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（一部未施行）
中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則
（趣旨）
第一条　この規則は、中央区自転車の放置防止に関する条例（昭和六十三年十二月中央区条例第四十八号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（用語）
第二条　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。
（一時利用に係る利用時間の限度）
第二条の二　条例第二条第五号に規定する区規則で定める利用時間は、七十二時間とする。
（追加〔平成二七年規則五五号〕）
（放置禁止区域の告示及び周知）
第三条　条例第九条第三項に規定する告示は、放置禁止区域を指定し、又は変更し、若しくは解除する日の前十四日までに次に掲げる事項について行うものとする。
一　放置禁止区域の指定、変更又は解除の日及びその範囲
二　前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
２　条例第九条第四項に規定する周知及び指導は、別記第一号様式による表示板又は別記第二号様式による標識その他必要なものを設置して行うものとする。
（一部改正〔平成二六年規則四一号〕）
（放置禁止区域外における措置）
第四条　条例第十二条第一項に規定する指導は、自転車が放置されている場所に別記第三号様式による立て看板を掲出し、又は別記第四号様式による注意札を当該自転車に取り付けることにより行うものとする。
２　条例第十二条第二項に規定する周知は、別記第五号様式による警告札を撤去しようとする自転車に取り付けることにより行うものとする。
（一部改正〔平成七年規則二二号・二八号〕）
（保管する期間）
第五条　条例第十三条第一項に規定する区規則で定める期間は、自転車を撤去した日の翌日から起算して三十日間とする。
（一部改正〔平成七年規則二二号〕）
（自転車保管台帳）
第六条　条例第十三条第一項の規定により保管した自転車は、別記第六号様式による台帳に登載するものとする。
（保管した旨の告示）
第七条　条例第十三条第一項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一　自転車の種別、色及び車体番号又は防犯登録番号
二　自転車の放置されていた場所
三　その自転車の保管を始めた年月日及び保管の場所
四　前三号に掲げるもののほか、保管した自転車を返還するため必要と認められる事項
（追加〔平成七年規則二二号〕、一部改正〔平成二六年規則四一号〕）
（自転車返還通知書）
第八条　条例第十三条第二項に規定する通知は、別記第七号様式による返還通知書により行うものとする。
（一部改正〔平成七年規則二二号〕）
（自転車の引取り）
第九条　条例第十三条第一項又は第二十二条の規定により保管されている自転車を引き取ろうとする者は、別記第八号様式による返還請求書を区長に提出しなければならない。
２　前項の請求書の提出があつたときは、区長は、請求を行つた者が当該自転車の所有者等であることを確認の上、引渡しを行うものとする。
３　前項の確認に際し、区長が必要と認めるときは、当該請求者の住所、氏名等を証する書類等の提示を求めることができる。
（一部改正〔平成七年規則二二号・二八年三二号〕）
（売却する方法）
第九条の二　条例第十三条第三項に規定する売却の方法は、随意契約とする。
（追加〔平成七年規則二二号〕）
（収容台数等の告示）
第十条　区長は、区立駐輪場の収容台数、構造、設備その他の事項を定め、又は変更したときは、その旨を告示する。
（追加〔平成二二年規則三八号〕、一部改正〔平成二六年規則四一号〕）
（一時利用）
第十条の二　一時利用を行う区立駐輪場は、次のとおりとする。
一　中央区立入船橋駐輪場
二　中央区立築地市場駅地下駐輪場
三　中央区立備前橋第三駐輪場
四　中央区立八丁堀第一駐輪場
五　中央区立人形町一丁目駐輪場
六　中央区立蛎殻町駐輪場
七　中央区立清杉通り駐輪場
八　中央区立浜町公園地下駐輪場
九　中央区立茅場町駐輪場
十　中央区立月島駅前第一駐輪場
十一　中央区立月島駅地下駐輪場
十二　中央区立勝どき駅地下駐輪場
２　条例第十五条の二第二項に規定する区規則で定める方法は、電磁式の施錠装置（自動料金精算機を併設した自転車を駐車するための装置であつて、使用料を収納するまでの間自転車を施錠することができる機能を備えたものをいう。）を利用して駐車する方法とする。
（追加〔平成二七年規則五五号〕、一部改正〔平成二八年規則三二号〕）
（最寄りの駅からの距離）
第十一条　条例第十六条第二号に規定する区規則で定める距離は、おおむね直線距離で三百メートルとする。
（利用の承認等）
第十二条　区立駐輪場の一時利用をしようとする者は、第十条の二第二項に規定する方法により自転車を駐車したときは、あらかじめ条例第十七条第一項の承認を受けたものとみなす。
２　区立駐輪場の定期利用をしようとする者は、条例第十七条第一項の承認を受ける際、別記第九号様式による利用申請書を区長に提出しなければならない。
３　前項に規定する利用申請に係る利用期間は、区立駐輪場の定期利用を開始しようとする日（以下「利用開始日」という。）から当該利用開始日の属する年度の末日を限度とする。
４　第二項の利用申請書の提出は、利用開始日の属する月の前月の一日から行うことができる。
５　区長は、中央区立人形町二丁目地下駐輪場（以下「人形町二丁目地下駐輪場」という。）の定期利用の申請があつたときは、当該申請に係る自転車の構造及び規格の検査を行う。
６　区長は、第二項に規定する申請があつたときは、先着順により定期利用の承認をする。ただし、定期利用の申請が同時にあつた場合（収容台数を超える場合に限る。）の承認については、区長が別に定める方法による。
