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「広報西東京」は、古紙混入率100％の再生紙、環境にやさしい大豆インキを使用しています

　自転車・バイクなどは手軽な交通手段の１つとして皆さんに
利用されています。しかし、駅周辺の歩道や路上への放置が後
を絶ちません。
　歩道は、高齢の方・障害を持つ方・子どもなど、さまざまな
人たちが利用します。こうした歩道に自転車・バイクなどが放
置されると、利用する方の通行の障害となるばかりではなく、
災害・緊急時の活動の妨げにもなります。
　通勤・通学・買い物などで自転車・原付バイクなどを利用す
る際は、一人ひとりが責任を持って自転車駐車場を利用しまし
ょう。
　各駅周辺には自転車駐車場があります。（下図①～⑤参照）
自転車駐車場利用の際には、係員の指示に従ってください。ま
た、混雑時は他の利用者の迷惑にならないように、無理な駐車
はしないでください。　
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　市では、「西東京市自転車等の放置防止に関する条例」によ
り、市内の各駅周辺を『自転車等放置禁止区域』に指定して
います。（下図①～⑤参照）　
　禁止区域内に放置された自転車・原付バイクは撤去し、自
転車等保管所に移送します。
　撤去移送した自転車・原付バイクを返還する際は、撤去保
管料として自転車（２千円）、原付バイク（３千円）を徴収し
ます。

　自転車等を路上に放置するこ
とは、通行の障害になるばかり
ではなく、交通事故や緊急時の
活動の障害となります。
　平成１８年１０月１日より、「西東
京市自転車等の放置防止に関す
る条例第１２条第２項」の規定に
基づき、保谷駅南口かえで通り
周辺に放置された自転車や原動
機付自転車は撤去し、保管所に
移送しますので、放置しないよ
うにお願いします。
　公共物等に施錠しているチェ
一ン等は、切断し撤去します。

移送した自転車等を返還する際には、撤去保管料として自転車２千円・原動機
付自転車３千円を徴収致しますので、通勤・通学・買物等で自転車やバイクを
利用する際は、近隣の自転車駐車場を利用してください。
▽返還場所
　ひばりが丘北自転車等保管所（ひばりが丘北四丁目７番）�０４２�４２４�８９１５
▽返還日時
　土曜日を除く毎日　午後１時から６時　★年末年始を除く
▽返還に必要なもの
（１）自転車・原付バイクの鍵（２）印鑑（３）身分を証明するもの（免許証

・学生証等）（４）撤去・保管料（自転車２千円、原付バイク３千円）
▽保管期間・保管場所　６０日間　★保管期間が経過したものは処分します。
　★交通の便、ひばりケ丘駅北口から徒歩５分◆交通計画課（�保 �内線２４７３）

自転車・バイクなどは
�����自転車駐車場に

自転車等放置禁止区域があります

保谷駅南口かえで通り周辺、
��� 放置自転車等の撤去・移送について

保谷駅周辺（図①）

自転車等駐車 場 （有料） 

民営駐輪場 

自転車等放置禁止区域 

下保谷図書館下保谷図書館 下保谷図書館 

下保谷四丁目下保谷四丁目 下保谷四丁目 

下保谷五丁目 

下保谷福祉会館下保谷福祉会館 下保谷福祉会館 

問合せ 
03－3921－6065
午後３時～９時 

練馬区 

至ひばりヶ丘 至大泉学園 
保谷駅 

保谷車輌管理所 

あらやしきあらやしき 
自転車駐車場自転車駐車場 
あらやしき 
自転車駐車場 

保谷駅北口第保谷駅北口第2
自転車駐車場自転車駐車場 
保谷駅北口第2
自転車駐車場 

練馬区南大泉練馬区南大泉 
自転車駐車場自転車駐車場 
練馬区南大泉 
自転車駐車場 

田無駅周辺（図⑤）

自転車等駐車 場 （有料） 
自転車等駐車 場 （無料） 

自転車等放置禁止区域 新青梅街道 

所
沢
街
道
 

農協前通り農協前通り 農協前通り 

東京あぐり農協田無支店東京あぐり農協田無支店 東京あぐり農協田無支店 
栄通り栄通り 栄通り 

田無郵便局田無郵便局 田無郵便局 
田無警察署田無警察署 田無警察署 

青梅街道 

富士見通り

富士見通り 

富士見通り 

田無小学校田無小学校 田無小学校 

田無神社田無神社 田無神社 

コール田無コール田無 コール田無 

至西武柳沢 
石神井川

 

