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　就職や転勤、入学などで区内に引
っ越してきた方や区外に引っ越す方
は、住所変更（住民登録）の届け出が
必要です。
　住民登録は、住んでいる所を証明
し、選挙の投票、小･中学校への就学、
住民税や国民年金･国民健康保険の
手続きなど社会生活における行政サ
ービスの基礎となります。
区内に引っ越してきた方
　引っ越した日から14日以内に、前
住所地の区市町村で交付された転出
証明書およびお持ちの方はマイナン
バーカードを持参の上、区役所また
は日本橋・月島特別出張所で転入の
届け出をしてください。

　なお、前住所地で転出証明書の発
行を受けない特例転出の手続きをさ
れた方は、マイナンバーカードまた
は住民基本台帳カード（いずれも有
効期限内のものに限る）を提示して
特例転入の手続きができます。カー
ドに設定した暗証番号を入力してい
ただきますので、ご確認の上、お越
しください。
◎ 毎月第３土曜日翌日の日曜日はシ

ステム保守のため、特例転入の手
続きはできますが、マイナンバー
カードの継続利用やオンラインを
利用した「引越しワンストップサ
ービス」の受け付けなどの処理は
できませんので、ご了承ください。

　中央区コミュニティサイクルは、
区内69カ所にサイクルポートを設置
しています。
　また、近隣の千代田区、港区、江
東区と開始した広域相互利用も、新
宿区、文京区、墨田区、品川区、目

黒区、大田区、渋谷区、中野区、杉
並区、練馬区まで広がっています。
14区内に設置された1,100カ所以上
のサイクルポートで自転車の貸し出
しや返却ができますので、ぜひご利
用ください。

　４月１日（土）からの定期利用の受
け付けを行います。現在、定期利用
をされている方も申請が必要です。
駐輪場・受付場所など
　別表１のとおり
利用申請受付開始日
　３月１日（水）
対　象
・ 区内在住で、駐輪場ごとに指定し

た利用駅（別表１のとおり）を利用
して通勤・通学などを行い、駅か
ら自宅までおおむね300メートル
以上離れている方

・ 区外在住で、区外の駅から駐輪場
ごとに指定した利用駅で下車し、
駅からおおむね300メートル以上
離れた中央区内の事業所、学校な
どに通勤・通学している方
利用料金
　別表２のとおり
◎定期利用は月額制のみです。
◎ 障害者手帳の交付を受けているな

どの場合には利用料の減免があり
ます。減免の対象や必要な証明書
類など、詳しくはお問い合わせく
ださい。
利用上の注意
・登録は１人１台１駐輪場です。
・ ご自宅の駐輪場代わりとしては、

利用できません。
・ 法人および業務による利用はでき

ません。
利用申請から利用開始までの流れ
① 「利用申請書」に必要事項を記載し

てください。「利用申請書」は、受
付場所で配布する他、区のホーム
ページからダウンロードすること
もできますので、事前に記載をお
願いします。

② 所定の受付場所（別表１のとおり）
に必要事項を記載した「利用申請

別表1　区立駐輪場一覧および受付場所
駐輪場名 所在地 利用駅 受付場所 受付時間

築地市場駅地下 築地5－1－1先 築地市場駅

築地市場駅地下駐輪場管理事務所 
☎（3541）3586

午前7時～12時30分、 
午後5時～10時 

（毎日）

入船橋 明石町1－34 新富町・築地駅
備前橋第一 築地7－1－15

築地駅備前橋第二 築地7－5－14
備前橋第三 築地7－5－16
八丁堀第一 八丁堀4－5－14 八丁堀駅八丁堀第二 八丁堀4－11－24
浜町公園地下 日本橋浜町2－59－4 浜町駅

浜町公園地下駐車場管理事務所 
（浜町公園地下駐輪場隣） 

☎（3662）9913

人形町一丁目 日本橋人形町1－12－11先 水天宮前駅
人形町通り

（人形町交差点から
水天宮前交差点）

日本橋人形町1－14－8先他 人形町・水天宮前駅

人形町三丁目 日本橋人形町3－8－1先 人形町駅
蛎殻町 日本橋蛎殻町2－1－1先 水天宮前駅箱崎町 日本橋箱崎町24－2
清杉通り 東日本橋2－1－3先他 東日本橋･馬喰町･

馬喰横山駅
茅場町 日本橋茅場町2－17－13 茅場町駅
日本橋二丁目地下 日本橋2－10－8先 日本橋駅
月島駅前第一 月島2－1－1先 月島駅 月島駅地下駐輪場管理事務所 