７　区長は、前項の規定により定期利用の承認をしたときは別記第十号様式による利用承認通知書により、定期利用を承認しないこととしたときは別記第十一号様式による利用不承認通知書により、それぞれ申請をした者に通知するものとする。
（一部改正〔平成八年規則二六号・二二年三八号・二六年四一号・二七年五五号・二八年三二号〕）
（利用承認期間の更新）
第十二条の二　定期利用者は、定期利用の承認を受けた期間（以下「利用承認期間」という。）の末日の属する年度内の期間に限り、利用承認期間が満了する日の翌日以降も引き続き同一の区立駐輪場を利用することができる。
２　前項の規定により引き続き同一の区立駐輪場の定期利用をしようとする者は、区長が別に定める利用承認期間の更新の手続を行わなければならない。
（追加〔平成二六年規則四一号〕、一部改正〔平成二七年規則五五号〕）
（利用証）
第十三条　区長は、定期利用者が条例第十九条第二項の規定により使用料を納付したときは、当該定期利用者に別記第十二号様式による利用証を交付するものとする。
２　定期利用者は、区立駐輪場の定期利用をする自転車の見やすい位置に前項の利用証を貼付しておかなければならない。
３　定期利用者は、第一項の利用証を紛失し、又は毀損したときは、速やかに別記第十三号様式による利用証再交付申請書により区長に再交付の申請をするものとする。
（一部改正〔平成八年規則二六号・二六年四一号・二七年五五号〕）
（利用者カード等）
第十三条の二　条例第十七条の二第一項の区規則で定める利用者カードは別記第十三号の二様式、利用者識別カードは別記第十三号の二の二様式によるものとする。
２　人形町二丁目地下駐輪場利用者は、当該駐輪場を利用する自転車に条例第十七条の二第一項の規定により交付され、又は同条第二項の規定により再交付された利用者識別札を取り付けておかなければならない。
３　条例第十七条の二第二項の規定により利用者カード、利用者識別カード又は利用者識別札（以下「利用者カード等」という。）の再交付を受けようとする者は、別記第十三号の三様式による再交付申請書により区長に再交付の申請をするものとする。
４　条例第十七条の二第三項の規定により徴収する費用の額は、利用者カード一枚につき三百円、利用者識別カード及び利用者識別札一組につき千円とし、再交付をする際に徴収するものとする。
（追加〔平成二二年規則三八号〕、一部改正〔平成二六年規則四一号〕）
第十四条　削除
（削除〔平成二六年規則四一号〕）
（定期利用の承認の取消し）
第十五条　区長は、条例第十八条の規定により区立駐輪場の定期利用の承認を取り消すときは、別記第十四号様式による利用承認取消通知書により、当該利用者に通知するものとする。
（一部改正〔平成八年規則二六号・二六年四一号・二七年五五号〕）
（使用料の額）
第十五条の二　条例第十九条第一項に規定する区規則で定める使用料の額は、百円とする。
２　条例第十九条第二項に規定する区規則で定める使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
（追加〔平成二六年規則四一号〕、一部改正〔平成二七年規則五五号〕）
（定期利用に係る使用料の減免）
第十五条の三　条例第十九条の二の規定により定期利用に係る使用料の免除を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一　生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成六年法律第三十号）に規定する支援給付の受給者
二　身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
三　東京都が知的障害者又は知的障害児に発行する愛の手帳の交付を受けている者
四　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
五　児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号）に基づく児童扶養手当の受給者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）に基づく特別児童扶養手当の受給者
２　前項に規定するもののほか、区長が特別の理由があると認めるときは、定期利用に係る使用料を減額し、又は免除することができる。
３　前二項の規定により定期利用に係る使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第十四号の二様式による使用料減免申請書を区長に提出しなければならない。
４　前項の申請があつた場合において、区長は、定期利用に係る使用料の減額又は免除を承認することとしたときは別記第十四号の三様式による使用料減免承認通知書により、定期利用に係る使用料の減額又は免除を承認しないこととしたときは別記第十四号の四様式による使用料減免不承認通知書により、それぞれ申請をした者に通知するものとする。
（追加〔平成二六年規則四一号〕、一部改正〔平成二七年規則五五号・二八年三二号〕）
（使用料の還付）
第十五条の四　条例第十九条の三ただし書の規定により区立駐輪場を利用する者に還付する使用料の額は、区長が別に定める額とする。
２　前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、別記第十四号の五様式による使用料還付請求書を区長に提出しなければならない。
（追加〔平成二六年規則四一号〕、一部改正〔平成二七年規則五五号〕）
（届出事項）
第十六条　定期利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別記第十五号様式による届書により、区長に届け出なければならない。
