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川崎市シェアサイクル実証実験 

仕様書 

１ 事業目的 

 シェアサイクル事業によって、本市の行政課題である来訪者等による観光施設間の回遊性の向

上や商業及び地域の活性化、公共交通の機能補完（※）、放置自転車の抑制などの課題解決に向

け、公共施設を活用した実証実験を実施し、導入の可否も含め、その効果や事業採算性の検証等

を行うものとする。

 また、本事業の実証エリアである登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリア、殿町・大師河原エリアにお

いて、以下の効果を得ることを目的とする。

（※）｢公共交通の機能補完｣とは、公共交通だけでは対応できない、個人の移動ニーズに対し自由な経路・時間

で移動できる自転車の特性を活かして対応を図ること。

（１）登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリア 

  ア 登戸駅・向ヶ丘遊園駅の２つの駅前商業地の結びつきを強め、商業の活性化を図る。

イ 駅周辺に点在する観光施設間（生田緑地、藤子･F･不二雄ミュージアム、緑化センタ

ー、二ヶ領せせらぎ館など）の回遊性向上、外国人観光客の需要の取り込みを促進する。

ウ 小田急電鉄株式会社よりポート用地の提供を受ける。

（２）殿町・大師河原エリア 

  ア 京浜急行大師線の小島新田駅及び産業道路駅から、キングスカイフロントまでの公共交

通の機能補完の促進を図る。

イ キングスカイフロントと周辺地区の結び付きを強めることで、地域活性化を図る。

２ 実施期間 

 協定締結日から平成３３年（２０２１年）３月３１日まで（状況に応じて延伸も可）

［運用開始は平成３１年３月を予定］

３ 実施エリア、公共サイクルポート候補地 

（１）実施エリア 

ア 本事業のエリアは、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリア（登戸駅を中心とする概ね半径１．

５ｋｍのエリアのうち、川崎市域内のエリア）及び殿町・大師河原エリア（小島新田駅を

中心とする概ね半径１ｋｍのエリア）の２つのエリアとする。

イ 両エリアでの事業実施を条件とし、一方のエリアのみでの実施は認めない。

（２）公共サイクルポート候補地 

  ア 公募時点で、公共用地等でのサイクルポート候補地（以下、公共サイクルポート候補地

という。）は、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺エリア１９か所２３５台分、殿町・大師河原エリ

ア１４か所２５２台分とする。詳細については、別紙「川崎市シェアサイクル実証実験 
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公共用地等サイクルポート候補地一覧」を参照すること。