至花小金井至花小金井 至花小金井 
中央図書館中央図書館 中央図書館 

西東京市役所 
田無庁舎 
西東京市役所 
田無庁舎 

市役
所通
り 

武蔵境通り 

駅前交番駅前交番 駅前交番 

総持寺 

アスタ 

田無駅北口 
第3自転車駐車場 
田無駅北口 
第3自転車駐車場 

田無駅北 口・ 北口 
第2自転車駐車場 
田無駅北 口・ 北口 
第2自転車駐車場 田無駅ガード下西田無駅ガード下西 

　自転車駐車場　自転車駐車場 
田無駅ガード下西 
　自転車駐車場 

田無駅ガード下東 
　　　自転車駐車場 
田無駅ガード下東 
　　　自転車駐車場 

田無駅南口自転車駐車場 田無駅南口自転車駐車場 

田無駅南遊水池田無駅南遊水池 
自転車駐車場自転車駐車場 
田無駅南遊水池 
自転車駐車場 

南町自転車等保管所南町自転車等保管所 南町自転車等保管所 
田無駅から徒歩４分田無駅から徒歩４分 
返還日・土曜日を除く毎日返還日・土曜日を除く毎日 
午後１時～６ 時 （年末年始を除く ） 

田無駅から徒歩４分 
返還日・土曜日を除く毎日 
午後１時～６ 時 （年末年始を除く ） 

ひばりヶ丘駅周辺（図②）

埼玉県新座市 

埼玉県 
新座市 
埼玉県 
新座市 

東久留米市東久留米市 東久留米市 

銀行銀行 銀行 

銀行銀行 銀行 

銀行銀行 銀行 大型店舗大型店舗 大型店舗 

大型店舗大型店舗 大型店舗 

郵便局郵便局 郵便局 

郵便局郵便局 郵便局 

中原通り 

ひばりが丘北ひばりが丘北3丁目丁目 ひばりが丘北3丁目 

ひばりが丘北ひばりが丘北4丁目丁目 ひばりが丘北4丁目 

信用金庫 信用金庫 

家具センター 家具センター 
バスターミナルバスターミナル バスターミナル 

ひばりが丘北自転車等保管所 

ひばりヶ丘駅北口ひばりヶ丘駅北口 
第2自転車駐車場自転車駐車場 
ひばりヶ丘駅北口 
第2自転車駐車場 

ひばりヶ丘駅南口ひばりヶ丘駅南口 
第1自転車駐車場自転車駐車場 
ひばりヶ丘駅南口 
第1自転車駐車場 

ひばりヶ丘駅南口 
第2自転車駐車場 
ひばりヶ丘駅南口 
第2自転車駐車場 

ひばりヶ丘駅南口ひばりヶ丘駅南口 
谷戸自転車駐車場谷戸自転車駐車場 
ひばりヶ丘駅南口 
谷戸自転車駐車場 

ひばりヶ丘駅北口 
第1自転車駐車場 

ひばりヶ丘駅から徒歩ひばりヶ丘駅から徒歩5分 
返還返還日・土曜日を除く毎日土曜日を除く毎日 
午後午後1時～時～6時(年末年始を除く年末年始を除く)

ひばりヶ丘駅から徒歩5分 
返還日・土曜日を除く毎日 
午後1時～6時(年末年始を除く)