一　区立駐輪場の定期利用を中止するとき。
二　住所又は氏名を変更したとき。
三　区立駐輪場の定期利用をする自転車を変更するとき。
（一部改正〔平成八年規則二六号・二六年四一号・二七年五五号〕）
（利用者カード等の返還）
第十六条の二　定期利用者は、第十五条の規定により定期利用の承認を取り消されたとき、前条第一号の規定により区立駐輪場の定期利用を中止するとき、又は利用承認期間を満了したときは、速やかに利用者カード等を区長に返還しなければならない。
（追加〔平成二六年規則四一号〕、一部改正〔平成二七年規則五五号〕）
（区立駐輪場内の自転車の撤去及び保管）
第十七条　条例第二十二条の規定に基づき区立駐輪場内の自転車を撤去し、及び保管しようとするときは、区長はあらかじめ当該自転車に別記第十六号様式による通告札を当該自転車に取り付けて所有者等に通告するものとする。
（一部改正〔平成七年規則二二号・八年二六号〕）
（免責）
第十八条　区長は、区立駐輪場内で起きた事故による損害であつても次の各号のいずれかに該当するときは、その責任を負わないものとする。
一　天災等不可抗力による事故についての損害
二　区立駐輪場を利用した者が自己の責に帰すべき事由によつて引き起こした衝突、接触、その他の事故についての損害
三　前二号に掲げるもののほか、区立駐輪場の管理者の責に帰さない理由によつて生じた損害
（一部改正〔平成八年規則二六号〕）
（利用者の義務）
第十八条の二　区立駐輪場を利用する者は当該区立駐輪場の利用について、区長の指示に従わなければならない。
（追加〔平成二六年規則四一号〕、一部改正〔平成二七年規則五五号〕）
（細部施行）
第十九条　条例及びこの規則に定めるもののほか、自転車の放置防止並びに区立駐輪場の管理及び利用その他について必要な事項は、区長の定めるところによる。
（一部改正〔平成八年規則二六号〕）
附　則
１　この規則は、昭和六十四年四月一日から施行する。
２　この規則の施行日前になされた放置禁止区域の告示及び区立自転車駐車場の利用登録に係る申請、承認、その他の行為は、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。
附　則（平成五年三月三一日規則第二四号）
１　この規則は、平成五年四月一日から施行する。
２　この規則による改正前の東京都中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則の規定により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附　則（平成七年三月三一日規則第二二号）
１　この規則は、平成七年四月一日から施行する。
２　この規則の施行前に移送された自転車の保管期間については、なお、従前の例による。
３　この規則による改正前の東京都中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則の規定により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附　則（平成七年五月三一日規則第二八号）
１　この規則は、平成七年六月一日から施行する。
２　この規則による改正前の東京都中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則の規定により作成した様式で、現に用紙が残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用することができる。
附　則（平成八年三月二九日規則第二六号）
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附　則（平成九年三月三一日規則第二三号）
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附　則（平成一二年一一月一〇日規則第五八号）
１　この規則は、中央区自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例（平成十二年九月中央区条例第四十四号）の施行の日から施行する。
２　この規則の施行日前に交付された利用登録証の有効期間については、なお、従前の例による。
３　この規則による改正後の中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則第十四条の二第一項の二年ごとの年は、平成十三年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
４　この規則の施行日以後平成十三年三月三十一日までの間に交付される中央区立築地市場駅地下駐輪場、中央区立月島駅地下駐輪場及び中央区立勝どき駅地下駐輪場の利用登録証については、平成十五年三月三十一日までを有効期間とする。
附　則（平成一七年三月三一日規則第七号）
１　この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
２　（前略）第三十八条による改正前の中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用することができる。
附　則（平成二二年九月三〇日規則第三八号）
この規則は、中央区自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例（平成二十二年六月中央区条例第三十一号）の施行の日から施行する。
附　則（平成二六年一〇月三一日規則第四一号）
１　この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
２　平成二十七年三月一日からこの規則の施行の日の前日までの間になされた申請その他の手続及び承認その他の決定は、この規則による改正後の中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
