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○千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則
平成11年３月31日規則第14号　／千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例に基づき制定
改正
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平成21年６月４日規則第21号
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平成22年10月27日規則第38号
平成23年９月26日規則第27号
平成26年３月10日規則第７号
平成26年９月26日規則第32号
平成28年４月１日規則第15号
平成28年６月10日規則第31号
平成28年７月８日規則第33号
平成29年１月５日規則第１号
平成29年12月１日規則第35号
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令和元年５月31日規則第１号
令和３年３月31日規則第22号
令和３年４月30日規則第33号
千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則
（趣旨）
第１条　この規則は、千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（平成11年千代田区条例第13号。以下「条例」という。）の施行について、必要な事項を定めるものとする。
（用語）
第２条　この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
（放置禁止区域の指定、告示及び周知方法）
第３条　条例第９条第１項の規定により区長が指定する区域は、鉄道駅の周辺地域とする。
２　条例第９条第４項の規則で定める告示事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(１)　放置禁止区域の指定、変更又は解除の日
(２)　放置禁止区域の指定、変更又は解除の範囲
(３)　放置禁止区域の図面
(４)　前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事項
３　条例第９条第４項の告示は、前項第１号に規定する日の14日前までに行わなければならない。
４　条例第９条第５項に規定する放置禁止区域の指定又は変更の周知は、当該区域周辺の環境を考慮しながら、道路表示、看板等により行うものとする。
（協議会の設置）
第４条　条例第９条第１項及び第２項の規定により放置禁止区域を指定、変更又は解除する場合において、区長が必要であると認めるときは、当該区域毎に自転車対策協議会（以下「協議会」という。）を設置し、意見を求めることができる。
２　前項に規定する協議会は、次の各号に掲げる者のうちから、区長が委嘱する。
(１)　町会及び連合町会の代表者
(２)　商店会の代表者
(３)　鉄道事業者等関係団体の職員
(４)　警察署員
(５)　道路管理者（道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項に規定する道路管理者をいう。）等関係機関の職員
(６)　前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
３　協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
（撤去方法等）
第５条　区長は、条例第10条又は第11条第２項に規定する自転車等がワイヤー錠等を切断しなければ撤去することができないときは、ワイヤー錠等を切断して撤去することができる。
２　条例第11条第２項の相当の期間は、同条第１項の警告の日から起算して１日とする。
（保管期間等）
第６条　条例第12条第１項の規則で定める期間及び同条第５項の相当の期間は、それぞれ同条第２項の告示の日から起算して６か月及び40日とする。
（自転車等保管台帳）
第７条　区長は、条例第12条第１項の規定により自転車等を保管したときは、自転車等保管台帳（第１号様式）に当該自転車等の撤去、返還、売却及び処分等に関する事項を記録する。
（告示）
第８条　条例第12条第２項の規則で定める事項とは、撤去した日付、場所及び当該自転車等の特徴その他区長が必要と認める事項とする。
２　区長は、前項の告示のほか、自転車等を撤去した場所又はその周辺に、当該自転車を保管している旨、保管場所及び返還方法等を掲示又は記載し、利用者等に告知するよう努めるものとする。
（通知）
第９条　条例第12条第３項の通知は、放置自転車等返還通知書（第２号様式）により行う。
（自転車等の返還請求）
第10条　条例第12条第１項の規定により保管された自転車等の返還を受けようとする者又は条例第14条第１項の規定による売却代金の返還を受けようとする者は、それぞれ放置自転車等返還請求書・受領書（第３号様式）又は放置自転車等売却代金返還請求書・受領書（第４号様式）を区長に提出しなければならない。
２　区長は、前項の規定による請求があったときは、当該自転車等の利用者等又はその代理人であることを証明する書類等の提示を求めることができる。
