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本市における
放置自転車等対策の現状



本市における放置自転車等対策の現状

沿革
昭和60年
○京都市自転車放置防止条例制定

・放置自転車撤去を開始
・自転車駐車場付置義務を制度化

平成6年
○改正自転車法施行

・原付が対象に加えられる。
・総合計画や自転車等駐車対策協議会等が
規定される。

平成10年
○京都市自転車等駐車対策協議会設置



平成12年
○「京都市自転車総合計画」策定

○京都市自転車等放置防止条例改正

・放置原動機付自転車撤去を開始

・自転車駐車場付置義務を強化

食料品を取り扱わない小売店舗，銀行・

信用金庫，遊技場を新たに対象に加える。

・撤去自転車の売却制度を開始

○放置防止啓発事業を開始

平成18年
○「都心部放置自転車等対策アクションプログラ

ム」策定



自転車等駐車場の整備

総合計画策定後の取組

自転車等駐車場整備状況
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放置自転車の撤去
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放置原動機付自転車の撤去
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自転車等の放置状況の推移
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－歩いて楽しいまちなか戦略－

都心部放置自転車等対策アクションプログラムの
概要について



１ 位置付け及び取組期間

「都心部放置自転車等対策アクションプログラム」

は，京都市自転車総合計画に基づき，歩いて楽しい

まちなか戦略の一環として，都心部（先斗町通，綾

小路通，両替町通，押小路通に囲まれた地域をい

う。）での放置自転車問題の抜本的解決を図るため，

5年間（平成18年度から平成22年度まで）で集中的

に取り組むメニューである。



都心部地図

両替町通 烏丸通 寺町通 河原町通 先斗町通

市役所

綾小路通

四条通

三条通

御池通

押小路通



２ 現状

本市では，京都市自転車総合計画に基づき，自転

車等駐車場の整備や放置自転車の撤去を精力的

に行ってきた。その成果として，市内全体の放置自

転車台数は計画策定前に比べ，大幅に減少してい

る。

しかし，都心部では，収容台数を大きく上回る数の

自転車や原動機付自転車等がこの地域に流入し，

駐輪スペースの不足と駐輪マナーの悪さにより大量

の自転車等が放置されている。



都心部放置自転車等実態調査結果

放置台数
調査区分 対 象

平日 休日

自転車 3,784台 4,756台

原付等 545台 397台

自転車 6,091台 5,824台

原付等 862台 616台
夜 間

昼 間

調査範囲 先斗町通，綾小路通，両替町通，押小路通の内側に囲まれた地域

調査日 平日：平成18年5月25日(木)（天候：晴れ）

休日：平成18年7月30日(日)（天候：晴れ）

調査時間 昼間：午後1時30分～午後3時

夜間：午後6時30分～午後8時



都心部での放置状況

御射山公園前（東洞院通） 河原町三条交差点西側

高倉通四条上るみずほ銀行横 寺町通四条下る藤井大丸横



３ 目的

京都の魅力と活力が凝縮されている都心部には，

大量の自転車や原動機付自転車等が放置され，安

全で快適な通行を阻害するとともに，良好な景観を

損ねまちの魅力を低下させている。

そのため，抜本的な放置自転車等対策を実施し，

安全かつ快適な歩行・走行空間を確保するとともに，

良好な景観を保全することにより，歩いて楽しいま

ちづくりを推進する。



駐輪スペース確保のプログラム

アクション１ ２，５００台分の公共自転車等駐車場の整備

都心部への流入自転車等の受け皿の核として，公共空間を活用
し，２，５００台分の公共自転車等駐車場を整備する。
整備の第1弾として，平成１８年中に生祥小学校プール跡地での

整備に着手している。

整備候補地 整備方針 収容台数 事業期間

生祥小学校プール跡地 地上１階式 ５３０台 平成18年～19年秋

御射山公園地下 地下１階式 １，２７０台 平成19～21年度

新京極公園地下 地下1階式 ７００台 平成20～22年度

計 ２，５００台

平日昼間の駐輪

ニーズをカバーできる

民間集客施設の付置義務自転車駐車場
約８００台と併せて，
約３，３００台の自転車等駐車場を確保



アクション２ 自転車駐車場付置義務の見直し（強化）

集客施設に対する自転車駐車場の付置義務を見直し，自転車利用
者の目的地である店舗等の集客施設に，より広く自転車駐車場設置
の責務を果たしてもらう。
付置義務の対象となる店舗面積の引下げや対象施設の拡大を検

