。）を収容することができるもの
学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設
店舗面積が300平方メートルを超えるもの
店舗面積15平方メートルごとに１台の割合で算定した台数（１台に満たない端数は、切り捨てる。）を収容することができるもの
映画館、劇場及びボーリング場
店舗面積が900平方メートルを超えるもの
店舗面積45平方メートルごとに１台の割合で算定した台数（１台に満たない端数は、切り捨てる。）を収容することができるもの
備考
１　遊技場とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項第７号及び第８号に規定するものをいう。
２　銀行とは、銀行法（昭和56年法律第59号）に基づき設立された銀行、長期信用銀行法（昭和27年法律第187号）に基づき設立された銀行、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律（昭和18年法律第43号）により信託業務を行う信託銀行、信用金庫法（昭和26年法律第238号）に基づき設立された信用金庫及び中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づき設立された金融事業を行う信用協同組合をいう。
３　スポーツ及び健康の増進を目的とする施設とは、トレーニング、ダンス、水泳、スケート等の用に供する施設をいう。
４　店舗面積の算定方法は、規則で定める。
２　２以上の指定用途に供する施設（以下「混合用途施設」という。）の新設については、当該用途ごとに前項の表の右欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車駐車場の規模を同表の右欄の自転車駐車場の規模とみなして、前項の規定を適用する。
一部改正〔昭和59年条例30号・60年23号・平成４年21号・13年28号・20年14号・28年52号〕
（施設を増設する場合の自転車駐車場の規模）
第20条　指定区域内において、次の各号に掲げる増設をしようとする者は、当該増設後の施設（当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に設置された部分を除く。）をすべて新設したものとみなして前条の規定により算定した自転車駐車場の規模から、現にこの条例に基づき設置されている自転車駐車場の規模を控除した規模の自転車駐車場を設置しなければならない。
(１)　指定用途に供する施設についての前条第１項の表の中欄に掲げる規模となる増設又は当該施設で当該規模のものについての増設
(２)　混合用途施設となる増設又は混合用途施設についての増設で、当該増設後の施設をすべて新設したとみなして指定用途ごとに前条第１項の表の右欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの
一部改正〔昭和59年条例30号・平成４年21号・20年14号〕
（指定区域の内外にわたる施設に係る自転車駐車場の設置）
第21条　施設が指定区域の内外にわたる場合においては、当該施設のうち指定区域外に存する部分は存しないものとみなして、第19条又は前条の規定を適用する。
（自転車駐車場の構造等）
第22条　第19条又は第20条の規定により設置する自転車駐車場は、駐車部分の規模を駐車台数１台につき１平方メートル以上とし、自転車が有効に駐車できる構造のものとしなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、特殊な装置を用いる自転車駐車場で効率的な駐車ができるものについては、区長は、前項の規模を緩和することができる。
（自転車駐車場の設置の届出）
第23条　第19条又は第20条の規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、自転車駐車場の位置、規模等を区長に届け出なければならない。届出事項を変更しようとする場合も、同様とする。
２　第19条又は第20条の規定による自転車駐車場の設置を完了した者は、規則で定めるところにより、設置が完了した旨の届出を行うとともに、完了検査を受けなければならない。
一部改正〔平成24年条例18号〕
（自転車駐車場の管理）
第24条　第19条又は第20条の規定により設置された自転車駐車場の所有者（所有者が、自己に代わり自転車駐車場を管理する者（以下「管理者」という。）を選任したときは、その管理者とする。）は、当該自転車駐車場を常に自転車の駐車に適する状態に管理しなければならない。
（立入検査）
第25条　区長は、この条例を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、施設若しくは自転車駐車場に立ち入り、規模、構造等を検査させることができる。
２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
（措置命令）
第26条　区長は、第19条、第20条、第22条又は第24条の規定に違反した者に対し、相当の期間を定めて、自転車駐車場の設置、原状回復、その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
