
 

鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例（平成６年９月30日条例第18号） 

○鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例 

平成６年９月30日条例第18号 

改正 

平成８年３月26日条例第３号 

鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は，自転車等の放置防止及び適正な処理について必要な事項を定めることにより，

市民生活の安全及び通行機能を確保するとともに，良好な都市環境の形成を図り，もって公共の福

祉の増進に寄与す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) 自転車等 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第10号に規定する原動機付自転

車及び同項第11号の２に規定する自転車をいう。 

(２) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。 

(３) 放置 公共の場所において自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちに移動すること

ができない状態（市の設置する無料の自転車駐車場において規則で定める期間継続して置かれて

いる場合を含む。）にあることをいう。 

(４) 利用者等 利用者又は所有者をいう。 

（市長の責務） 

第３条 市長は，第１条の目的を達成するため，自転車等の放置防止及び適正な処理に関し，市民へ

の啓発，関係者への協力依頼その他必要な施策を策定し，及びこれを総合的に実施するものとする。 

（自転車等の利用者等の責務） 

第４条 自転車等の利用者等は，当該自転車等を放置することのないように努めなければならない。 

２ 自転車等の所有者は，その所有する自転車等の見やすい部分に住所及び氏名又は名称を明記する

ように努めなければならない。 

３ 自転車の所有者は，その所有する自転車について，三重県公安委員会が指定する者の行う防犯登

録（以下「防犯登録」という。）を受けなければならない。 

４ 自転車等の利用者等は，前条の規定に基づき市長が実施する施策に協力しなければならない。 

（自転車小売業者の責務） 

第５条 自転車の小売を業とする者（以下「自転車小売業者」という。）は，自転車の販売に当たっ

ては，自転車の購入者に対し，当該自転車に住所及び氏名又は名称を明記すること並びに防犯登録

を受けることを勧奨するように努めなければならない。 

２ 自転車小売業者は，第３条の規定に基づき市長が実施する施策に協力しなければならない。 

（鉄道事業者の責務） 

第６条 鉄道事業者は，旅客の利便に供するため，自転車駐車場を設置するように努めなければなら

ない。 

２ 鉄道事業者は，市長が自転車駐車場を設置しようとするときは，その用地を提供する等第３条の

規定に基づき市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。 

（施設の設置者の責務） 

第７条 官公署，学校等の公益的施設の設置者及び百貨店，スーパーマーケット，銀行，遊技場その

他の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は，当該施設の利用者の利便に供するた

め，自転車駐車場を設置するように努めなければならない。 

２ 前項に規定する施設の設置者は，第３条の規定に基づき市長が実施する施策に積極的に協力しな

ければならない。 

（放置禁止区域の指定等） 

第８条 市長は，大量の自転車等の放置により良好な都市環境が阻害されていると認められる区域を

自転車等放置禁止区域（以下「放置禁止区域」という。）として指定することができる。 

２ 市長は，前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは，あらかじめ自転車等駐車対



 

策協議会の意見を聴くとともに，関係行政機関と協議するものとする。 

３ 市長は，第１項の規定により放置禁止区域を指定したときは，その旨を告示するものとする。 

４ 前２項の規定は，放置禁止区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。 

（自転車等の放置禁止） 

第９条 自転車等の利用者等は，放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし，市長が

特にやむを得ないと認めたときは，この限りでない。 

（放置自転車等に対する措置） 

第10条 市長は，自転車等を放置し，又は放置しようとする利用者等に対し，当該自転車等を自転車

駐車場その他適切な場所に移動するように指導し，又は命ずることができる。 

第11条 市長は，放置禁止区域内において自転車等が放置されていると認めるときは，直ちに撤去し，

あらかじめ市長が定めた場所（以下「保管場所」という。）において保管することができる。この

場合において，当該自転車等を撤去することが困難なときは，必要な措置を講ずることができる。 

第12条 市長は，放置禁止区域外における駅周辺において，自転車等の放置により良好な都市環境が

阻害されていると認めるときは，当該自転車等を整理し，又は自転車駐車場その他適切な場所に移

動することができる。 

２ 市長は，前項の規定による自転車等が規則で定める期間放置されているときは，当該自転車等を

撤去し，保管場所において保管することができる。 

第13条 市長は，市の設置する無料の自転車駐車場に規則で定める期間置かれている自転車等を撤去

し，保管場所において保管することができる。 

（保管した自転車等に係る措置） 

第14条 市長は，第11条，第12条第２項又は前条の規定により自転車等を撤去し，保管した場合は，

規則で定めるところによりその旨を告示するとともに，当該自転車等の利用者等に対し，返還する

ための必要な措置を講じるものとする。 

２ 市長は，第11条，第12条第２項又は前条の規定により保管した自転車等につき，第１項の規定に

よる告示の日から相当の期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合におい

て，その保管に不相当な費用を要するときは，当該自転車等を売却し，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，当該自転車等につき，買受人が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，市長は当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。 

