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○江戸川区自転車駐車場条例施行規則 

平成十一年十二月二十日規則第七十四号 

改正 

平成一六年一二月規則第七三号 

平成一七年一〇月規則第九三号 

平成一八年 三月規則第四二号 

平成一九年 三月規則第四七号 

平成一九年一一月規則第六四号 

平成二〇年 四月規則第二八号 

平成二〇年 五月規則第四八号 

平成二〇年 七月規則第五六号 

平成二一年一〇月 一日規則第五八号 

平成二一年一一月三〇日規則第六四号 

平成二三年 三月 一日規則第四号 

平成二四年 七月一〇日規則第六一号 

平成二四年一一月 一日規則第七三号 

平成二四年一二月二〇日規則第八〇号 

平成二五年 六月二八日規則第四九号 

平成二六年 三月二〇日規則第二五号 

平成二六年 九月三〇日規則第七六号 

平成二八年 六月一〇日規則第七四号 

平成二八年一〇月三一日規則第九一号 

平成二八年一二月二〇日規則第九八号 

平成二九年 三月三一日規則第三一号 

平成二九年一二月二〇日規則第五九号 

江戸川区自転車駐車場条例施行規則 

目次 

第一章 総則（第一条・第一条の二） 

第二章 自転車駐車場（第二条―第十条） 

第三章 付帯設備（第十一条―第二十七条） 
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第四章 雑則（第二十八条・第二十九条） 

第四章 雑則（第二十八条―第三十条） 

付則 

第一章 総則 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（趣旨） 

第一条 この規則は、江戸川区自転車駐車場条例（平成十一年十二月江戸川区条例第四十九号。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。 

（定義） 

第一条の二 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

第二章 自転車駐車場 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（使用時間） 

第二条 条例第二条第五号及び第六号の規則で定める使用時間は、別表第一のとおりとする。ただ

し、江戸川区長（以下「区長」という。）が特に必要があると認めるときは、その使用時間を変

更することができる。 

第二条 条例第二条第五号及び第六号の規則で定める使用時間は、別表第一のとおりとする。ただ

し、条例第十一条の規定により江戸川区長（以下「区長」という。）が指定する者（以下「指定

管理者」という。）が管理する江戸川区自転車駐車場（以下「駐車場」という。）にあっては、

指定管理者が区長の承認を得て、その使用時間を変更することができる。 

２ 前項の使用時間（指定管理者が管理する駐車場に係るものを除く。）は、区長が特に必要と認

めるときは、変更することができる。 

一部改正〔平成一六年規則七三号・二四年八〇号・二八年七四号〕 

一部改正〔平成一六年規則七三号・二四年八〇号・二八年七四号・二九年五九号〕 

（当日使用の手続） 

第三条 条例第三条第一項の規定により当日使用しようとする者は、江戸川区自転車駐車場（以下

「駐車場」という。）の使用の際に使用料を支払い、当日使用券の交付を受けなければならない。 

第三条 条例第三条第一項の規定により当日使用しようとする者は、駐車場の使用の際に使用料（指

定管理者が管理する駐車場にあっては、利用料金。以下第五条の二において同じ。）を支払わな
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ければならない。 

２ 区長は、前項の使用料を納付した者に対し、当日使用券を交付する。 

３ 第一項に定めるもののほか、指定管理者が管理する駐車場の当日使用の手続については、指定

管理者が区長の承認を得て定めるものとする。 

一部改正〔平成二四年規則六一号・二八年七四号〕 

一部改正〔平成二四年規則六一号・二八年七四号・二九年五九号〕 

（定期使用の手続） 

第四条 条例第三条第二項の規定により定期使用しようとする者は、自転車駐車場定期使用申請書

を区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、定期使用の承認をしたときは、定期駐車券及び駐車票を交付する。 