２　区長は、前項の措置を命じようとする場合においては、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書を交付しなければならない。
（公表）
第27条　区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(１)　第25条第１項の報告若しくは資料の提出を求めた場合又は立入検査をしようとした場合において、施設若しくは駐車場の所有者若しくは管理者が、その求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み若しくは妨げたとき。
(２)　前条第１項の措置を命じた場合において、命ぜられた者が、その命令に従わないとき。
一部改正〔平成24年条例18号〕
第３章　自転車等の放置の防止
一部改正〔昭和62年条例16号〕
（放置禁止区域の指定）
第28条　区長は、道路等における公衆の安全、円滑な通行又は利用を確保するため必要と認めるときは、自転車等（自動二輪車を除く。第30条の３を除き、以下この章において同じ。）の放置を禁止する区域（以下「放置禁止区域」という。）を指定することができる。
２　区長は、前項の規定により放置禁止区域を指定するときは、必要に応じ当該放置禁止区域内又はその区域に近接する適当な位置に自転車等を暫定的に駐車することができる場所（以下「暫定駐車箇所）という。）を指定するものとする。
３　区長は、必要があると認めるときは、前２項の規定により指定した放置禁止区域又は暫定駐車箇所の指定を変更し、又は解除することができる。
４　区長は、前３項の規定により放置禁止区域又は暫定駐車箇所を指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示しなければならない。
一部改正〔昭和62年条例16号・平成４年21号・24年18号〕
（自転車等の放置の禁止）
第29条　自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
一部改正〔昭和62年条例16号〕
（放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置）
第30条　区長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者又は所有者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動すべきことを命ずることができる。
２　区長は、放置禁止区域内において、自転車等が放置されていることにより、道路等の安全、円滑な通行又は利用が阻害され、かつ、当該自転車等の利用者又は所有者が現場にいないときは、当該自転車等を適当な場所に撤去することができる。
３　前項の場合において、施錠器具その他の器具を用いて自転車等を道路の付属物その他に固定することにより、当該自転車等を撤去することができないときは、当該器具の切断その他の当該自転車等を撤去するにあたり必要な措置をとることができる。
一部改正〔昭和62年条例16号・平成４年21号・24年18号〕
（放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置）
第30条の２　区長は、放置禁止区域外に放置されている自転車等に対し撤去する旨を警告した後、３日間経過後なお移動しないものがあるときは、当該自転車等を適当な場所に撤去することができる。
２　前条第３項の規定は、前項の場合に準用する。
追加〔平成４年条例21号〕、一部改正〔平成18年条例36号・24年18号〕
（放置自転車等に対する措置の例外）
第30条の３　区長は、放置禁止区域内及び放置禁止区域外に放置されている自転車等で、その機能を喪失していることが明らかなものは、これを廃棄物とみなして直ちに処分することができる。
追加〔平成４年条例21号〕
（放置自転車等を撤去した場合の措置）
第31条　区長は、第30条第２項及び第30条の２第１項の規定により自転車等を撤去したときは、速やかに自転車等が放置されていた場所、撤去した日その他規則で定める事項を告示する。この場合において、当該自転車等を第30条第２項の規定により撤去したときは、放置禁止区域内又はその周辺の見やすい場所において周知しなければならない。
２　区長は、第30条第２項及び第30条の２第１項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。
３　区長は、前項の規定により保管する自転車等について、その所有者の発見に努め、所有者が明らかになつたものについては、所有者に対し、当該自転車等を引渡す旨、引渡しの日時、引渡場所その他必要な事項を通知し、引渡すものとする。
４　区長は、第２項の規定により保管する自転車等で、第１項の告示をした日から１箇月を経過してもなお返還することができないものについては、これを売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、買受人がいないとき又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等について、廃棄等の処分をすることができる。