３ 前項の規定による保管における相当の期間は，規則で定める。 

（所有権の帰属） 

第15条 前条第１項の規定による告示の日から起算して６月を経過してもなお第11条，第12条第２項

又は第13条の規定により保管した自転車等（前条の規定により売却した代金を含む。以下この項に

おいて同じ。）を返還することができないときは，当該自転車等の所有権は，市に帰属する。 

（費用の徴収） 

第16条 市長は，第11条，第12条第２項又は第13条の規定による自転車等の撤去及び保管並びに第14

条第２項の規定による自転車等の売却その他の措置に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴

収することができる。 

２ 前項の規定により徴収する費用の額は，規則で定める。 

（自転車等駐車対策協議会） 

第17条 市長は，自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議する市長の附属機関として，自転

車等駐車対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会は，自転車等の駐車対策に関する重要事項について，必要に応じ，市長に対し，意見を述

べることができる。 

３ 協議会は，委員20名以内で組織する。 

４ 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。 

５ 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

（委任） 

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 



 

１ この条例は，平成７年４月１日から施行する。ただし，第17条の規定及び附則第２項の規定は，

平成６年10月１日から施行する。 

（鈴鹿市報酬及び費用弁償等支給条例の一部改正） 

２ 鈴鹿市報酬及び費用弁償等支給条例（昭和24年鈴鹿市条例第58号）の一部を次のように改正する。 

第２条第31号の次に次の１号を加える。 

(32) 自転車等駐車対策協議会委員 日額 6,800円 

附 則（平成８年３月26日条例第３号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例施行規則（平成６年10月１日規則第32号） 

○鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例施行規則 

平成６年10月１日規則第32号 

改正 

平成16年３月23日規則第28号 

平成20年３月14日規則第６号 

平成23年６月30日規則第37号 

平成24年３月15日規則第８号 

平成26年８月25日規則第54号 

平成26年12月22日規則第79号 

平成28年３月14日規則第10号 

鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，鈴鹿市自転車等の放置防止及び適正な処理に関する条例（平成６年鈴鹿市条例

第18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。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は，条例の定めるところによる。 

（自転車等放置防止指導員） 

第３条 市長は，条例第１条の目的を達成するため必要と認めたときは，自転車等放置防止指導員（以

下「指導員」という。）を置くことができる。 

２ 指導員は，市長の指示により自転車等の放置防止に関し必要な業務を行う。 

３ 指導員は，その身分を示す自転車等放置防止指導員証（第１号様式）を携帯し，関係人の請求が

あったときは，これを提示しなければならない。 

（事業者等の責務） 

第４条 条例第６条第２項及び第７条第２項の規定に基づき，鉄道事業者並びに官公署，学校等の公

益的施設の設置者並びに百貨店，スーパーマーケット，銀行，遊技場その他の自転車等の大量の駐

車需要を生じさせる施設の設置者及び管理者は，当該施設の利用のため自転車等が著しく放置され，

通行機能が確保されていないときは，当該自転車等を整理するように努めなければならない。 

（放置禁止区域の指定等の告示） 

第５条 条例第８条第３項又は第４項の規定による告示は，自転車等放置禁止区域（以下「放置禁止

区域」という。）の範囲等を明らかにするものとする。 

２ 前項の告示の期間は，14日間とする。 

（放置禁止区域標識の設置） 

第６条 市長は，条例第８条第１項の規定により放置禁止区域を指定し，又は変更したときは，当該

区域内に自転車等放置禁止区域標識（第２号様式）を設置するものとする。 

（放置に関する特例） 

第７条 条例第９条ただし書の市長がやむを得ないと認めるときは，次のとおりとする。 

(１) 公共性又は公益性の高い業務に従事中であり，かつ，やむを得ないと認めたとき。 

(２) 前号に掲げるもののほか，市長が特別の理由があると認めたとき。 

（放置禁止区域内における放置の確認） 

第８条 市長は，放置禁止区域内において自転車等が放置されているとみなされる場合は，当該自転

車等に警告札（第３号様式）を取り付けるものとする。 

２ 市長は，一定の時間経過してもなお当該自転車等に前項に規定する警告札が取り付けられている

場合は，条例第11条の規定により撤去するものとする。 

（放置禁止区域外等における放置の期間） 

第９条 市長は，放置禁止区域外における駅周辺及び市の設置する自転車駐車場において自転車等が

放置されているとみなされる場合は，当該自転車等にそれぞれ注意札及び調査札を取り付けるもの

とする。 

２ 条例第12条第２項及び第13条に規定する規則で定める期間は，注意札（第４号様式）又は調査札



 

