
 

 

 

 

1. 募集する 

駐輪場と台数 

空きのある駐輪場について、４月からの定期利用の申込みを受け付けます。 

募集する駐輪場と台数は、右側のページに記載しています。 

2. 申込期間 １月６日（金）から１月１６日（月）までに下記申込窓口の業務時間内に提出して下さい。 

インターネットでの申込みの場合は１月６日（金） ９時から１月１６日（月）２４時まで 

3. 申込窓口 

（）内は業務時間 

○北口第３駐輪場管理棟（午前７時～午後６時（日曜祝日除く）） 

○東口第２（地下）駐輪場管理棟（２４時間） 

○中央区役所地域振興課くらし安心室相談班（午前８時３０分～午後５時３０分（土曜日曜祝日除く）） 

4. 申込方法 申込書を提出していただくか、インターネットによりお申込みできます。 

PC・スマートフォン等からのお申込み  

○申込書の提出方法 
・ 右ページの申込書と申込書（控）の両方に必要事項を記入し、申込書を上記窓口に提出してください。 

なお、申込書（控）の部分には、当選の確認や利用登録手続で使用する「申込ナンバー」が記載されていますの

で、大切に保管してください。 

○申込上の注意 
・ 利用可能な車種は自転車・原付（50cc 以下）・自動二輪車（50cc 超 125cc 以下）に限ります。その他の車種は 

利用できません（募集台数参照）。 

・ １人１駅１車種につき１台まで（１駅にお１人で同車種２台以上申込みした場合は、申込み全てが無効に 

なります。）※１つの駅で、自転車と原付・自動二輪を１台ずつ申込むことは可能です。（原付(50cc 以下)と 

自動二輪（50cc 超 125cc 以下)は同車種として取り扱います。) 