３ 引き続き定期使用の承認を受けようとする者は、定期使用しようとする月の前月の二十日から

末日までに使用申請をしなければならない。 

４ 交付された駐車票は、駐車する自転車等に貼り付けなければならない。 

５ 前各項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する駐車場の定期使用の手続については、指定

管理者が区長の承認を得て定めるものとする。 

一部改正〔平成二四年規則六一号〕 

一部改正〔平成二四年規則六一号・二九年五九号〕 

（使用期間の起算日） 

第五条 定期使用の使用期間は、使用を開始する日の属する月の一日から起算する。 

（超過料金の納付方法） 

第五条の二 条例第四条第一項の規定により、駐車場の使用の際にあらかじめ使用料を納付した者

が第二条の使用時間を超えて駐車した場合において、駐車場を出庫する際は、その超過した時間

に応じた日数に、当日使用に係る使用料の額を乗じて得た額を超過料金として追加して納付しな

ければならない。 

第五条の二 条例第四条第一項又は条例第四条の二第二項の規定により、駐車場の使用の際にあら

かじめ使用料を納付した者が第二条の使用時間を超えて駐車した場合において、駐車場を出庫す

る際は、その超過した時間に応じた日数に、当日使用に係る使用料の額を乗じて得た額を超過料

金として追加して納付しなければならない。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

追加〔平成二四年規則八〇号〕、一部改正〔平成二九年規則五九号〕 
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（使用料の減免） 

第六条 条例第四条第二項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる特別の理由と

は、次の各号のいずれかに該当する場合をいい、減額又は免除する額は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）による保護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）による支援給付を受けている者であるとき 免除 

二 前号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき 区長が別に定める額 

２ 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額・免除申請書を区

長に提出しなければならない。 

３ 第一項の規定は、利用料金の減額又は免除について準用する。この場合において、同項中「条

例第四条第二項」とあるのは「条例第四条の二第三項」と、「使用料」とあるのは「利用料金」

と、「特別の理由」とあるのは「基準」と読み替えるものとする。 

４ 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、指定管理者が区長の承認を

得て定める方法により申請しなければならない。 

一部改正〔平成二〇年規則五六号・二四年六一号・二六年七六号〕 

一部改正〔平成二〇年規則五六号・二四年六一号・二六年七六号・二九年五九号〕 

（使用料の還付） 

第七条 条例第四条第四項ただし書に規定する使用料を還付することができる特別の理由とは、次

の各号のいずれかに該当する場合をいい、還付する額は、当該各号に定めるところによる。 

一 定期使用の使用期間の開始前に駐車場の使用を取りやめる旨の申出があったとき 全額 

二 定期使用の使用期間の途中で駐車場の使用を中止したとき 使用を中止した日の属する月の

翌月以後の月分の額 

二 定期使用の使用期間の途中で駐車場の使用を中止したとき 使用を中止した日の属する月の

翌月以後の月分の額（一箇月分の額は、使用料を使用期間で除した額とする。次号において同

じ。） 

三 条例第五条第四号の規定に基づき、使用承認を取り消したとき 使用承認を取り消した日の

属する月の翌月以後の月分の額 

２ 前項の場合において、一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 

３ 第一項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書を区長に提出しな
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ければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定は、利用料金の還付について準用する。この場合において、第一項中