（第５号様式）を取り付けた日から起算して７日間とする。 

（保管台帳の作成） 

第10条 市長は，条例第11条，第12条第２項又は第13条の規定により保管した自転車等（以下「保管

自転車等」という。）を適正に管理するため，自転車等保管台帳（第６号様式）を作成するものと

する。 

（保管の告示等） 

第11条 条例第14条第１項の規定による告示は，次に掲げる事項とする。 

(１) 撤去した年月日 

(２) 撤去の理由 

(３) 保管場所 

(４) 保管期間 

(５) 返還を受ける方法 

(６) 連絡先 

２ 前項の告示の期間は，７日間とする。 

（返還の措置） 

第12条 条例第14条第１項の規定により必要な措置を講じた場合において，保管自転車等の利用者等

の確認ができたときは，引取通知書（第７号様式）により当該自転車等の利用者等に対し，速やか

に引き取るよう通知するものとする。 

（返還の手続） 

第13条 保管自転車等の利用者等は，当該自転車等の返還を受けようとするときは，放置自転車等返

還申請書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。この場合において，当該利用者等は，

当該利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。 

（自転車等の保管期間） 

第14条 条例第14条第３項に規定する期間は，60日間とする。 

（費用の額） 

第15条 条例第16条第２項に規定する費用の額は，別表のとおりとする。 

（撤去，保管等に要する費用の免除） 

第16条 市長は，次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，前条に規定する費用の徴収を免除

することができる。 

(１) 盗難届により当該自転車等が盗難にあったものであることが判明したとき。 

(２) 前号に掲げるもののほか，市長が特別の理由があると認めたとき。 

２ 前条に規定する費用の徴収の免除を受けようとする者は，撤去・保管等費用免除申請書（第９号

様式）を市長に提出しなければならない。 

（自転車等駐車対策協議会の委員） 

第17条 条例第17条に規定する自転車等駐車対策協議会（以下「協議会」という。）の委員は，次に

掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 関係行政機関を代表する者 

(２) 関係団体等を代表する者 

(３) 鉄道事業者を代表する者 

(４) 地域住民組織を代表する者 

(５) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認めた者 

２ 前項第４号に掲げる委員（第４項において「第４号委員」という。）は，放置禁止区城として指

定若しくはその変更又は指定の解除をしようとする地域の住民から市長が委嘱する。 

３ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

４ 第４号委員は，放置禁止区域の指定若しくはその変更又は指定の解除に関する審議が終了したと

きは，解任されるものとする。 

（協議会の組織） 

第18条 協議会に会長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは，会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 



 

（協議会の運営） 

第19条 協議会は，会長が招集し，半数以上の委員が出席しなければ，会議を開くことができない。 

２ 会議の議長は，会長をもって充てる。 

３ 議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決するところによる。 

４ 会長は，必要があると認めるときは，関係者を協議会に出席させ，及び意見を述べさせることが

できる。 

（協議会の庶務） 

第20条 協議会の庶務は，危機管理部交通防犯課において処理する。 

（補則） 

第21条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この規則は，平成７年４月１日から施行する。ただし，第17条から第20条までの規定は，平成６年

10月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月23日規則第28号） 

この規則は，平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月14日規則第６号） 

この規則は，平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年６月30日規則第37号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成24年３月15日規則第８号） 

この規則は，平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年８月25日規則第54号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成26年12月22日規則第79号） 

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第17条の改正規定は，平成27年３月18日から施行す

る。 

附 則（平成28年３月14日規則第10号） 

この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

別表（第15条関係） 

  

区分 費用（１台につき） 

自転車 1,500円 

原動機付自転車 2,000円 

第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第６条関係） 

第３号様式（第８条関係） 

第４号様式（第９条関係） 

第５号様式（第９条関係） 

第６号様式（第10条関係） 

第７号様式（第12条関係） 

 

 

第８号様式（第13条関係） 

 

 

第９号様式（第16条関係） 

 