・ 原付（総排気量 50cc以下）と自動二輪（総排気量 50cc超 125cc以下）はそれぞれ駐車できる駐車場が 

限られますので、ご注意下さい。 

・ 利用期間は、４月から１ヵ月単位、最大１２ヵ月間（来年３月末まで）となります。 

・ 当選した権利は、ご家族を含め他の方に譲渡できません。 

5. 公開抽選と 

当選発表 

○抽選日時  １月２６日（木）午後２時から ※駅ごとに順不同で実施します。 

○抽選会場  千葉市中央コミュニティセンター８階会議室（若潮） 

○当選発表  ２月１０日（金） 千葉市自転車政策課ホームページ及び郵送による通知 

6. 利用登録 

手続 

（利用料金の 

お支払い等） 

当選した方に郵送される指定の納付書にて２月２２日（水）までに次の方法で料金をお支払いください。 

期日までにお支払いが無い場合は無効となります。（納付書は２月１０日（金）以降、順次発送します。※1） 

○お支払方法        ・スマートフォン決済（PayPay・LINEPay・PayB）でのお支払い 

・金融機関・コンビニエンスストア窓口でのお支払い 

・ATM・インターネットバンキングでのお支払い（一部対象外の銀行あり） 

・クレジットカード（インターネット決済）でのお支払い 

※1 免除対象者の方には、納付書を郵送いたしません。令和５年３月１７日（金）以降、当選通知に記載 

されている駐輪場管理棟まで免除に係る書類の原本の提示及びコピーを提出し、利用証等をお受け取り 

ください。 

7. その他 ・ 利用票（シール）等については、料金納付が確認された方に３月１６日（木）以降順次、郵送いたします。 

・ 事前受付（一次募集）で当選した駐輪場から同駅で別の駐輪場へ変更したい場合は、本追加受付 

（二次募集）のお申込みが可能です。追加受付で当選した際には、前回当選した駐輪場を解約（還付） 

してください。 

解約（還付）の手続きについて詳しくは区相談窓口もしくは自転車政策課にお問い合わせください。 

（４月 1１日（火）まで還付申請した場合は、全額還付となります。） 

・ 追加受付後も空きのある駐輪場については、３月１日（水）から、各駐輪場管理棟窓口にて、午前７時 

より先着順で利用登録（三次募集）を受け付けます。 

・  

8. 問合せ先 市役所コールセンター  電話 ０４３－２４５－４８９４  FAX０４３－２４８－４８９４ 

自転車政策課      電話 ０４３－２４５－５１４９  FAX０４３－２４５－５５９１ 

電子メール   bicycle.COR＠city.chiba.lg.jp 

9. 個人情報の
取り扱い 

 申込書に記載された住所及び氏名等の個人情報については、千葉市個人情報保護条例に基づき適正に

管理し、次の目的の範囲内で利用いたします。 

・ 駐輪場の利用に関して必要な利用者との連絡 

千葉駅用 令和５年度分指定自転車駐車場の定期利用 追加受付（二次募集）のお知らせ 

（注）一次募集（令和４年１１月１日～１１月１８日）において、全ての希望駐輪場（第１希望～第３希望）に 

落選し、二次募集自動応募を希望された方（郵送申込で「二次募集自動応募希望」欄にチェックした方、 

インターネット申込で「二次募集への自動応募」で「はい」を選択された方）は、今回の募集用紙でのお申込み 

は不要です。ただし、一次募集の希望と異なる駐輪場をご希望される方は、今回の募集用紙で再度 

お申込み下さい。この場合、自動応募内容は、取消されます。 

 

※携帯電話（ﾌｨｰﾁｬｰﾌｫﾝ）は、ご利用できません。 
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氏名（             ） 

 

申込ナンバー【     】 

 

第１希望（  ）口第（      ） 第２希望（  ）口第（      ） 第３希望（  ）口第（      ）       

募集する駐輪場の位置図 

駐輪場名 

募集台数 

月額料金 

※下記参照 
 

 

駐輪場名 

募集台数 

月額料金 

※下記参照 自転車 

原 付 

（50cc 以下） 

自動二輪車 
（50cc超 125cc以下） 

北口第１ 23 台 18 台（原） 800 円 

北口第２（１Ｆ） ― 49 台（原） 1,800 円 

北口第２（２Ｆ） 79 台 ― 700 円 

北口第２（ＲＦ） 165 台 ― 400 円 

北口第３ 421 台 48 台（原） 600 円 

北口第４ 368 台 54 台（原） 1,200 円 

 
 

自転車 

原 付 

（50cc 以下） 

自動二輪車 
（50cc 超 125cc 以下） 

東口第１（地下）※１ 55 台 ― 1,000 円 

東口第２（地下) 503 台 ― 800 円 

東口第３（機械式）※２ 262 台 ― 2,000 円 

東口第４ 13 台 ― 600 円 

東口第５ ― 153台（原・二） 600 円 

西口第１(１F)※１ ― 41 台（原） 2,100 円 

西口第１(２F)※１ 287 台 ― 1,000 円 
（原）…原付（50cc 以下）のみ募集 

（原・二）…原付（50cc 以下）及び自動二輪車（50cc 超 125cc 以下）を募集 

※1 機械式ゲートを通過し入場するため、ＪＩＳ規格より太い等、タイヤの形状等によってはゲート

のセンサーの誤作動により利用できない場合がございますので、あらかじめご了承下さい。 

※2 東口第３駐輪場で利用できる自転車にはサイズ・重量・形状に制限があります。詳細は 

東口第２（地下）管理棟窓口でお確かめください。 

（ご注意） 利用料金の算出方法について 

利用料金は、上記の月額料金に下記の換算倍率と利用期間の月数をかけて算出してください。 
月額料金の換算倍率表 

本市の住民の方  本市の住民以外の方 

利用区分 倍率  利用区分 倍率 

自転車 
一般 表のとおり  

自転車 
一般 １．５倍 

高校生以下 ０．５倍  高校生以下 ０．７５倍 

原付 

自動二輪 

一般 １．５倍  
原付 

自動二輪 

一般 ２．２５倍 

高校生以下 ０．７５倍  高校生以下 １．１２５倍 

注１）10 円未満の切り捨てのため、上記倍率により算定した額と異なる場合があります。 
 
注２）最長で翌年 3 月末までの１年間登録できます。なお、１年間の料金は 11 か月分の額となりま

す。 

注３）原付及び原付・自動二輪のみ募集している駐車場の料金は表のとおりです。 

 

千葉駅用 指定自転車駐車場の定期利用 申込書 （控）  

 

 

この様式を印刷した用紙で申込できません。 

ご利用希望の駅駐輪場管理棟か、駅のある 

区役所地域振興課くらし安心室相談班で 

配付する紙の募集案内申込書で 

申請願います。 

 

 