「条例第四条第四項」とあるのは「条例第四条の二第四項」と、「使用料」とあるのは「利用料

金」と読み替えるものとする。 

５ 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が区長の承認を得て定め

る方法により申請しなければならない。 

一部改正〔平成二四年規則六一号・八〇号〕 

一部改正〔平成二四年規則六一号・八〇号・二九年五九号〕 

（使用制限の通知） 

第八条 区長は、条例第五条の規定により使用を停止し、又は使用承認を取り消したときは、自転

車駐車場使用制限通知書を交付する。 

第八条 区長は、条例第五条の規定により使用を停止し、又は使用承認を取り消したときは、自転

車駐車場使用制限通知書を交付する。この場合において、指定管理者が管理する駐車場にあって

は、指定管理者が区長の承認を得て定める方法によるものとする。 

一部改正〔平成二四年規則六一号〕 

一部改正〔平成二四年規則六一号・二九年五九号〕 

（定期駐車券等の再交付） 

第九条 駐車場の定期使用の使用承認を受けた者が、定期駐車券又は駐車票を紛失又は毀損したと

きは、定期駐車券等再交付申請書により、区長に申請し、再交付を受けなければならない。 

第九条 駐車場の定期使用の使用承認を受けた者が、定期駐車券又は駐車票を紛失又は毀損したと

きは、定期駐車券等再交付申請書により、区長に申請し、再交付を受けなければならない。この

場合において、指定管理者が管理する駐車場にあっては、指定管理者が区長の承認を得て定める

方法によるものとする。 

一部改正〔平成二四年規則六一号〕 

一部改正〔平成二四年規則六一号・二九年五九号〕 

（駐車場の不正使用にあたる自転車等） 

（駐車場の不正使用に当たる自転車等） 

第十条 条例第七条第一項の規則で定める自転車等は、次に掲げるものとする。 

一 使用承認を受けないで駐車してある自転車等 

二 使用承認を受けた期間を過ぎて駐車してある自転車等 
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三 使用承認を取り消された後も駐車してある自転車等 

一部改正〔平成一六年規則七三号・二八年七四号〕 

一部改正〔平成一六年規則七三号・二八年七四号・二九年五九号〕 

第三章 付帯設備 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（付帯設備の定義及び貸出場所） 

第十一条 条例第四条第三項に規定する付帯設備は、レンタサイクル（江戸川区（以下「区」とい

う。）又は区が駐輪場管理運営業務について委託した者が所有する自転車をいう。以下同じ。）

であって、別表第二に掲げる駐車場（タンデム自転車（東京都道路交通規則（昭和四十六年十一

月東京都公安委員会規則第九号）第十条第一号ア(ウ)に規定するタンデム車をいう。）にあって

は、江戸川区葛西臨海公園駅東駐輪場に限る。）において貸出しを行うものをいう。 

全部改正〔平成二八年規則七四号〕 

（レンタサイクルの利用対象者） 

第十二条 前条のレンタサイクルを利用できる者は、次に掲げる要件全てに該当するものでなけれ

ばならない。 

一 中学生以上であること。 

二 レンタサイクルの利用について安全上支障がないと認められる者（サドルの高さを調整する

ことにより両足が地面に着き、レンタサイクルを安全に運転することができると認められるも

のをいう。） 

追加〔平成二四年規則八〇号〕、一部改正〔平成二五年規則四九号〕 

（レンタサイクルの貸出期間、使用料等） 

第十三条 レンタサイクルの貸出期間の単位（以下「単位」という。）、使用料等については、別

表第三のとおりとする。ただし、承認された利用期間を超えてレンタサイクルを利用した者は、

別表第三に規定する当日利用の使用料に超過日数を乗じて得た金額を超過料金として納付しなけ

ればならない。 

２ レンタサイクルの定期利用者にあっては、駐車場及びレンタサイクルの有効活用を図るため、

定期利用の承認を受けている期間中であっても、原則として毎日所定の駐車場への返却を要する

ものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（レンタサイクルの利用申請） 
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第十四条 レンタサイクルを利用しようとする者は、レンタサイクル利用登録申請書を区長へ提出

し、利用申請を行うものとする。ただし、次条のレンタサイクル利用登録証（有効期間内のもの

に限る。）を所持している者については、当該登録証の提示をもって、利用申請を行うこととす

る。 

第十四条 レンタサイクルを利用しようとする者は、レンタサイクル利用登録申請書（以下「利用

申請書」という。）を区長へ提出し、利用申請を行うものとする。ただし、次条のレンタサイク

ル利用登録証（有効期間内のものに限る。）を所持している者については、当該登録証の提示を

もって、利用申請を行うこととする。 

２ 前項の利用申請書の提出に当たっては、申請者本人の氏名及び現住所を証する書類その他身分

を証する書類（以下「証明書」という。）を提示し、本人であることの確認を受けなければなら

ない。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕、一部改正〔平成二六年規則二五号〕 

追加〔平成二四年規則八〇号〕、一部改正〔平成二六年規則二五号・二九年五九号〕 

（レンタサイクルの利用の承認及び登録証の交付） 

第十五条 前条の手続が終了した者については、区長はレンタサイクルの利用を承認し、その利用

に必要な事項を登録したレンタサイクル利用登録証（以下「登録証」という。）を交付する。た

だし、前条第一項ただし書の規定により利用申請をした者については、登録証の交付は行わない。 

２ 前項の承認に際し、区長はレンタサイクルの利用に関し、必要な条件を付すことができる。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（レンタサイクルの利用の不承認） 