３　この規則の施行の際、この規則による改正前の中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用することができる。
附　則（平成二七年一一月三〇日規則第五五号）
この規則は、中央区自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例（平成二十七年十月中央区条例第四十一号）の施行の日から施行する。
（施行の日＝平成二八年一月五日）
附　則（平成二八年三月三一日規則第七号）
１　この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
２　この規則の施行の際、この規則による改正前の中央区情報公開条例施行規則、中央区個人情報の保護に関する条例施行規則、中央区職員の期末手当に関する規則、中央区職員の退職手当に関する条例施行規則、中央区分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、中央区認可地縁団体印鑑規則、中央区立中央会館条例施行規則、中央区立日本橋公会堂条例施行規則、中央区立区民館条例施行規則、中央区立浜町集会施設の管理運営に関する条例施行規則、中央区立セレモニーホール条例施行規則、中央区立保養所条例施行規則、中央区立区民健康村条例施行規則、中央区立温浴プラザ条例施行規則、中央区立女性センター条例施行規則、中央区立産業会館条例施行規則、中央区立ハイテクセンター条例施行規則、災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例施行規則、生活保護法施行細則、支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、中央区立福祉センター条例施行規則、中央区立子ども家庭支援センター条例施行規則、中央区立児童館条例施行規則、中央区立シニアセンター条例施行規則、中央区立敬老館条例施行規則、中央区立特別養護老人ホーム条例施行規則、中央区立高齢者在宅サービスセンター条例施行規則、中央区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例施行規則、中央区児童育成手当条例施行規則、中央区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、中央区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、中央区心身障害者福祉手当条例施行規則、中央区難病患者福祉手当条例施行規則、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、身体障害者福祉法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、中央区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、中央区おとしより介護応援手当条例施行規則、中央区後期高齢者医療に関する条例施行規則、中央区指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、中央区結核・精神医療給付金の支給に関する規則、中央区プールに関する条例施行規則、中央区興行場法施行条例施行規則、中央区旅館業法施行条例施行規則、中央区公衆浴場法施行条例施行規則、中央区化製場等に関する法律施行条例施行規則、温泉法施行細則、水道法施行細則、中央区墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、食品衛生法施行細則、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則、母子保健法施行細則、中央区立環境情報センター条例施行規則、中央区廃棄物の処理及び再利用に関する規則、中央区浄化槽の清掃、保守点検等に関する規則、中央区公共溝渠管理条例施行細則、中央区営駐車場条例施行規則、中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則、都市計画法に基づく開発行為等の規制事務施行細則、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、中央区立総合スポーツセンターの管理運営に関する条例施行規則、中央区立運動場等の管理運営に関する条例施行規則及び中央区立月島スポーツプラザ条例施行規則の規定により作成した様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお、使用することができる。
附　則（平成二八年九月二〇日規則第三二号）
この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
附　則（平成二八年一一月三〇日規則第四一号）抄
１　この規則は、中央区自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例（平成二十八年十一月中央区条例第四十八号）の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
２　この規則による改正後の中央区自転車の放置防止に関する条例施行規則の規定による申請その他の手続及び承認その他の決定は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表（第十五条の二関係）
（追加〔平成二六年規則四一号〕、一部改正〔平成二七年規則五五号〕）
定期利用者
期間
使用料
区民
学生以外の者
一月
一、五〇〇円