討し，政令指定都市でトップの基準への強化を目指す。

ア 対象となる店舗面積の引下げ（案）
現在の規定面積の１／２に引下げ

イ 対象施設の拡大（案）
スポーツ施設，学習施設，レンタルビデオ店，カラオケボック

ス，コンビニエンスストア，飲食店及び映画館などに拡大

実態調査

自転車等駐車対策協議会で議論

条例改正 新付置義務
制度開始

H19 H20 H21



アクション３ 民間自転車等駐車場整備助成金制度の創設

自転車等駐車場を確保していくためには，民有地の活

用や民間事業者の参入促進を図る必要があるため，都

心部や駅周辺など放置自転車が多く，自転車等駐車場

が不足している地域における，自動車駐車場からの転換

を含む民間自転車等駐車場の整備に対する助成金制度

を創設する。

H19
市自転車等駐車対
策協議会で議論

H20

条例改正 ～ 助成金制度創設



駐輪マナー向上のプログラム

アクション４ 地域との協働による啓発・監視活動

（1）放置自転車追放協議会の設置

市民，事業者，行政のパートナーシップにより放置自転車追放ネットワークを
形成し，効果的で持続力のある啓発・監視活動に取り組んでいくため，地域住
民，商業関係者，鉄道事業者及び行政機関により「都心部放置自転車追放協
議会」（仮称）を設置する。（H19年度）

（2）地域主体の啓発・監視活動の実施

協議会の実践活動として地域住民等を主体とした定期的な啓発活動や日常的
な監視活動を継続的に実施するとともに，啓発・監視と撤去の連携，連動を図るこ
とにより地域との協働による放置自転車の追放，防止に取り組む。（H19年度）

（3）自転車等駐車場の利用促進

商店街等との連携による自転車等駐車場利用者へのサービス提供等により，
買い物客等短時間駐輪者の自転車等駐車場の利用促進を図っていく。

（ H19年度）



アクション５ 放置自転車撤去の強化

（2）自転車等撤去強化区域の拡大
放置自転車の追放を目指し，都心部全域を「自転車等撤去強化区域」に指定する。
（H19年度）

（3）啓発・監視活動との連携・連動した撤去の強化

都心部における撤去体制を強化するとともに，協議会による啓発・監視活動と連

携・連動し，放置状況に応じた臨機応変な撤去を展開する。（H19年度）

（4）夜間・休日撤去の実施

現在，木屋町界隈及び祇園界隈において実施している夜間撤去を都心部におい

ても実施するとともに，休日における撤去も実施していく。（H19年度）

（1）保管所の整備
撤去の強化を図るために必要不可欠な保管所（約１，５００台収容）を整備する。
（H19年度）



自転車駐車場
付置義務の強化について



自転車駐車場付置義務制度の沿革

○ 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律
（昭和５５年法律第８７号，平成５年１２月改正）

第５条

４ 地方公共団体は，商業地域，近隣商業地域その他自転車
等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において
百貨店，スーパーマーケット，銀行，遊技場等自転車等の大量
の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し，又
は増築しようとする者に対し，条例で，当該施設若しくはその敷
地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならな
い旨を定めることができる。