第十六条 区長は、次のいずれかに該当する場合は、レンタサイクルの利用を承認しない。 

一 貸出し可能なレンタサイクルがないとき。 

二 前号に掲げるもののほか、災害その他の事由により利用させることが適当でないと区長が認

めるとき。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（登録証の有効期間及び更新手続） 

第十七条 第十五条の規定により交付された登録証の有効期間は、承認された日から起算して一年

間とする。 

２ 有効期間後も引き続きレンタサイクルの利用を希望する者は、再度第十四条に定める手続を行

わなければならない。 
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追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（定期利用者の利用期間の更新手続） 

第十八条 定期利用の利用登録をし、現に利用期間中の者が定期利用の利用期間の更新を行おうと

する場合にあっては、当該利用期間が満了する日の十日前から失効日までの間に利用期間の更新

の申請をしなければならない。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（利用登録の変更） 

第十九条 第十四条の規定により申請した事項に変更が生じた場合には、レンタサイクル利用登録

変更申請書に登録証及び変更後の事項を証する証明書を添えて区長に届け出なければならない。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（登録証の紛失等に係る届出等） 

第二十条 利用者は、登録証を紛失し、又は毀損した場合は、レンタサイクル登録証再交付申請書

を区長に提出し、新たに登録証の発行を受けなければならない。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（使用料の還付） 

第二十一条 レンタサイクルの利用に係る既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいず

れかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができることとし、還付する額は、当

該各号に定めるところによる。 

一 定期利用の利用期間の開始前にレンタサイクルの利用を取りやめる旨の申出があったとき 

全額 

二 定期利用の利用期間内にレンタサイクルの利用を中止したとき 利用を中止した月の翌月以

後の月分の額 

三 第二十五条の規定に基づき、利用承認を取り消したとき 利用承認を取り消した翌月以後の

月分の額 

三 第二十五条第三号の規定に基づき、利用承認を取り消したとき 利用承認を取り消した翌月

以後の月分の額 

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、レンタサイクル使用料還付申請書兼請

求書を区長に提出しなければならない。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

追加〔平成二四年規則八〇号〕、一部改正〔平成二九年規則五九号〕 
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（レンタサイクルに係る撤去手数料の特例） 

第二十二条 区長は、利用者がレンタサイクルの利用期間中に、江戸川区自転車等の駐車秩序に関

する条例（昭和六十二年三月江戸川区条例第十号）第十二条から第十四条までの規定又は他の自

治体の規定により当該レンタサイクルを撤去又は移送されたときは、当該条例の規定にかかわら

ず、これに要した費用を当該レンタサイクルの利用者から徴収するものとする。ただし、区長が

特別の理由があると認めるときは、これを免除することができるものとする。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（督促及び貸出しの禁止） 

第二十三条 区長は、次に掲げる期間が経過した場合において、利用者が特別の理由がないにもか

かわらずレンタサイクルの返却を怠り、又は督促してもレンタサイクルの返却に応じないときは、

当該利用者の利用登録の期間にかかわらず、当該レンタサイクルの返却がなされるまでの期間に

ついて、新たなレンタサイクルの貸出しを禁ずることができる。 

一 当日利用 利用開始から三日を経過したとき。 

二 定期利用 利用開始から五日を経過したとき。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕、一部改正〔平成二五年規則四九号・二八年七四号〕 

（禁止行為） 

第二十四条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 レンタサイクルを故意に毀損し、又は滅失すること。 