５　区長は、前項の規定により、売却した自転車等について、第１項の告示をした日から６箇月以内に当該自転車等の所有者等がその返還を求めたときは、その売却した代金を返還するものとする。
一部改正〔昭和62年条例16号・平成４年21号・19年17号・24年18号〕
（撤去等に要した費用の徴収）
第32条　区長は、第30条第２項及び第30条の２第１項の規定により撤去した自転車等をその所有者等に返還するときは、撤去、保管及び返還に要した費用を当該所有者等から徴収する。ただし、規則で定める事由に該当する場合はこの限りでない。
２　前項本文の規定により徴収する費用の額は、撤去、保管及び返還に要する実費を超えない範囲内において、規則で定める。
一部改正〔昭和62年条例16号・平成４年21号・24年18号〕
第４章　雑則
（委任）
第33条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付　則
この条例は、規則で定める日から施行する。（昭和59年３月東京都板橋区規則第19号で、同59年４月１日から施行）
付　則（昭和59年６月30日条例第30号）
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、板橋区規則で定める日から施行する。（昭和59年７月東京都板橋区規則第30号で、別表第１の改正規定中ときわ台駅北口第２自転車駐車場及び下赤塚駅北口自転車駐車場に係る部分は、同59年７月15日から施行、昭和59年９月東京都板橋区規則第37号で、別表第１の改正規定（ときわ台駅北口第２自転車駐車場、下赤塚駅北口自転車駐車場及び高島平駅第４自転車駐車場に係る部分を除く。）は、同59年９月20日から施行）
付　則（昭和60年３月15日条例第23号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、第19条第１項の表の備考第１号の改正規定は、公布の日から施行する。（昭和60年３月東京都板橋区規則第17号で、別表第１の改正規定（同表中板橋本町駅第２自転車駐車場、板橋本町駅第３自転車駐車場、板橋本町駅第４自転車駐車場、本蓮沼駅自転車駐車場、ときわ台駅北口第２自転車駐車場、成増駅南口自転車駐車場、成増駅北口第１自転車駐車場及び成増駅北口第２自転車駐車場に係る部分を除く。）は、同60年４月１日から施行、昭和60年６月東京都板橋区規則第33号で、別表第１の改正規定中ときわ台駅北口第２自転車駐車場に係る部分は、同60年７月１日から施行、昭和60年８月東京都板橋区規則第40号で、別表第１の改正規定中成増駅南口自転車駐車場、成増駅北口第１自転車駐車場及び成増駅北口第２自転車駐車場に係る部分は、同60年９月１日から施行、昭和60年９月東京都板橋区規則第44号で、別表第１の改正規定中本蓮沼駅自転車駐車場に係る部分は、同60年10月１日から施行、昭和61年３月板橋区規則第５号で、別表第１の改正規定中板橋本町駅第２自転車駐車場、板橋本町駅第３自転車駐車場及び板橋本町駅第４自転車駐車場に係る部分は、同61年４月１日から施行）
付　則（昭和61年３月14日条例第25号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（昭和62年３月東京都板橋区規則第10号で、別表第１の改正規定中板橋区役所前駅南自転車駐車場、志村三丁目駅第４自転車駐車場及び蓮根三丁目自転車駐車場に係る部分は、同62年４月１日から施行）
付　則（昭和62年３月12日条例第16号）
この条例は、公布の日から施行する。
付　則（昭和63年３月14日条例第17号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（昭和63年３月東京都板橋区規則第９号で、同63年４月１日から施行）
付　則（昭和63年７月１日条例第26号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（昭和63年８月東京都板橋区規則第45号で、同63年９月１日から施行）
付　則（昭和63年10月３日条例第32号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（昭和63年11月東京都板橋区規則第53号で、同63年12月１日から施行）
付　則（平成２年３月14日条例第10号）
（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定及び次項の規定は、平成２年４月１日から施行する。
（経過措置）
２　この条例による改正前の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる月を利用開始月として同表中欄に掲げる単位で自転車駐車場の定期利用の利用承認（自転車に係るものに限る。）を受け、かつ、使用料を徴収された者は、この条例による改正後の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の規定にかかわらず、当該利用承認及び使用料をもって、同表右欄に掲げる利用終了月まで利用期間を延長して当該自転車駐車場を利用することができる。
利用開始月
単位
利用終了月
平成元年11月
６箇月
平成２年５月
平成元年12月