（撤去費用）
第11条　前条第１項の規定により放置自転車等又は放置自転車等売却代金の返還を受けようとする者は、撤去に要した経費として、別表第１に掲げる費用を納付しなければならない。
２　区長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由がある場合には、その費用を免除することができる。
(１)　撤去された自転車等について、撤去日時以前に警察署に盗難の届を提出しているとき。
(２)　その他区長が正当な理由があると認めるとき。
（自転車駐車場の名称、位置等）
第12条　条例第15条第２項に規定する駐車場の名称、位置、利用時間その他の事項は、別表第２のとおりとする。
（平置式駐車場の利用登録資格）
第13条　平置式駐車場の利用登録（以下「利用登録」という。）をすることができる者は、日常通勤又は通学等のため自転車等を利用する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(１)　区又は区に隣接する他区に住所、通勤先又は通学先を有する者
(２)　住所、勤務先又は通学先が、駐車場の最寄り駅から区長が定めた距離を超える者
(３)　事業活動のため、主に区内で自転車等を利用する者
２　前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当し、自転車等を利用する者に対し、利用登録を承認することができる。
(１)　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条に基づく精神障害者保健福祉手帳又は東京都愛の手帳交付要綱（昭和43年３月20日民児精発第58号東京都副知事決定）に基づく愛の手帳の交付を受けている者で、区長が自転車等を利用することが特に必要であると認めるもの
(２)　前号に掲げるもののほか、区長が特に必要であると認める者
３　前２項の自転車は、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項に定める防犯登録をいう。以下同じ。）を受けたものに限るものとする。
（平置式駐車場の利用登録）
第14条　条例第16条第１項の規定により利用登録を受けようとする者は、区長が別に定める期間内に、自転車駐車場利用登録申請書（第５号様式）により区長に申請しなければならない。
２　区内に住所を有する者であって、第４項の規定による利用登録の承認に係る順位の適用を受け、又は別表第３に掲げる自転車登録料又は原動機付自転車登録料の区民の区分に係る金額の適用を受けようとするものは、区内に住所を有することを証する書類の写しを前項の申請書に添付しなければならない。
３　区長は、第１項の規定による申請があったときは、利用登録の承認の可否を決定し、自転車駐車場利用登録決定通知書（第６号様式）又は自転車駐車場利用登録不承認通知書（第７号様式）により申請者に通知する。
４　前項の規定により承認の可否を決定する場合において、申請者の数が平置式駐車場の駐車台数（次項及び第６項において「駐車可能台数」という。）を超えるときは、次の順位に従い承認するものとする。
(１)　第１位　前条第２項各号に掲げる者
(２)　第２位　区内に住所を有する者
(３)　第３位　前２号に掲げる者以外の者
５　前項の順位により承認する場合において、同一順位の申請者の数と先順位の申請者との合計数が駐車可能台数を超えたときは、当該同一順位内における申請者について抽選の方法により承認の可否を決定する。
６　第１項に規定するもののほか、平置式駐車場の利用登録を希望する者は、同項に定める期間以外の期間であっても利用登録の申請をすることができるものとし、次の各号に定めるところにより、その承認を受けることができる。
(１)　第３項の規定により利用登録の承認を受けた者（次号において「利用登録者」という。）の数が駐車可能台数に満たない平置式駐車場にあっては、申請順による。
(２)　利用登録者の数が駐車可能台数を満たしている平置式駐車場にあっては、駐車可能となった時に承認するものとし、その時点で複数人による申請があるときは、第４項各号に掲げる順位（同一順位である者が複数人の場合は申請順）による。
７　利用登録の有効期間は１年とし、平置式駐車場毎に利用期間を定めるものとする。ただし、前項の規定により利用登録が承認された場合における有効期間は、当該利用登録の承認日から当該平置式駐車場毎に定められた利用期間の末日までとする。
（機械式駐車場の定期利用資格）
第14条の２　条例第16条の２第３項に規定する機械式駐車場の定期利用（以下「定期利用」という。）ができる者は、６歳未満の幼児の送迎のために自転車を利用する16歳以上の者で、自転車駐車場の利用が必要と認められるものとする。
２　前項の自転車は、幼児２人同乗基準適合自転車（社団法人自転車協会が定める幼児２人同乗用自転車に関する安全基準又は財団法人製品安全協会が定める幼児２人同乗用自転車に関する基準に適合し、その表示がされている自転車で、かつ、幼児用座席を２つ備えたものをいう。以下「適合自転車」という。）で、かつ、防犯登録を受けたものに限るものとする。
（機械式駐車場の定期利用）
第14条の３　定期利用をしようとする者は、別に定める期間内に、機械式駐車場定期利用申請書（第７号の２様式）に次の書類等を添付して、区長に申請しなければならない。