二月
三、〇〇〇円


三月
四、〇〇〇円


四月
五、五〇〇円


五月
七、〇〇〇円


六月
八、〇〇〇円


七月
九、五〇〇円


八月
一一、〇〇〇円


九月
一二、〇〇〇円


十月
一三、五〇〇円


十一月
一五、〇〇〇円


十二月
一六、〇〇〇円

学生
一月
一、〇〇〇円


二月
二、〇〇〇円


三月
二、五〇〇円


四月
三、五〇〇円


五月
四、五〇〇円


六月
五、〇〇〇円


七月
六、〇〇〇円


八月
七、〇〇〇円


九月
七、五〇〇円


十月
八、五〇〇円


十一月
九、五〇〇円


十二月
一〇、〇〇〇円
区民以外の者
一月
二、〇〇〇円

二月
四、〇〇〇円

三月
五、五〇〇円

四月
七、五〇〇円

五月
九、五〇〇円

六月
一一、〇〇〇円

七月
一三、〇〇〇円

八月
一五、〇〇〇円

九月
一六、五〇〇円

十月
一八、五〇〇円

十一月
二〇、五〇〇円

十二月
二二、〇〇〇円
備考　
一　この表における期間は、区立駐輪場を利用する期間が一月未満であるときは一月とし、その期間に一月未満の端数があるときは当該端数を一月として計算する。
二　この表において「学生」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する者をいう。
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別記第１号様式（第３条関係）放置禁止区域表示板
（一部改正〔平成22年規則38号〕）
第２号様式（第３条関係）放置禁止区域標識
（一部改正〔平成22年規則38号〕）
第３号様式（第４条関係）立て看板
（一部改正〔平成22年規則38号〕）
第４号様式（第４条関係）注意札
（一部改正〔平成22年規則38号〕）
第５号様式（第４条関係）警告札
（一部改正〔平成22年規則38号・26年41号〕）
第６号様式（第６条関係）放置自転車保管台帳
（一部改正〔平成22年規則38号〕）
第７号様式（第８条関係）放置自転車返還通知書
（一部改正〔平成22年規則38号・26年41号〕）
第８号様式（第９条関係）放置自転車返還請求書
（一部改正〔平成22年規則38号〕）
第９号様式（第12条関係）中央区立駐輪場利用申請書
（一部改正〔平成22年規則38号・26年41号〕）
第10号様式甲（第12条関係）
（全部改正〔平成26年規則41号〕）
第10号様式乙（第12条関係）
（全部改正〔平成26年規則41号〕）
第11号様式（第12条関係）中央区立駐輪場利用不承認通知書
（一部改正〔平成22年規則38号・26年41号・28年７号〕）
第12号様式（第13条関係）
（全部改正〔平成26年規則41号〕）
第13号様式（第13条関係）中央区立駐輪場利用証再交付申請書
（一部改正〔平成22年規則38号・26年41号〕）
第13号の２様式（第13条の２関係）
（追加〔平成26年規則41号〕）
第13号の２の２様式（第13条の２関係）利用者識別カード
（追加〔平成22年規則38号〕、一部改正〔平成26年規則41号〕）
第13号の３様式（第13条の２関係）中央区立駐輪場利用者カード等再交付申請書
（追加〔平成22年規則38号〕、一部改正〔平成26年規則41号〕）
第14号様式（第15条関係）中央区立駐輪場利用承認取消通知書
（一部改正〔平成22年規則38号・26年41号・28年７号〕）
第14号の２様式（第15条の３関係）
（追加〔平成26年規則41号〕）
第14号の３様式（第15条の３関係）
（追加〔平成26年規則41号〕、一部改正〔平成28年規則７号〕）
第14号の４様式（第15条の３関係）
（追加〔平成26年規則41号〕、一部改正〔平成28年規則７号〕）
第14号の５様式（第15条の４関係）
（追加〔平成26年規則41号〕）
第15号様式（第16条関係）中央区立駐輪場利用中止・申請事項変更届書
（一部改正〔平成22年規則38号・26年41号〕）
第16号様式（第17条関係）通告札
（一部改正〔平成22年規則38号・26年41号〕）