平成２年６月
平成２年１月

平成２年７月
平成２年２月
３箇月
平成２年５月

６箇月
平成２年８月
平成２年３月
３箇月
平成２年６月

６箇月
平成２年９月
（自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）
３　自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の一部を改正する条例（昭和61年板橋区条例第25号）の一部を次のように改正する。
別表第１(１)有料自転車駐車場の部成増駅北口第２自転車駐車場の項の次に成増駅北口第３自転車駐車場の項を加える改正規定を削る。
付　則（平成２年11月27日条例第30号）
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成２年12月東京都板橋区規則第41号で、別表第１の改正規定中成増公園前自転車駐車場に係る部分は、同３年１月４日から施行、東武練馬駅東自転車駐車場に係る部分は、同月21日から施行、平成３年１月東京都板橋区規則第２号で別表第１の改正規定中成増駅北口第１自転車駐車場に係る部分は、同３年２月１日から施行）
付　則（平成３年３月14日条例第19号）
この条例は、平成３年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中成増駅北口第４自転車駐車場に係る部分は、公布の日から施行する。
付　則（平成３年10月９日条例第45号）
この条例は、平成３年11月１日から施行する。
付　則（平成４年３月10日条例第21号）
この条例は、平成４年７月１日から施行する。
付　則（平成４年６月22日条例第35号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成４年９月東京都板橋区規則第50号で、同４年10月１日から施行）
付　則（平成５年３月10日条例第18号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成５年３月東京都板橋区規則第17号で、別表第１の改正規定中成増一丁目自転車駐車場及び志村三丁目駅第４自転車駐車場に係る部分の施行期日は、平成５年４月１日から施行、平成５年４月16日東京都板橋区規則第26号で、別表第１の改正規定中上板橋駅北自転車駐車場及び上板橋駅南口自転車駐車場に係る部分の施行期日は、平成５年５月１日から施行）
付　則（平成５年６月23日条例第22号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成５年９月29日東京都板橋区規則第58号で、同５年10月１日から施行）
付　則（平成５年10月14日条例第27号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成５年11月東京都板橋区規則第62号で、別表第１の改正規定中下板橋駅第１自転車駐車場及び下板橋第２自転車駐車場に係る部分の施行期日は、平成５年12月１日から施行、平成６年２月東京都板橋区規則第１号で、別表第１の改正規定中高島陸橋交差点自転車駐車場に係る部分の施行期日は、平成６年３月１日から施行）
付　則（平成５年12月２日条例第30号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成６年２月東京都板橋区規則第１号で、同６年３月１日から施行）
付　則（平成６年３月11日条例第17号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成７年９月東京都板橋区規則第56号で、同７年10月１日から施行）
付　則（平成７年３月10日条例第17号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成７年３月東京都板橋区規則第39号で、別表第１の改正規定中上板橋三丁目交差点自転車駐車場に係る部分の施行期日は、同７年４月１日から施行、平成７年５月東京都板橋区規則第43号で、別表第１の改正規定中東武練馬駅北自転車駐車場に係る部分の施行期日は、同７年６月１日から施行、平成７年８月東京都板橋区規則第53号で、別表第１の改正規定中新高島平駅北自転車駐車場に係る部分の施行期日は、同７年９月１日から施行）
付　則（平成７年６月30日条例第29号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成７年９月東京都板橋区規則第56号で、同７年10月１日から施行）
付　則（平成８年７月１日条例第23号）
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中中板橋駅東自転車駐車場に係る部分は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成８年７月東京都板橋区規則第51号で、同８年８月１日から施行）
付　則（平成９年３月10日条例第17号）
この条例は、平成９年４月１日から施行する。
付　則（平成９年６月24日条例第29号）
この条例は、平成９年８月１日から施行する。
付　則（平成９年10月１日条例第36号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成９年10月東京都板橋区規則第61号で、同９年11月１日から施行）
付　則（平成10年３月９日条例第13号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中東武練馬駅北口第１自転車駐車場に係る部分は、平成10年４月１日から、新高島平駅自転車駐車場に係る部分は、平成10年６月１日から施行する。（平成10年４月東京都板橋区規則第39号で、同10年５月１日から施行）
付　則（平成10年６月18日条例第31号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中東武練馬駅自転車駐車場に係る部分は、平成10年７月１日から施行する。（平成10年11月東京都板橋区規則第75号で、同10年12月１日から施行）
付　則（平成10年12月１日条例第44号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成11年１月東京都板橋区規則第５号で、同11年２月１日から施行）
付　則（平成13年３月９日条例第28号）
１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成13年３月東京都板橋区規則第18号で、同13年４月１日から施行）
２　この条例による改正後の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例（以下「新条例」という。）第９条第２項第２号の規定は、平成12年10月１日から適用する。