新座市栗原５丁目 
　　自転車駐車場 

住吉町第住吉町第1 1 
自転車駐車場自転車駐車場 
住吉町第1 
自転車駐車場 

自転車等駐車場（有料） 
自転車等駐車場（無料） 
民営駐輪場 

自転車等放置禁止区域 

ひばりヶ丘駅 

至保谷 

至東久留米 

西武柳沢駅周辺（図④）

伏
見
稲
荷
通
り 

都営住宅都営住宅 都営住宅 

信用金庫信用金庫 信用金庫 

医院 

自動車販売店 

駐車場駐車場 駐車場 
パチンコ店パチンコ店 パチンコ店 マンション 

美容室美容室 美容室 
西武柳沢駅 

保谷公民館 
柳沢図書館 

至東伏見至東伏見 至東伏見 至田無至田無 至田無 

都営住宅 

榎
ノ
木
通
り

榎
ノ
木
通
り 

榎
ノ
木
通
り 

都営住宅都営住宅 
ほうやちょう保育園ほうやちょう保育園 
都営住宅 
ほうやちょう保育園 

自転車等駐車場（有料） 
自転車等駐車場（無料） 

自転車等放置禁止区域 

西武柳沢駅西武柳沢駅 
北口第１－２北口第１－２ 
自転車駐車場自転車駐車場 

西武柳沢駅 
北口第１－２ 
自転車駐車場 

西武柳沢駅南口 
臨時自転車駐車場 

西武柳沢駅北口西武柳沢駅北口 
第２自転車駐車場第２自転車駐車場 
西武柳沢駅北口 
第２自転車駐車場 

西武柳沢駅北西武柳沢駅北口第１ 
自転車駐車場転車駐車場 
西武柳沢駅北口第１ 
自転車駐車場 

西武柳沢駅南口 
自転車駐車場 

新青梅街道 

交
番 

東伏見駅周辺（図③）

富士町富士町5丁目丁目 富士町5丁目 

新青梅街道 か
え
で
通
り 郵便局郵便局 郵便局 

児童遊園児童遊園 
　富士町富士町4丁目丁目 
児童遊園 

　富士町4丁目 

銀行銀行 銀行 
公園公園 公園 至武蔵関至武蔵関 至武蔵関 至西武柳沢至西武柳沢 至西武柳沢 北口北口 北口 

南口南口 南口 交
番
交
番 

交
番 スポーツクラブスポーツクラブ スポーツクラブ 

東伏見2丁目 

早大東伏見運動場 

東伏見東伏見3丁目丁目 東伏見3丁目 

東伏見アイスアリーナ東伏見アイスアリーナ 東伏見アイスアリーナ 

練馬区 

自転車等放置禁止区域 

自転車等駐車場 (有料)

東伏見駅北口東伏見駅北口 
第1自転車駐車場自転車駐車場 
東伏見駅北口 
第1自転車駐車場 

東伏見自転車等保管所 

東伏見駅南口東伏見駅南口 
第2自転車駐車場自転車駐車場 
東伏見駅南口 
第2自転車駐車場 東伏見駅南口 

第1・B自転車駐車場 
東伏見駅南口 
第1・B自転車駐車場 

東伏見駅南口 
第1・A自転車駐車場 

駐車場 

東伏見駅 

第1111消防分団消防分団 第11消防分団 

信用金庫信用金庫 信用金庫 

東伏見駅から徒歩東伏見駅から徒歩5分 東伏見駅から徒歩5分 
返還返還日・日・土曜日を除く毎日土曜日を除く毎日 返還日・土曜日を除く毎日 
午後午後1時～時～6時(年末年始を除く年末年始を除く)午後1時～6時(年末年始を除く)
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自転車で事故を起こすと責任を
問われます！

◎自転車での主な違反
・一時停止違反　・歩行者通行妨害
・信号無視　・二人乗り　・夜間無灯火
・酒酔い運転

※違反自転車取り締まり強化
中です　　　　　　　

田無警察署