    ただし、この公共サイクルポート候補地は、設置を確約するものではなく、土地所有者･

所管部署と詳細な調整が必要となる場合がある。また、必ず設置を求めるものではない。

  イ 実施期間中、本市に対し、今回提示する公共サイクルポート候補地以外の公有財産を使

用したサイクルポートの設置の提案を行うことも可能とする。その場合は増設による効果

について、あらかじめ検討を行い、理由を付して本市と可否について協議を行うこと。

  ウ 実施期間中、公共サイクルポート候補地を用いたサイクルポート（以下、「公共サイク

ルポート」という。）について、施設の利用者に対して支障が生じた場合や、当該施設の

運営に支障が生じた場合には、公有財産の使用中止（公共サイクルポートの使用の中止）

を命ずることがある。また、当該施設において、工事やイベント等の開催を理由として、

一時的に公共サイクルポートを撤去する必要が生じた場合には、事前に本市と事業者で協

議を行うものとする。

４ 役割分担 

（１）川崎市 

ア 実証実験全体の総括

イ サイクルポート用の公有財産の提供（使用承認・占用手続きを含む。）

ウ 関係事業者（交通事業者、地元自治会等）との調整

エ 広報・付帯事業の支援（本市ホームページ等） 

オ 効果・課題等への検証

（２）事業者 

ア 実証実験事業の運営主体

イ 施設及び器材（自転車、サイクルポート等）の整備・維持管理と実証実験終了後の原状

回復

ウ 事業の運営（利用者の募集・登録、料金徴収、自転車の回収・再配置、苦情対応等）

エ 付帯事業の実施 

オ 違法駐輪対策 

カ 公有財産以外でのサイクルポートの確保

キ 利用者への周知・広報・利用率向上に向けた取組 

ク 行政課題解決に向けた取組 

ケ 本市の必要とする各種データ（集計・加工を含む）の本市への提供

コ 満足度や交通行動の変化等に関する利用者へのアンケート調査の実施

サ 事業報告
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５ 費用負担 

（１）本事業の運営に要する費用は、全て事業者負担とし、本市は、補助金、委託料、その他一

切の費用を負担しない。なお、公共サイクルポート候補地の使用料は免除する。

（２）利用料金等で得られた収入は、すべて事業者の収入とする。

（３）資金調達、物価・金利の変動、需要の変動等の事業実施に伴うリスクについては、すべて

事業者の負担とする。

６ 事業規模 

 事業規模は、以下（１）～（６）によるものとし、具体的なサイクルポート箇所数、駐輪台数、

自転車台数は事業の目的を踏まえて提案すること。

（１）実証実験の目的が達成できる規模のサイクルポート箇所、駐輪台数を確保・設置すること。

（２）設置したサイクルポートの駐輪可能台数に見合った自転車台数を導入するものとし、実際

に導入する自転車台数については、本市と協議のうえ、決定すること。

（３）実証実験期間中、民間サイクルポートを設置する場合は、その効果等について、あらかじ

め検討を行い、その効果等について本市に報告すること。

（４）事業者の独立・連続した事業展開を期待しているため、活用する民間サイクルポートにつ

いては、土地所有者等と協議を行った上で、事業者が自主的かつ積極的に確保すること。

（５）導入エリアを拡大する場合、その影響等について検討し、本市と協議を行い、本市の要請

に応じ必要な措置を行うこと。

（６）「川崎市自転車等駐車場の附置等に関する条例（平成１７年川崎市条例第１９号）」及び

「川崎市民間自転車等駐車場整備費補助金制度」に基づき、整備された駐輪場については、

サイクルポートとしての利用は不可とする。

７ 事業者要件 

（１）健全性 

財政状況や経営基盤が健全であること。

（２）善管注意義務 

   事業者は、常に善良なる管理者の注意をもって事業を遂行すること。

（３）第三者委託 

   事業者は、当該事業の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはな

らない。ただし、本市と協議を行い、認められたものについては、当該事業の一部を第三者

に委託し、又は請け負わせることが出来る。

（４）関係法令の遵守  

事業者は、関係法令等の規定を遵守すること。  
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８ 利用方法 

 利用方法は、以下（１）～（４）によるものとし、具体的な利用方法は、事業の目的を踏まえ

て提案すること。

（１）原則いつでも、どのポートでも自転車の貸出し･返却が可能となるシステムとすること。

（２）市民、来街者、外国人など誰もが使いやすいシステムとし、登録～利用～決済まで簡易で

分かりやすいものとすること。

（３）利用者の個人認証を行い、登録後には速やかに利用できるシステムとすること。

（４）サイクルポートの方式（有人・無人・併用等）については、指定せず、事業者の提案事項

とする。

９ 自転車の仕様 

 自転車の仕様は、以下（１）～（５）によるものとし、具体的な自転車の仕様は、事業の目的

を踏まえて提案すること。

（１）制御装置（ブレーキ）や警音器を備え付けるなど、道路交通法等の関係法令に適合した車

両を使用すること。

（２）幅広い世代で利用可能なものとし、安全性、操作性、耐久性の高いものとすること。

（３）地域の景観との調和を考慮するなど、デザイン性に富んだものとすること。

（４）自転車の位置情報が把握できるような機能を搭載すること。          

（５）自転車には、利用方法、事業者の連絡先などを表示し、利用者が施設管理者等に問い合わ

せることがないよう工夫すること。

１０ サイクルポートの仕様 

 サイクルポートの仕様は、以下（１）～（８）によるものとし、具体的なサイクルポートの仕

様は、事業の目的を踏まえて提案すること。

（１）サイクルポートに区画線を引くなど、他の区画と明確に区分し、原則として自転車ラック

を設置すること。ただし、施設管理者との協議において、設置が認められない場合は、この

限りではない。

（２）放置自転車を誘発しないため、サイクルポート以外で自転車を返却できないシステムとす

るとともに、サイクルポートには自転車ラック以上の自転車が返却できないような対策を行

うこと。

（３）公共サイクルポート候補地には、電源が確保されていないため、電気を使用する場合は、

事業者において施設管理者及び電力会社と協議を実施し、必要な措置を講じること。また、

その費用の全てについて、事業者が負担すること。

（４）安全性、耐久性の高いものとすること。

（５）地域の施設の景観との調和を考慮するなど、デザイン性に富んだものとすること。
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（６）サイクルポートには、利用方法、事業者の連絡先などを表示し、利用者が施設管理者等に