３　この条例による改正前の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例第９条第２項第２号の規定に基づき利用承認を受けた者は、新条例第９条第２項第２号の規定に基づき利用承認を受けた者とみなす。
付　則（平成15年３月６日条例第17号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中板橋本町駅第三自転車駐車場の項を削る部分は、平成15年３月31日から施行する。（平成15年５月東京都板橋区規則第42号で、同15年５月１日から施行、別表第１の改正規定中下板橋駅第二自転車駐車場の項の次に大山駅前自転車駐車場の項を加える部分は、同月19日から施行）
付　則（平成15年６月30日条例第29号）
この条例は、公布の日から施行する。
付　則（平成16年３月11日条例第19号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成16年３月東京都板橋区規則第20号で、同16年４月１日から施行）
付　則（平成16年10月25日条例第52号）
１　この条例は、平成17年４月１日から施行する。ただし、第10条の改正規定（「前納しなければならない」を「納付しなければならない」に改める部分に限る。）、別表第２(１)有料自転車駐車場の当日利用の部及び(２)有料自転車駐車場の定期利用の部の改正規定並びに同表(３)登録自転車駐車場の登録料の部の改正規定（「登録自転車駐車場の登録料」を「登録自転車駐車場の定期利用」に改める部分を除く。）は同年１月１日から、付則第３項の規定は公布の日から施行する。
２　前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、現に利用申請を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
３　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付　則（平成17年３月14日条例第22号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成17年３月東京都板橋区規則第11号で、同17年３月26日から施行）
付　則（平成18年６月30日条例第36号）
この条例は、公布の日から施行する。
付　則（平成18年10月20日条例第40号）
この条例は、公布の日から施行する。
付　則（平成19年３月12日条例第17号）
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に撤去した自転車等について適用し、施行日前に撤去した自転車等については、なお従前の例による。
付　則（平成20年３月12日条例第14号）
１　この条例は、平成20年10月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、同年４月１日から施行する。
２　この条例による改正後の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例第２章第３節の規定は、平成20年10月１日以後の施設の新設（指定用途への用途の変更を含む。以下同じ。）又は増設（当該新設又は増設について、同日前に、建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく確認申請があったもの又はこの条例による改正前の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例第23条の規定に基づき届出があったものを除く。）について適用する。
付　則（平成21年６月17日条例第29号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成21年９月東京都板橋区規則第65号で、同21年１月１日から施行）
付　則（平成22年６月29日条例第21号）
この条例は、平成22年７月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定中板橋駅自転車駐車場に係る部分は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成22年７月東京都板橋区規則第45号で、同22年７月13日から施行）
付　則（平成24年３月８日東京都板橋区条例第18号）
１　この条例は、平成24年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定、第９条第２項第１号の改正規定（「障害」を「障がい」に改める部分に限る。）、同条第３項各号列記以外の部分の改正規定並びに第13条及び第27条の改正規定は、公布の日から、別表第１の改正規定は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成24年３月東京都板橋区規則第41号で、同24年４月１日から施行）
２　この条例による改正後の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例第９条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
付　則（平成24年10月30日東京都板橋区条例第50号）
この条例は、平成24年11月１日から施行する。ただし、第９条の次に１条を加える改正規定及び別表第１の改正規定（同表(１)有料自転車駐車場の部中浮間舟渡駅自転車駐車場の項の次に小竹向原駅自転車駐車場の項を加える改正規定及び同表(３)無料自転車駐車場の部中小竹向原駅自転車駐車場の項を削る改正規定を除く。）は、平成25年４月１日から施行する。
付　則（平成25年３月８日東京都板橋区条例第22号）
この条例は、平成25年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定（同表(１)有料自転車駐車場の部高島平駅第２自転車駐車場の項の次に新高島平駅南自転車駐車場の項を加える改正規定を除く。）は板橋区規則で定める日から、別表第２の改正規定は公布の日から施行する。（平成25年３月東京都板橋区規則第45号で、同25年５月１日から施行）
付　則（平成25年６月25日東京都板橋区条例第29号）
この条例は、平成25年10月１日から施行する。
付　則（平成25年10月18日東京都板橋区条例第34号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成25年11月東京都板橋区規則第77号で、同25年11月１日から施行。ただし、条例別表第１の改正規定（同表(１)有料自転車駐車場の部本蓮沼駅第２自転車駐車場の項の次に志村坂上駅北自転車駐車場の項を加える改正規定を除く）は平成25年12月１日から施行）