○ 標準自転車駐車場附置義務条例について

（昭和５６年１１月２８日建設省都再発第１０１号建設省都市局長か
ら各都道府県知事・各政令指定市市長あて通達）

（ア） 施設の用途 百貨店・スーパー
マーケット

銀行 遊技場 ○○

（イ） 施設の規模 店舗面積が４００
平方メートルを超
えるもの

店舗面積が５００
平方メートルを超
えるもの

店舗面積が３００
平方メートルを超
えるもの

店舗面積が○○平
方メートルを超える
もの

（ウ） 自転車駐車
場の規模

新築に係る店舗
面積２０平方メー
トルごとに１台（１
台に満たない端
数は切り捨て
る。）

新築に係る店舗
面積２５平方メー
トルごとに１台（１
台に満たない端
数は切り捨て
る。）

新築に係る店舗
面積１５平方メー
トルごとに１台（１
台に満たない端
数は切り捨て
る。）

新築に係る店舗面
積○○平方メート
ルごとに１台（１台
に満たない端数は
切り捨てる。）



◎ 本市における取組状況

小売店舗 銀行・信用金庫 遊技場

対象区域 市街化区域

対象面積 ４００㎡以上 ５００㎡以上 ３００㎡以上

設置基準 ２０㎡ごとに１台 ２５㎡ごとに１台 １５㎡ごとに１台

○ 京都市自転車放置防止条例施行（昭和６０年）

店舗面積４００㎡以上の食料品を取り扱う小売店舗（スーパーマーケット等）

に対して自転車駐車場設置を義務付ける。

○ 京都市自転車等放置防止条例改正（平成１２年）

・店舗面積４００㎡以上の食料品を取り扱わない小売店舗

・店舗面積３００㎡以上の遊技場

・店舗面積５００㎡以上の銀行・信用金庫

にも自転車駐車場設置を義務付ける。

○ 制度開始から現在までの届出実績（平成１９年３月末時点）
１９６件 ２５，４６１台分

○ 平成１８年度届出数実績
２３件 ２，５２０台分



◎ 課題
現在の条例では付置義務対象となっていない施設周
辺における放置自転車の問題

⇒ 付置義務制度の見直し（強化）の必要性
より多くの施設に自転車駐車場設置を義務付け，
自転車駐車スペースを確保することで，自転車の

放置を防止し，自転車利用環境の整備を促進する。



◎付置義務制度の見直し（強化）

１ 対象となる店舗面積の引下げ（案）

・ この基準で見直しをした場合，政令指定都市中でもトップクラスの厳しい基
準となる。

・ 本市における店舗実態（店舗数，立地状況及び放置状況等）を調査し，より
適切な数値を検討していく。

施設の種類 現行対象面積 見直し案

小売店舗 ４００㎡以上 ２００㎡以上

遊技場 ３００㎡以上 １５０㎡以上

銀行・信用金庫 ５００㎡以上 ２５０㎡以上



他都市との比較

小売店舗 銀行 遊技場

対象面積（㎡超） 設置基準（㎡毎に1台） 対象面積（㎡超） 設置基準（㎡毎に1台） 対象面積（㎡超） 設置基準（㎡毎に1台）

札幌市 900 45 1,400 70 2,800
（パチンコ店は600）

140
（パチンコ店は30）

仙台市 400 20 500 25 300 15

千葉市 400 20 500 25 300 15

さいたま市 400 20 500 25 300 15

横浜市 付置義務条例なし

川崎市 400 20 500 25 300 15

静岡市 400 20 500 25 300 15

名古屋市 400 20 500 25 300 15

大阪市 付置義務条例なし

堺市 300 10 300 15 300 30
（パチンコ店は5）

神戸市 400 20 500 25 300 15

広島市 400 20 500 25 300 15

北九州市 対象面積：小売店舗1,500㎡以上 設置基準：
20＋（店舗面積－1,500）/70 〔近隣商業地域〕
20＋（店舗面積－1,500）/450 〔商業地域〕