(１)　申請者本人及び幼児の年齢が確認できる書類等
(２)　駐車する自転車の写真で別に指示するもの
(３)　その他利用資格の確認に必要と区長が認める書類等
２　区長は、前項の規定による申請があったときは、書類を審査の上、定期利用の承認の可否を決定し、機械式駐車場定期利用決定通知書（第７号の３様式）又は機械式駐車場定期利用不承認通知書（第７号の４様式）により申請者に通知する。
３　前項の規定により承認の可否を決定する場合において、利用資格を満たす申請者の数が機械式駐車場（適合自転車用）の駐車台数（以下この条において「駐車可能台数」という。）を超えるときは、次の順位に従い承認するものとする。
(１)　第１位　区内に住所を有する者
(２)　第２位　前号以外の者
４　前項の順位により承認する場合においても、同項第１号に定める者の数が駐車可能台数を超えるとき及び同項第２号に定める者については、抽選の方法により決定することができる。
５　第２項の規定により定期利用の承認を受けた者の数が駐車可能台数に満たない場合は、第１項の規定にかかわらず、同項に定める期間以外の期間において定期利用の申請を行うことができる。この場合における定期利用の承認は申請順により決定するものとする。
６　定期利用の承認期間は６か月とし、機械式駐車場毎に利用期間を定めるものとする。
７　前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める場合は、同項の承認期間を１回に限り更新することができる。この場合においても、第１項に定めるところにより申請しなければならない。
（登録料の納付等）
第15条　第14条第３項の規定により利用登録の承認を受けた者は、利用を開始する日の属する月の前月の末日までに、別表第３に掲げる登録料を納付しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、第14条第６項の規定により利用登録の承認を受けた者は、区長が別に定める日までに登録料を納付しなければならない。
３　区長は、登録料の納付が確認された者に対し、利用登録証（第８号様式）を交付する。
４　前項の利用登録証の交付を受けた者は、利用自転車等にこれを貼付しなければならない。
（登録料の減免等）
第16条　条例第17条第２項の規定により登録料の減額又は免除をすることができる者は、次の各号に定めるところによる。
(１)　生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者（以下「被保護者」という。）又は被保護者に準ずると区長が認めた者　免除
(２)　他区に居住する者で、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校のうち、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校に在学するもの（利用する車両が自転車である場合に限る）　２分の１減額
(３)　その他区長が適当であると認める者　相当と認める額の減額又は免除
２　前項の規定により登録料の減額又は免除を受けようとする者は、自転車駐車場登録料減額・免除申請書（第９号様式）を区長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げるものの写しを区長に提出したときは、この項本文の申請があったものとみなす。
(１)　被保護者　被保護者であることを証するもの
(２)　被保護者に準ずると区長が認めた者又は前項第３号に規定する者　区長が必要と認めるもの
(３)　前項第２号に規定する小学校及び中学校に在学する者　年齢を証するもの
(４)　前項第２号に規定する高等学校又は高等専門学校に在学する者　学生証等の在学していることを証するもの
３　条例第17条第３項ただし書に規定する登録料を返還する理由は、次の各号による。
(１)　自己の責によらないで、利用開始前に自転車駐車場を利用しなくなったとき。
(２)　その他区長が特に必要であると認めるとき。
４　前項の規定により登録料の返還を受けようとする者は、自転車駐車場登録料返還請求書（第10号様式）を区長に提出しなければならない。ただし、前項第１号の規定により返還を受けようとする者は、利用開始日前に申請書を提出しなければならない。
（機械式駐車場の使用料の納付等）
第16条の２　機械式駐車場を利用する者（定期利用による者を除く。第17条の２において「一時利用者」という。）は、利用終了の際に使用料を料金収納装置に納付しなければならない。
（機械式駐車場の定期利用に係る使用料の納付等）
第16条の３　第14条の３第２項の規定により定期利用の承認を受けた者は、利用を開始する日の属する月の前月の末日までに使用料を前納しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、第14条の３第５項の規定により定期利用の承認を受けた者は、条例別表に定める定期利用に係る使用料の額を月割（月の途中で利用を開始する場合の当該月は１月とみなす。）により計算した額（当該計算した額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を、区長が別に定める日までに前納しなければならない。
３　区長は、使用料の納付が確認された者に対し、定期利用証（第10号の２様式）を交付する。