付　則（平成25年12月19日東京都板橋区条例第42号）
この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。（平成25年12月東京都板橋区規則第88号で、同25年12月25日から施行。ただし、別表第１の改正規定（同表(１)有料自転車駐車場の部に東武練馬駅東自転車駐車場の項を加える部分及び同表(２)無料自転車駐車場の部東武練馬駅東自転車駐車場の項を削る部分に限る。）は平成26年３月１日から施行）
付　則（平成26年６月30日東京都板橋区条例第22号）
１　この条例は、平成26年10月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
３　この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例別表第１(１)有料自転車駐車場の部に規定する東武練馬駅原動機付自転車駐車場の定期利用の承認を受けている者は、この条例による改正後の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例別表第１(１)有料自転車駐車場の部に規定する東武練馬駅自転車駐車場の定期利用の承認を受けたものとみなす。
付　則（平成26年12月22日東京都板橋区条例第34号）
１　この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。（平成27年２月東京都板橋区規則第３号で、同27年３月１日から施行）
２　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付　則（平成27年３月13日東京都板橋区条例第23号）
１　この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。（平成27年３月東京都板橋区規則第43号で、同27年４月１日から施行）
２　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付　則（平成27年７月６日東京都板橋区条例第43号）
１　この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。（平成27年９月東京都板橋区規則第68号で、別表第１の改正規定（同表有料自転車駐車場の部ときわ台駅北口第４自転車駐車場の項の次に上板橋駅西自転車駐車場の項を加える改正規定に限る。）は、同27年10月１日から施行。平成27年12月東京都板橋区規則第78号で、別表第１の改正規定（同表有料自転車駐車場の部本蓮沼駅第２自転車駐車場の項の次に本蓮沼駅第３自転車駐車場の項を加える改正規定に限る。）は、同27年12月20日から施行。平成28年３月東京都板橋区規則第12号で、別表第１の改正規定（同表有料自転車駐車場の部志村三丁目駅第４自転車駐車場の項の次に志村三丁目駅第５自転車駐車場の項を加える改正規定に限る。）は、同28年３月16日から施行）
２　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付　則（平成27年12月25日東京都板橋区条例第70号）
１　この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付　則（平成28年10月21日東京都板橋区条例第52号）
１　この条例は、平成29年３月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は板橋区規則で定める日から、次項の規定は公布の日から施行する。（平成28年12月東京都板橋区規則第148号で、同29年１月１日から施行）
２　この条例による改正後の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例（以下「新条例」という。）別表第１に規定する西台駅高架下自転車駐車場の利用に関し必要な手続その他の行為は、別表第１の改正規定の施行前においても行うことができる。
３　新条例別表第２の規定は、平成29年４月以後の月を利用開始月とする定期利用について適用し、同月前の月を利用開始月とする定期利用については、なお従前の例による。
付　則（平成28年12月22日東京都板橋区条例第68号）
１　この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。（平成29年３月東京都板橋区規則第43号で、同29年４月１日から施行）
２　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付　則（平成29年３月17日東京都板橋区条例第14号）
１　この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。（平成29年３月東京都板橋区規則第44号で、別表第１の改正規定（同表有料自転車駐車場の部成増駅南口第５自転車駐車場の項を削る部分に限る。）は、同29年４月１日から施行。平成29年７月東京都板橋区規則第55号で、同29年８月１日から施行）
２　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
３　この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の自転車等の駐車場の整備及び放置の防止に関する条例別表第１有料自転車駐車場の部に規定する成増駅南口第５自転車駐車場の定期利用の承認を受けている者は、別に区長が指定する有料自転車駐車場の定期利用の承認を受けたものとみなす。
付　則（平成29年６月30日東京都板橋区条例第30号）
１　この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。（平成30年２月東京都板橋区規則第４号で、同30年３月１日から施行）
２　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付　則（平成29年12月25日東京都板橋区条例第36号）
１　この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。（平成30年２月東京都板橋区規則第４号で、同30年３月１日から施行）
２　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付　則（平成30年６月29日東京都板橋区条例第34号）
この条例は、公布の日から施行する。
付　則（令和元年６月28日東京都板橋区条例第10号）
１　この条例は、板橋区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。（令和３年７月東京都板橋区規則第71号で、同３年８月１日から施行）