二 レンタサイクル及び登録証を転貸すること。 

三 レンタサイクルを公共の場所に放置すること。 

四 レンタサイクルの利用に当たって遵守すべき法令等に違反すること。 

五 前各号に掲げるもののほか、レンタサイクル事業の管理上支障があると認められる行為をす

ること。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（利用承認の取消し等） 

第二十五条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、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。 

一 前条各号に規定する行為を行ったとき。 

二 偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。 

三 前二号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。 
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追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（レンタサイクルの返却義務） 

第二十六条 利用者は、レンタサイクルの利用を終了し、又は中止したときは、直ちにレンタサイ

クルを返却しなければならない。前条の規定により承認の取消し又は利用の停止を受けたときも、

同様とする。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕、一部改正〔平成二五年規則四九号〕 

（損害賠償の義務） 

第二十七条 利用者が自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを毀損し、又は滅失させた

場合は、区長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。た

だし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することがで

きる。 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

第四章 雑則 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

（指定申請書の提出等） 

第二十八条 指定管理者の指定を受けようとする者は、指定申請書を区長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の申請書には、条例第十三条第二項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

一 駐車場の管理運営に係る職員配置提案書及び経費見積書 

二 法人の定款 

三 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の法人の収支計算書及び前事業年度の決算報告

書 

四 法人の事業経歴及び概要 

五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

追加〔平成二九年規則五九号〕 

（様式） 

第二十九条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。 

追加〔平成二四年規則六一号〕、一部改正〔平成二四年規則八〇号・二九年五九号〕 

（委任） 
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第三十条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 

一部改正〔平成二四年規則六一号・八〇号・二九年五九号〕 

付 則 

この規則は、別に規則で定める日から施行する。（平成十二年三月規則第四号で、同十二年四月

一日から、ただし、条例及び規則中定期使用の申請、承認及び使用料に関する規定は、同十二年三

月二十日から施行） 

付 則（中間省略） 

 

付 則（平成一九年一一月一日規則第六四号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二〇年四月一日規則第二八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二〇年五月三〇日規則第四八号） 

この規則は、平成二〇年六月一日から施行する。 

付 則（平成二〇年七月一日規則第五六号） 

（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江戸川区自転車駐車場条例施行規則第六条の規定は、平成二十年四月

一日以後の使用料から適用し、同日前の使用料に係る減免の取扱いについては、なお従前の例に

よる。 

付 則（平成二一年一〇月一日規則第五八号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二一年一一月三〇日規則第六四号） 

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。 

付 則（平成二三年三月一日規則第四号） 

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 

付 則（平成二四年七月一〇日規則第六一号） 

改正 

平成二四年一一月 一日規則第七三号 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、江戸川区自転

車駐車場条例の一部を改正する条例（平成二十四年十一月江戸川区条例第四十五号）別表第一の

改正規定（江戸川区京成小岩駅東駐輪場の項、江戸川区京成小岩駅南駐輪場の項、江戸川区京成

小岩駅北駐輪場の項及び江戸川区京成小岩駅北二号駐輪場の項に係る部分に限る。）の施行の日

から施行する。 

一部改正〔平成二四年規則七三号〕 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の江戸川区自転車駐車場条例施行規則の様式によ

る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

付 則（平成二四年一一月一日規則第七三号） 

この規則は、平成二十四年十一月五日から施行する。 

付 則（平成二四年一二月二〇日規則第八〇号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成二十五年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日以後の定期使用に係る申請その他使用のための必要な準備は、施行日前においても行う

ことができる。 

付 則（平成二五年六月二八日規則第四九号） 

この規則は、江戸川区自転車駐車場条例の一部を改正する条例（平成二十五年六月江戸川区条例

第三十二号）の施行の日から施行する。 

付 則（平成二六年三月二〇日規則第二五号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十六年四月一日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の江戸川区自転車駐車場条例施行規則別表第三の規定は、施行日以後に