４　前項の定期利用証の交付を受けた者は、利用する適合自転車にこれを貼付しなければならない。
（機械式駐車場の定期利用に係る使用料の還付等）
第16条の４　条例第17条の２第３項本文の規定により既納の使用料を還付する場合は、当該利用しない、又はできない月数（月の途中で定期利用を中止し、又は定期利用ができなくなった場合の当該月は除く。）に応じ、当該使用料を月割により計算した額（当該計算した額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を還付する。
２　条例第17条の２第３項ただし書の規定により既納の使用料の全部を還付しない場合は、条例第20条第１号の規定により定期利用の承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限したときとする。
（登録自転車等の変更等）
第17条　利用者は、利用登録又は定期利用の承認後に、盗難、故障、その他の理由により利用自転車等を変更しようとするとき又は利用登録証を亡失したときは、自転車等変更等届兼利用登録証再交付願（第11号様式）により、区長に届けなければならない。
２　前項の届出は、同種の車両に限り認めるものとする。
（駐車期間の制限）
第17条の２　条例第19条第４号に規定する期間は、３日とする。
２　前項の規定は、機械式駐車場の一時利用者について適用する。
（利用登録等の取消し等の通知）
第18条　区長は、条例第20条の規定に基づき、利用登録若しくは利用承認（定期利用の承認を含む。以下「利用登録等」という。）を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限したときは、自転車駐車場利用登録等取消・停止・制限通知書（第12号様式）により利用者に通知する。
（移送及び処分）
第19条　区長は、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、これを移送し、処分することができる。
(１)　利用登録等を受けていない者の自転車等
(２)　条例第20条の規定による利用登録等の取消し又は利用の停止若しくは制限を受けている者の自転車等
(３)　利用登録証又は定期利用証を貼付していない自転車等
(４)　機械式駐車場に３日を超えて駐車している自転車等（定期利用証を貼付した適合自転車を除く。）
２　前項の規定による自転車等の移送及び処分については、条例第11条及び第12条第４項の例による。ただし、前項各号に掲げる自転車等があることにより、利用登録等を受けている者その他駐車場を利用しようとする者が利用できない状態にあるとき又は利用する際に危険な状態であると区長が認めるときは、直ちに移送することができる。
（補則）
第20条　この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
附　則
１　この規則は、平成11年４月１日から施行する。
（東京都千代田区立自転車駐車場の設置及び管理に関する規則の廃止）
２　東京都千代田区立自転車駐車場の設置及び管理に関する規則（昭和62年千代田区規則第44号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。
（経過措置）
３　この規則の施行の際、旧規則の規定により作成した様式の用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加えたうえで、当分の間使用することができる。
附　則（平成11年６月１日規則第31号）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成13年３月30日規則第２号）
この規則は、平成13年４月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定中秋葉原駅東口第２自転車駐車場の項に係る部分は、平成13年６月１日から施行する。
附　則　（平成14年３月20日規則第11号）
１　この規則は、平成14年４月１日から施行する。
２　この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る登録手数料、撤去に係る撤去費用及び放置自転車に係る警告について適用し、同日前の利用に係る登録手数料、撤去に係る撤去費用及び放置自転車に係る警告については、なお従前の例による。
附　則（平成14年６月27日規則第55号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定は、平成14年５月１日から適用する。
附　則（平成14年10月15日規則第74号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月１日から適用する。
附　則（平成15年１月28日規則第６号）
この規則は、平成15年２月１日から施行する。
附　則（平成15年５月27日規則第36号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定は、平成15年４月１日から適用する。ただし、水道橋駅自転車駐車場の駐車台数及び形態に関する規定は、平成15年５月１日から適用する。