２　この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
付　則（令和２年３月13日東京都板橋区条例第14号）
この条例は、令和２年４月１日から施行する。
付　則（令和２年10月23日東京都板橋区条例第30号）
この条例は、令和３年３月１日から施行する。
付　則（令和３年６月29日東京都板橋区条例第26号）
１　この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第３項の規定は、公布の日から施行する。
２　この条例による改正後の第16条の６の規定が適用される場合において、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に施行日以後の区営駐車場の利用に係る使用料を納付した者は、施行日以後の区営駐車場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の額に相当する額の利用料金を、指定管理者に納付したものとみなす。
３　この条例による改正後の第16条の２に規定する指定管理者の指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表第１（第７条関係）
有料自転車駐車場
名称
位置
板橋区役所前駅東自転車駐車場
東京都板橋区板橋三丁目10番８号
板橋区役所前駅西自転車駐車場
東京都板橋区大山東町41番２号
板橋区役所前駅南自転車駐車場
東京都板橋区板橋二丁目56番４号先
板橋駅自転車駐車場
東京都板橋区板橋一丁目１番２号
板橋駅西口自転車駐車場
東京都板橋区板橋一丁目15番１号先
新板橋駅前高架下自転車駐車場
東京都板橋区板橋四丁目４番先
板橋区役所前駅高架下自転車駐車場
東京都板橋区板橋三丁目７番先
板橋本町駅第１自転車駐車場
東京都板橋区大和町29番13号
板橋本町駅第４自転車駐車場
東京都板橋区本町37番10号先
大和町自転車駐車場
東京都板橋区大和町20番７号
ＹＵＭＥパーク・大和町自転車駐車場
東京都板橋区大和町17番１号
本蓮沼駅自転車駐車場
東京都板橋区蓮沼町22番４号
本蓮沼駅第２自転車駐車場
東京都板橋区大原町２番13号
本蓮沼駅第３自転車駐車場
東京都板橋区蓮沼町22番
志村坂上駅自転車駐車場
東京都板橋区小豆沢二丁目18番９号
志村坂上駅北自転車駐車場
東京都板橋区小豆沢三丁目６番７号
志村三丁目駅第１自転車駐車場
東京都板橋区志村三丁目21番20号先
志村三丁目駅第２自転車駐車場
東京都板橋区志村三丁目24番17号先
志村三丁目駅第３自転車駐車場
東京都板橋区志村三丁目26番21号先
志村三丁目駅第４自転車駐車場
東京都板橋区志村三丁目15番先
志村三丁目駅第５自転車駐車場
東京都板橋区志村三丁目20番
蓮根駅自転車駐車場
東京都板橋区蓮根二丁目31番２号
蓮根駅北自転車駐車場
東京都板橋区蓮根二丁目31番27号
蓮根三丁目自転車駐車場
東京都板橋区蓮根三丁目３番12号
西台駅高架下自転車駐車場
東京都板橋区高島平九丁目１番
西台駅東自転車駐車場
東京都板橋区蓮根三丁目６番10号
高島平駅第１自転車駐車場
東京都板橋区高島平八丁目２番２号
高島平駅第２自転車駐車場
東京都板橋区高島平八丁目２番１号
高島平駅東口自転車駐車場
東京都板橋区高島平八丁目２番先
高島平駅西口自転車駐車場
東京都板橋区高島平八丁目２番先
新高島平駅南自転車駐車場
東京都板橋区高島平三丁目14番先
新高島平駅北自転車駐車場
東京都板橋区高島平七丁目17番３号
高島陸橋交差点自転車駐車場
東京都板橋区高島平五丁目55番２号、高島平五丁目55番３号、三園一丁目47番14号及び三園二丁目１番１号
西高島平駅前自転車駐車場
東京都板橋区高島平六丁目１番１号先
西高島平駅南口自転車駐車場
東京都板橋区高島平六丁目１番先
下板橋駅第１自転車駐車場
東京都板橋区板橋一丁目４番13号先
下板橋駅第２自転車駐車場
東京都板橋区板橋二丁目３番１号先
大山駅前自転車駐車場
東京都板橋区大山町２番２号
大山駅自転車駐車場
東京都板橋区栄町35番２号
中板橋駅南口自転車駐車場
東京都板橋区弥生町33番１号先
中板橋駅北口自転車駐車場
東京都板橋区中板橋24番３号先
中板橋駅東自転車駐車場
東京都板橋区中板橋18番32号
ときわ台駅南口自転車駐車場
東京都板橋区南常盤台二丁目４番10号
ときわ台駅北口第１自転車駐車場
東京都板橋区常盤台二丁目１番10号
ときわ台駅北口第２自転車駐車場
東京都板橋区常盤台二丁目７番８号
ときわ台駅北口第３自転車駐車場
東京都板橋区常盤台二丁目６番２号
ときわ台駅北口第４自転車駐車場
東京都板橋区常盤台一丁目45番
上板橋駅西自転車駐車場
東京都板橋区上板橋三丁目16番
上板橋駅南口自転車駐車場
東京都板橋区上板橋一丁目13番23号
上板橋駅北自転車駐車場
東京都板橋区常盤台四丁目30番８号
上板橋駅東自転車駐車場
東京都板橋区常盤台四丁目14番
徳丸タウンブリッジ自転車駐車場
東京都板橋区徳丸一丁目８番３号
東武練馬駅自転車駐車場
東京都板橋区徳丸二丁目３番17号先
東武練馬駅東自転車駐車場
東京都板橋区徳丸一丁目６番１号
成増駅南口自転車駐車場
東京都板橋区成増二丁目13番１号
成増駅南口第２自転車駐車場
東京都板橋区成増二丁目15番16号
成増駅南口第３自転車駐車場
東京都板橋区成増二丁目18番11号
成増駅南口第４自転車駐車場
東京都板橋区成増二丁目16番７号
成増駅南口第５自転車駐車場
東京都板橋区成増二丁目17番
成増駅南口第６自転車駐車場
東京都板橋区成増一丁目31番先及び成増二丁目27番先
成増駅南口第７自転車駐車場
東京都板橋区成増一丁目32番先、成増一丁目36番先、成増二丁目27番先及び成増二丁目33番先
成増一丁目自転車駐車場
東京都板橋区成増一丁目16番16号
成増公園前自転車駐車場
東京都板橋区成増三丁目３番13号
成増駅北口第１自転車駐車場
東京都板橋区成増三丁目11番10号
成増駅北口第２自転車駐車場
東京都板橋区成増三丁目14番17号
成増駅北口第４自転車駐車場
東京都板橋区成増三丁目13番先
成増駅北口第５自転車駐車場
東京都板橋区成増三丁目10番
浮間舟渡駅自転車駐車場
東京都板橋区舟渡一丁目15番２号
小竹向原駅自転車駐車場
東京都板橋区向原一丁目14番14号先
小竹向原駅南自転車駐車場
東京都板橋区向原二丁目36番９号先
小竹向原駅北自転車駐車場
東京都板橋区向原三丁目８番先
成増公園仮自転車駐車場
東京都板橋区成増三丁目４番９号
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別表第２（第10条関係）
(１)　有料自転車駐車場の当日利用
種別
単位
金額
自転車
１日１回につき
100円