利用する者から適用し、同日前に利用する者及び同日前に既に利用の承認を受けている者につい

ては、なお従前の例による。 

付 則（平成二六年九月三〇日規則第七六号） 

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。 

付 則（平成二八年六月一〇日規則第七四号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成二八年一〇月三一日規則第九一号） 

この規則は、江戸川区自転車駐車場条例の一部を改正する条例（平成二十八年十月江戸川区条例

第四十六号）の施行の日から施行する。 

付 則（平成二八年一二月二〇日規則第九八号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十九年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 別表第一江戸川区瑞江駅南口駐輪場の項の次に一項を加える改正規定 平成二十九年四月一

日 

二 別表第一江戸川区瑞江駅東二号駐輪場の項を削る改正規定 江戸川区自転車駐車場条例の一

部を改正する条例（平成二十八年十二月江戸川区条例第五十四号）付則第一項第二号に掲げる

規定の施行の日 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の江戸川区自転車駐車場条例施行規則別表第一に規定する江戸

川区瑞江駅東三号駐輪場を利用している者の当該利用については、なお従前の例による。 

３ 付則第一項第二号の規定の施行の際現に改正前の江戸川区自転車駐車場条例施行規則別表第一

に規定する江戸川区瑞江駅東二号駐輪場を利用している者の当該利用については、なお従前の例

による。 

付 則（平成二九年三月三一日規則第三一号） 

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 

付 則（平成二九年一二月二〇日規則第五九号） 

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二十九条を第三十条とし、第二十

八条を第二十九条とし、第四章中同条の前に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

別表第一（第二条関係） 

江戸川区一之江駅西口駐輪場 

午前四時三十分から午前一時まで 
江戸川区一之江駅北口駐輪場 

江戸川区一之江駅東口駐輪場 

江戸川区東大島駅駐輪場 
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江戸川区船堀駅中央駐輪場 

江戸川区船堀駅東一号駐輪場 

江戸川区船堀駅東二号駐輪場 

江戸川区船堀駅西一号駐輪場 

江戸川区船堀駅西二号駐輪場 

江戸川区葛西駅東口駐輪場 

江戸川区葛西駅東二号駐輪場 

江戸川区葛西駅西口駐輪場 

江戸川区西葛西駅南口駐輪場 

江戸川区西葛西駅北口駐輪場 

江戸川区西葛西駅東駐輪場 

江戸川区西葛西駅東二号駐輪場 

江戸川区西葛西駅西駐輪場 

江戸川区葛西臨海公園駅東駐輪場 

江戸川区葛西臨海公園駅西駐輪場 

江戸川区京成小岩駅東駐輪場 

江戸川区京成小岩駅南駐輪場 

江戸川区京成小岩駅南二号駐輪場 

江戸川区京成小岩駅北駐輪場 

江戸川区京成小岩駅北二号駐輪場 

江戸川区瑞江駅南口駐輪場 

江戸川区瑞江駅南二号駐輪場 

江戸川区瑞江駅北駐輪場 

江戸川区瑞江駅東一号駐輪場 

江戸川区瑞江駅東四号駐輪場 

江戸川区瑞江駅東五号駐輪場 

江戸川区篠崎駅東駐輪場 

江戸川区篠崎駅西口駐輪場 

名称 使用時間 



15/17 

江戸川区一之江駅西口駐輪場 

午前四時三十分から午前一時まで 

江戸川区一之江駅北口駐輪場 

江戸川区一之江駅東口駐輪場 

江戸川区東大島駅駐輪場 