附　則（平成16年６月２日規則第25号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定は、平成16年５月１日から適用する。
附　則（平成17年７月１日規則第74号）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成17年12月９日規則第87号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の規定は、平成17年７月１日から適用する。ただし、別表第２四ッ谷駅自転車駐車場の項の改正規定は、平成17年10月１日から適用する。
附　則（平成18年３月31日規則第26号）
１　この規則は、平成18年４月１日から施行する。
２　この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則第６条の規定は、この規則の施行の日以後に撤去した自転車等に適用し、同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。
附　則（平成18年７月13日規則第56号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、平成18年４月１日から適用する。ただし、別表第２の改正規定（秋葉原駅西側高架下自転車駐車場の項を加える部分に限る。）は、平成18年４月20日から適用する。
附　則（平成18年９月29日規則第62号）
この規則は、平成18年10月１日から施行する。
附　則（平成19年６月７日規則第18号）
この規則は、平成19年７月１日から施行する。
附　則（平成20年３月24日規則第14号）
この規則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定（飯田橋駅東口第１自転車駐車場の項駐車台数の欄に係る部分に限る。）は、平成20年５月１日から施行する。
附　則（平成21年２月25日規則第２号）
この規則は、平成21年３月１日から施行する。
附　則（平成21年６月４日規則第21号）
この規則は、平成21年７月１日から施行する。
附　則（平成22年４月30日規則第19号）
この規則は、平成22年５月１日から施行する。
附　則（平成22年10月27日規則第38号）
この規則は、平成22年11月１日から施行する。
附　則（平成23年９月26日規則第27号）
この規則は、平成23年11月１日から施行する。
附　則（平成26年３月10日規則第７号）
（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２　この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則第14条の３の規定による定期利用の申請等について必要な手続は、この規則の施行の日前にこれを行うことができる。
附　則（平成26年９月26日規則第32号）
１　この規則は、次項に定めるものを除くほか公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則別表中次の各号の規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(１)　和泉橋出張所横自転車駐車場に係る規定　平成26年４月18日
(２)　秋葉原公園自転車駐車場に係る規定　平成26年４月24日
(３)　秋葉原駅東口第１自転車駐車場に係る規定　平成26年９月１日
２　この規則中別表中神保町交差点自転車駐車場に係る改正規定は、平成26年９月29日から施行する。
附　則（平成28年４月１日規則第15号）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成28年６月10日規則第31号）
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則別表第２中次の各号の規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(１)　大手町高架下自転車駐車場に係る規定　平成28年３月１日
(２)　大手町江戸通り自転車駐車場に係る規定　平成28年５月１日
附　則（平成28年７月８日規則第33号）
この規則は、平成28年７月11日から施行する。
附　則（平成29年１月５日規則第１号）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成29年12月１日規則第35号）
この規則は、平成30年１月１日から施行する。
附　則（平成30年３月30日規則第21号）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則（令和元年５月31日規則第１号）
この規則は、令和元年６月３日から施行する。
附　則（令和３年３月31日規則第22号）
この規則は、令和３年４月１日から施行する。
附　則（令和３年４月30日規則第33号）
この規則は、令和３年５月１日から施行する。
別表第１（第11条関係）
種類
撤去料
自転車
2,000円
原動機付自転車
6,000円
別表第２（第12条関係）
名称
位置
利用開始年月日
利用時間
種類
形態
秋葉原駅東口第１自転車駐車場
千代田区神田平河町４番地先
昭和62年12月１日
終日
自転車
ラック式