回数券（11枚つづり）
１冊につき
1,000円
原動機付自転車及び自動二輪車（排気量125ｃｃ以下のもの）
１日１回につき
200円

回数券（11枚つづり）
１冊につき
2,000円
自動二輪車（排気量125ｃｃを超えるもの）
１日１回につき
300円
備考
１　１日とは、暦日をいう。
２　１回とは、１日の範囲内において、自転車等を有料自転車駐車場に入場させてから退場させるまでをいう。
(２)　有料自転車駐車場の時間利用
種別
単位
金額
自転車
24時間につき
100円

12時間につき
100円
原動機付自転車及び自動二輪車（排気量125ｃｃ以下のもの）
12時間につき
100円
備考
使用料は、利用承認の時から２時間を経過するまでは無料とし、その後12時間又は24時間を単位として徴収する。
(３)　有料自転車駐車場の定期利用（区内利用者）
種別
単位
金額


１階
２階・地下１階
３階
自転車
１か月
１台
2,000円
1,500円
1,000円


２台目から
（１台につき）
1,700円
1,300円
800円

３か月
１台
5,600円
4,200円
2,700円


２台目から
（１台につき）
4,700円
3,600円
2,100円

６か月
１台
10,400円
7,800円
5,000円


２台目から
（１台につき）
8,600円
6,600円
3,800円
原動機付自転車及び自動二輪車（排気量125ｃｃ以下のもの）
１か月
4,000円

３か月
11,200円

６か月
20,800円
自動二輪車（排気量125ｃｃを超えるもの）
１か月
6,000円

３か月
16,800円

６か月
31,200円
備考
１　１か月、３か月又は６か月とは、それぞれ１暦月、３暦月又は６暦月をいう。
２　利用期間が各利用単位に満たない場合においても、１か月、３か月又は６か月の使用料を徴収する。
３　２台目からの金額は、規則で定めるところにより、同一家計に属する者が利用駐車場及び利用期間を同じくして同時に利用申請をした場合について適用する。
(４)　有料自転車駐車場の定期利用（区外利用者）
種別
単位
金額


１階
２階・地下１階
３階
自転車
１か月
１台
2,600円
2,000円
1,300円


２台目から
（１台につき）
2,200円
1,700円
1,000円

３か月
１台
7,300円
5,500円
3,500円


２台目から
（１台につき）
6,100円
4,700円
2,700円

６か月
１台
13,500円
10,100円
6,500円


２台目から
（１台につき）
11,200円
8,600円
4,900円
原動機付自転車及び自動二輪車（排気量125ｃｃ以下のもの）
１か月
5,200円

３か月
14,600円

６か月
27,000円
自動二輪車（排気量125ｃｃを超えるもの）
１か月
7,800円

３か月
21,800円

６か月
40,600円
備考
１　１か月、３か月又は６か月とは、それぞれ１暦月、３暦月又は６暦月をいう。
２　利用期間が各利用単位に満たない場合においても、１か月、３か月又は６か月の使用料を徴収する。
３　２台目からの金額は、規則で定めるところにより、同一家計に属する者が利用駐車場及び利用期間を同じくして同時に利用申請をした場合について適用する。
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