江戸川区船堀駅中央駐輪場 

江戸川区船堀駅東一号駐輪場 

江戸川区船堀駅東二号駐輪場 

江戸川区船堀駅西一号駐輪場 

江戸川区船堀駅西二号駐輪場 

江戸川区葛西駅東口駐輪場 

江戸川区葛西駅東二号駐輪場 

江戸川区葛西駅西口駐輪場 

江戸川区西葛西駅南口駐輪場 

江戸川区西葛西駅北口駐輪場 

江戸川区西葛西駅東駐輪場 

江戸川区西葛西駅東二号駐輪場 

江戸川区西葛西駅西駐輪場 

江戸川区葛西臨海公園駅東駐輪場 

江戸川区葛西臨海公園駅西駐輪場 

江戸川区京成小岩駅東駐輪場 

江戸川区京成小岩駅南駐輪場 

江戸川区京成小岩駅南二号駐輪場 

江戸川区京成小岩駅北駐輪場 

江戸川区京成小岩駅北二号駐輪場 

江戸川区瑞江駅南口駐輪場 

江戸川区瑞江駅南二号駐輪場 

江戸川区瑞江駅北駐輪場 

江戸川区瑞江駅東一号駐輪場 

江戸川区瑞江駅東四号駐輪場 
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江戸川区瑞江駅東五号駐輪場 

江戸川区篠崎駅東駐輪場 

江戸川区篠崎駅西口駐輪場 

江戸川区平井駅南口駐輪場 

午前四時三十分から午前一時三十分まで 

江戸川区平井駅北口駐輪場 

江戸川区平井駅西駐輪場 

江戸川区平井駅東駐輪場 

江戸川区小岩駅東駐輪場 

江戸川区小岩駅西一号駐輪場 

江戸川区小岩駅西二号駐輪場 

江戸川区小岩駅西三号駐輪場 

備考 上欄の駐車場の使用に係る一日とは、それぞれ下欄に規定する使用時間をいう。 

全部改正〔平成一七年規則九三号〕、一部改正〔平成一八年規則四二号・一九年四七号・六

四号・二〇年二八号・四八号・二一年五八号・六四号・二三年四号・二四年六一号・八〇号・

二五年四九号・二八年九一号・九八号〕 

全部改正〔平成一七年規則九三号〕、一部改正〔平成一八年規則四二号・一九年四七号・六

四号・二〇年二八号・四八号・二一年五八号・六四号・二三年四号・二四年六一号・八〇号・

二五年四九号・二八年九一号・九八号・二九年五九号〕 

別表第二（第十一条関係） 

名称 位置 

江戸川区一之江駅西口駐輪場 江戸川区一之江七丁目三六番先 

江戸川区東大島駅駐輪場 江戸川区小松川一丁目五番二号先 

江戸川区平井駅北口駐輪場 江戸川区平井五丁目一八番八号先 

江戸川区船堀駅中央駐輪場 江戸川区船堀四丁目一番二一号 

江戸川区葛西駅西口駐輪場 江戸川区中葛西五丁目四三番一五号先 

江戸川区西葛西駅南口駐輪場 江戸川区西葛西六丁目一五番一号先 

江戸川区葛西臨海公園駅東駐輪場 江戸川区臨海町六丁目三番六号 

江戸川区小岩駅西一号駐輪場 江戸川区南小岩六丁目一七番六号 

江戸川区京成小岩駅北二号駐輪場 江戸川区北小岩六丁目三二番三号 
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江戸川区瑞江駅南口駐輪場 江戸川区瑞江二丁目二番一号先 

江戸川区篠崎駅西口駐輪場 江戸川区篠崎町七丁目二〇番一九号 

追加〔平成二四年規則八〇号〕 

別表第三（第十三条関係） 

利用の区分 種別 単位 使用料 

当日利用 

自転車（道路交通法施行

規則（昭和三十五年総理

府令第六十号）第一条の

三の基準に該当する自

転車（以下「電動アシス

ト自転車」という。）及

びタンデム自転車を除

く。） 

一日につき 二一〇円 

電動アシスト自転車 一日につき 三三〇円 

タンデム自転車 二時間につき 二一〇円 

定期利用 

自転車（電動アシスト自

転車及びタンデム自転

車を除く。） 

一箇月につき 二、〇六〇円 

三箇月につき 六、一七〇円 

備考 

１ レンタサイクルの当日利用における単位の一日とは、承認されたときから起算して二十四時

間をいう。 

２ レンタサイクルの定期利用における単位の月とは、承認された期間の初日から末日の翌日に

おける当該駐車場の閉場時間までをいう。 

全部改正〔平成二九年規則三一号〕 