平成26年９月１日
終日
自転車
機械式
秋葉原駅東口第２自転車駐車場
千代田区神田和泉町１番地先
平成13年６月１日
終日
自転車
ラック式




原動機付自転車
平置式
飯田橋駅東口第１自転車駐車場
千代田区飯田橋三丁目12番先
平成10年８月１日
終日
自転車
平置式
飯田橋駅東口第２自転車駐車場
千代田区飯田橋三丁目11番30号先
平成11年６月１日
終日
自転車
平置式




原動機付自転車
平置式
水道橋駅自転車駐車場
千代田区神田三崎町二丁目20番先
平成14年５月１日
終日
自転車
ラック式




原動機付自転車
平置式
神田駅第１自転車駐車場
千代田区鍛冶町二丁目13番先
平成14年10月１日
終日
自転車
ラック式




原動機付自転車
平置式
神田駅第２自転車駐車場
千代田区鍛冶町二丁目11番先
平成14年10月１日
終日
自転車
平置式




原動機付自転車
平置式
市ヶ谷駅自転車駐車場
千代田区九段北四丁目４番先
平成14年10月１日
終日
自転車
ラック式（一部平置式）




原動機付自転車
平置式
飯田橋駅第３自転車駐車場
千代田区飯田橋四丁目10番先
平成15年２月１日
終日
自転車
平置式




原動機付自転車
平置式
岩本町駅臨時自転車駐車場
千代田区神田岩本町15番地
平成15年２月１日
終日
自転車
ラック式
御茶ノ水駅自転車駐車場
千代田区神田駿河台四丁目３番地先
平成15年４月１日
終日
自転車
平置式




原動機付自転車
平置式
四ッ谷駅自転車駐車場
千代田区六番町14番地先
平成16年５月１日
終日
自転車
平置式




原動機付自転車
平置式
九段下駅第１自転車駐車場
千代田区九段北一丁目２番先及び３番先
平成17年７月１日
終日
自転車
平置式




原動機付自転車
平置式
九段下駅第２自転車駐車場
千代田区神田神保町三丁目７番地先
平成17年７月１日
終日
自転車
ラック式




原動機付自転車
平置式
秋葉原駅東側駅前広場自転車駐車場
千代田区神田花岡町１番地先
平成18年４月１日
終日
自転車
機械式
秋葉原駅西側高架下自転車駐車場
千代田区神田相生町１番地先
平成18年４月20日
終日
自転車
機械式
秋葉原駅中央口高架下自転車駐車場
千代田区神田花岡町１番地先
平成20年４月１日
終日
自転車
機械式
水道橋駅東口自転車駐車場
千代田区神田三崎町二丁目20番先
平成21年３月１日
終日
自転車
機械式
有楽町駅第一高架下自転車駐車場
千代田区有楽町二丁目１番地先
平成22年５月１日
終日
自転車
平置式（一部ラック式）
鍛冶橋高架下自転車駐車場
千代田区丸の内一丁目10番先及び丸の内三丁目７番先
平成23年11月１日
終日
自転車
機械式
大手町自転車駐車場
千代田区大手町二丁目２番先及び５番先
平成26年３月10日
終日
自転車
機械式




原動機付自転車
機械式
和泉橋出張所横自転車駐車場
千代田区神田佐久間町一丁目11番地先
平成26年４月18日
終日
自転車
機械式




原付
機械式
秋葉原公園自転車駐車場
千代田区神田佐久間町一丁目18番地
平成26年４月24日
終日
自転車
機械式
神保町交差点自転車駐車場
千代田区神田神保町二丁目３番地10
平成26年９月29日
終日
自転車
機械式
大手町高架下自転車駐車場
千代田区大手町二丁目５番25号先
平成28年３月１日
終日
自転車
機械式



終日
原動機付自転車
機械式
大手町江戸通り自転車駐車場
千代田区大手町二丁目５番先
平成28年５月１日
終日
自転車
ラック式
常盤橋自転車駐車場
千代田区大手町二丁目７番４号先
平成28年７月11日
終日
自転車
機械式



終日
原動機付自転車
機械式
秋葉原駅西側歩道橋下自転車駐車場
千代田区外神田四丁目14番１号先
平成29年１月５日
終日
自転車
機械式
神田駅東自転車駐車場
千代田区鍛冶町二丁目７番
令和元年６月３日
終日
自転車
機械式
別表第３（第15条関係）
区分
自転車登録料
原動機付自転車登録料
区民
3,000円
3,500円
区外居住者
6,000円
7,000円
第１号様式（第７条関係）
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第２号様式（第９条関係）
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第３号様式（第10条関係）
file_2.png


第４号様式（第10条関係）
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第５号様式（第14条関係）
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第６号様式（第14条関係）
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第７号様式（第14条関係）
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第７号の２様式（第14条の３関係）
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第７号の３様式（第14条の３関係）
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第７号の４様式（第14条の３関係）
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第８号様式（第15条関係）
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第９号様式（第16条関係）
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第10号様式（第16条関係）
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第10号の２様式（第16条の３関係）
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第11号様式（第17条関係）
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第12号様式（第18条関係）
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