福岡市 400 20 200 25 200 10

京都市 200 20 250 25 150 15

自治体名



２ 対象施設の拡大（案）

・ 数値基準については他都市事例を参考に仮に設定している。
・ 本市における店舗実態（店舗面積や放置状況）を調査し，適当な基準を設

定する。
・ これ以外の施設についても，必要に応じて新規追加候補施設として調査検

討の対象とする。

対象施設 対象面積 設置基準

スポーツ施設 ４００㎡ ２０㎡ごとに１台

学習施設 ３００㎡ １５㎡ごとに１台

レンタルビデオ店 ２００㎡ ２０㎡ごとに１台

カラオケボックス ２００㎡ ２０㎡ごとに１台

コンビニエンスストア １００㎡ １０㎡ごとに１台

飲食店 ２００㎡ ２０㎡ごとに１台

映画館 ３００㎡ １５㎡ごとに１台



他都市との比較

自治体名 その他の対象施設

仙台市 映画館，専修学校等，事務所

さいたま市 学習施設，スポーツ施設，映画館，飲食店，カラオケボックス，病院等

千葉市 飲食店

川崎市
レンタル店，飲食店，専修学校等，スポーツ施設，カラオケボックス，病院，
映画館，公共施設等

静岡市 映画館，専修学校等，事務所

名古屋市 飲食店，映画館

堺市 飲食店

広島市 専修学校等

福岡市 専修学校等，事務所

京都市
スポーツ施設，学習施設，レンタルビデオ店，カラオケ
ボックス，コンビニエンスストア，飲食店，映画館



◎ スケジュール案

平成１９年度
・ 京都市自転車等駐車対策協議会での議論
・ 対象施設に対する実態調査の実施

平成２０年度
京都市自転車等放置防止条例改正

平成２１年度
新制度運用開始



民間自転車等駐車場
整備助成金制度の創設について



民間自転車等駐車場整備助成金制度

１ 国の補助制度

民間事業者による駐輪施設整備（歩行者・自転車の用に供
する空間の整備における駐輪施設）への支援については，道
路交通環境改善促進事業による補助制度がある。

これは地方公共団体が民間事業者に補助する額（全体事業
費の２／３を超える場合は２／３を上限とする。）の１／２を国
が地方公共団体に対して補助する制度である。（民間事業者
への補助については平成１７年度から対象としている。）



２ 他都市事例

民間自転車等駐車場整備に係る助成制度を持っている
他都市は複数あり，実績の多い都市は，東京都足立区，神
奈川県横浜市，神奈川県大和市，京都府向日市等がある。

都市名 助成内容 条件等 創設年度 実績件数

足立区

１台当たりの設費又は標準建設費のい
ずれか低い額に１／３乗じた額（詳細は
別途）

駅等から３００
m
３０台以上

１９８３年

（昭和５８年）

４８件

横浜市 建設費の２／３（詳細は別途）

駅から３００m
５０台以上

１９８９年

（平成元年）

５３件

大和市

補助基本額から１台当たりの単価×収
容台数を乗じて得た額６０／１００以内。
（鉄道事業者３０／１００以内）

駅周辺

１００台以上

１９８７年

（昭和６２年）

１５件

向日市

都市計画税及び固定資産税相当額を３
年間助成

駅から２００m
３０台以上

１９８６年

（昭和６１年）

１４件



３ 他都市における制度の研究

都市名 対 象 受付期間 対象範囲 要件（台数）

足立区 自転車

原動機付自転車

自転車等駐車場

整備後一年以内

駅，バス停から

概ね３００ｍ

３０台以上

（増設も同
様）

横浜市 自転車

自転車駐車場

整備前

①，②のいずれか

①駅から概ね３００ｍ

②自転車放置禁止区域に接し，
立地等市長が適当と認めるもの

５０台以上

（増設は１００
台以上）

制度活用実績が多い東京都足立区及び神奈川県横浜市の
助成内容等から研究・検討を行う。

基準以上の運営を行うこと

（平置式 ５年 立体式（地上） ７年

立体式（地下及び機械）１０年）

なし横浜市

運営期間を５年以上とする。

（ただし運営期間が５年未満で取消しとなった場
合，その年数に応じ，助成金返還）

都市計画税及び固定資産税相当額
を３年間助成。足立区

申 請 条 件運 営 補 助都市名



都市名 補 助 額 限 度 額

足立区

①建設費及び駐車器具整備費として１台
当たりに要した額

②標準設備費

・自転車 平置式 ６０，０００円

立体式 １００，０００円

・原動機付 平置式 ９０，０００円

自転車 立体式 １５０，０００円

①，②いずれか低い額×１／３

平置式 ５００万円

立体式 １，０００万円

（原動機付自転車も同様）

横浜市 建設費の２／３

標準単価に収容台数を乗じた額の２／３

平置式 ６０，０００円

立体式（地上） １５０，０００円

立体式（地下及び機械）３００，０００円



４ 本市における制度について（案）

本市の助成金制度は，足立区，横浜市を参考にしながら，
主には都心部や駅周辺の未活用地や低利用地での整備，
また，自動車駐車場からの転用を想定している。

今年度，実態調査を実施し，実情に見合った制度の検討を
進める。

対 象 受付期間 対象箇所（全市） 要件（台数）

自転車

原動機付自転車

自転車駐車場

整備前

・駅から概ね３００ｍ

・都心部をはじめ，市長
が適当と認める箇所

５０台以上

（増設も同様）



５ 自動車駐車場からの転用イメージ図

駐車場写真
駐車場平面図

（縦２５．６ｍ×横４．８ｍ）

自転車等駐車場転用前 自転車等駐車場転用後

自動車５台 自転車 約１００台

精算機

自転車自転車

⇒

車

車

車

車

車



６ スケジュール（案）

平成１９年度
・ 京都市自転車等駐車対策協議会での議論
・ コンサルによる実態調査の実施

平成２０年度
京都市自転車等放置防止条例改正
制度開始
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