☎（3533）2935月島駅地下 月島2－10－3先
勝どき駅地下 勝どき1－9－4先 勝どき駅 勝どき駅地下駐輪場管理事務所 

☎（3533）8036

人形町二丁目地下 日本橋人形町2－12－1 人形町・ 
水天宮前駅

人形町二丁目地下駐輪場管理事務所 
（人形町保育園向かい） 

☎（5695）3160

午前7時～12時30分、 
午後3時30分～10時 
（祝日を除く毎日）

銀座六丁目地下 銀座6－10－1先 銀座・東銀座・
銀座一丁目駅

銀座六丁目地下駐輪場管理事務所 
☎（6274）6125

午前10時～12時30分、 
午後3時30分～9時（毎日）

別表2
1カ月 3カ月 6カ月 12カ月

区　民 一　般 1,500円 4,000円 8,000円 16,000円
学　生 1,000円 2,500円 5,000円 10,000円

区民以外 2,000円 5,500円 11,000円 22,000円
◎2カ月分以上の利用は、年度内に限ります。
◎学生で利用の場合、申請の際に学生証などの提示が必要です。

◎ 外国籍の方は、在留カードまたは
特別永住者証明書の裏に新住所の
記載をしますので、お持ちくださ
い。

◎詳しくはお問い合わせください。
区外に引っ越す方
　引っ越す予定の方や引っ越した方
は区役所または日本橋・月島特別出
張所で転出の届け出をしてください。
転出のお届けは、窓口以外に郵送で
も手続きができます。また、２月６
日（月）よりマイナンバーカードを利
用するオンラインでの手続きも可能
となります。
◎詳しくは茜でご確認ください。
区内での引っ越しなど
　区内での引っ越し、世帯主の変更
などがあったときも、届け出をして
ください。

本人確認書類
　虚偽の届け出や不正な請求を防止
するため、本人確認書類として運転
免許証、パスポート、マイナンバー
カード、健康保険証などの提示をお
願いしています。
　なお、代理人の場合は委任状、委
任者および代理人の本人確認書類が
必要です。
逢区民生活課住民記録係
　☎（３５４６）５３２０
　日本橋特別出張所区民係
　☎（３６６６）４２５３
　月島特別出張所区民係
　☎（３５３１）１１５３
茜�デジタル庁
　

「利用証」を自転車の見やすい場所
に貼り付けてください。

⑤ 利用開始月から駐輪場が利用でき
ます。
利用更新手続き
　利用承認期間が満了するまでに翌
月以降の利用料金を納付した方は、
年度内に限り、駐輪場を継続して利
用することができます。
◎ 区役所での受け付けは、「承認通

知」の交付まで行います。「利用者
カード」と「利用証｣の交付および

「更新手続」は、所定の受付場所に
なりますのでご注意ください。

◎ 人形町二丁目地下駐輪場および銀
座六丁目地下駐輪場の申請受け付
けなどは、それぞれの駐輪場のみ
で行います。

利用料金の還付
　転出などにより、駐輪場の利用を
中止する場合は、納付済みの利用料
のうち還付申請を行った翌月以降の
利用料を還付します。
一時利用について
　一部の駐輪場において時間単位で
の「一時利用」ができます。詳しくは、
区のホームページをご覧ください。
逢交通課交通施設係
　☎（３５４６）５４４３

書」を提出してください。
◎ 利用申請は、先着順で受け付けま

す。郵送の受け付けは行いません
ので、必ず受付場所にお越しくだ
さい。

③ 利用要件を審査し、要件を満たし
た方に、後日「承認通知」および「利
用者カード」を交付します。

◎ 人形町二丁目地下駐輪場および銀
座六丁目地下駐輪場については、
自転車の大きさなどの検査も行い
ます。要件を満たした方に「利用
者識別カード」と「利用者識別札」
を交付します。

④ 「利用者カード｣を用いて精算機で
利用料金を納付すると交付される

　ご利用の際は、「自転車
安全利用五則」を守り、安
全運転をお願いします。
利用方法
　バイクシェアサービス（東京広域）
WEBサイトやバイクシェアアプリ
から利用登録を行ってください。い
ずれか一つの区で利用登録をしてい
れば、14区のコミュニティサイクル
が利用できます。

　利用登録、サイクルポート設置場
所、利用可能時間帯など詳しくは、
専用ホームページやアプリでご確認
ください。
利用時間帯
　原則、24時間利用可能
茜�https://docomo-cycle.

jp/tokyo/
逢バイクシェアサービス（東京広域）
　☎（０５７０）７８３６７７

住所変更の届け出を忘れずに

コミュニティサイクルを
ご利用ください

駐輪場の定期利用申請の受け付け

自転車安全利用五則▲