問い合わせることがないよう工夫すること。

（７）サイクルポートの設置は、大規模な掘削等を必要とせず、極力簡易に設置できるものとす

ること。

（８）実証実験終了後、本事業のために設置したサイクルポート、その他の設備を撤去し、原状

回復を行えるものとすること。

１１ 運営方法 

（１）事業の運営にあたっては、組織化された運営体制を確立し、適切な人員を配置すること。

（２）付帯事業を含め、継続的で事業採算性のとれた事業とすること。

ア 利用料金

利用料金の仕様は、以下（ア）～（ウ）によるものとし、具体的な利用料金の仕様は、

事業の目的を踏まえて提案すること。

（ア）自転車や公共交通機関を代替・補完する交通手段として、多くの人に利用してもらえ

るよう、個人利用、法人利用、一定時間での利用や一日単位での利用など、多くの人が

利用しやすく適切な料金設定とすること。

（イ）利用者にとって利便性の高い決済方法とすること。

（ウ）デポジット料金を徴収する場合は、事業期間の終了等を理由として、利用者が解約を

希望する際に、利用者の求めに応じて料金を確実に返金すること。

イ 利用時間

利用者にとって利便性の高い利用時間とすること。

ウ 問合せ対応

利用者からの問合せに対応できるよう、コールセンター等を設置すること。また、営業

時間外についても、事故等緊急時の対応のため、常時連絡・対応可能な体制とすること。

  エ 事故・トラブル対応

    事故・トラブル等が生じた場合は、速やかに対応すること。

  オ 利用者の安全対策

    利用者のケガの補償や損害賠償事故（対人、対物）の補償のため、保険に加入するこ

と。

  カ 自転車の維持管理

（ア）自転車のメンテナンス

     自転車のメンテナンスについて、自転車安全整備士など技術力のあるものが定期的に

行い、利用者が常に安全に利用できるようにすること。

（イ）防犯登録、盗難対策 

 自転車には防犯登録を行うこと。また、盗難対策を講じること。
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（ウ）放置自転車対応

   ａ 利用者に対して、自転車を放置しないよう周知徹底するとともに、放置が確認さ

れた場合は、事業者が速やかに回収すること。

ｂ 川崎市自転車等の放置防止に関する条例（昭和６２年川崎市条例第４号）第１０

条及び第１１条の規定により、事業に使用する自転車が移動・保管された場合の費

用は、事業者の負担とする。なお、当該負担を利用者に請求する場合に生じる紛争

については、事業者が責任を持って対応処理すること。

  キ サイクルポートの維持管理

（ア）サイクルポートのメンテナンス

     サイクルポートのメンテナンスについて、技術力のあるものが定期的に行い、利用者

が常に安全に利用できるようにすること。また、サイクルポート設置場所及びその周辺

は常に清潔に保ち、定期的に清掃を行うこと。

（イ）自転車の再配置 

     配置した自転車に偏りが生じた場合は、台数を平準化するため、サイクルポート間に

おいて自転車の再配置を行うこと。貸出用の自転車が不足する事態や、満車時に返却で

きない事態が発生しないよう、運営上の工夫を行うこと。

（ウ）目的外駐輪対応

     サイクルポートに本事業と関係ない自転車が駐輪されないよう配慮するとともに、駐

輪されていた場合は早期に適切な対応を行うこと。

ク マナー啓発活動

    利用者への自転車利用ルール・マナー啓発を積極的に行うこと。

ケ 普及促進活動

利用者の利便性向上、事業の利用促進のため、チラシやポート案内地図の作成、専用の

ホームページを準備するなど、積極的な広報周知活動を実施すること。

コ 個人情報管理

利用者の個人情報は、川崎市個人情報保護条例（昭和６０年川崎市条例第２６号）等の

法令の規定を遵守し、適正に管理すること。

１２ 地域事業者との連携 

 オペレーションスタッフとしての市内居住者の雇用や、運営組織の中に市内事業者を組み入れ

るなど、本市の経済活性化につながる取組を実施すること。
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１３ 事業報告 

実施・利用状況、交通データ、その他の事業運営に係るデータを収集及び整理、利用者の

満足度や交通行動の変化等に関するアンケート調査を実施し、下表の報告書を本市に提供す

ること。

報告書 提出時期 内容

定期報告書 実施月の翌月１５日

まで

〔毎月の実施状況〕

・自転車及びサイクルポート状況（登録者情報、利用回数、

利用時間、回転数、自転車台数、サイクルポートの設置数

及び利用状況等）

・利用者の移動データ（ＯＤデータ等）

・再配置情報（再配置回数、再配置ルート等）

・収支状況

・利用者の事故や苦情等

・その他、川崎市が指定する事項

中間報告書 【第１回】平成３１

年（２０１９年）１０

月末まで

〔実証実験開始日から平成３１年（２０１９年）９月までの

実施状況〕

・定期報告書内容の取りまとめ

・利用者の満足度等に関するアンケート実施結果

・GPS データ（時刻、位置情報等）

・シェアサイクル事業の課題等

・その他、川崎市が指定する事項

【第２回】平成３２

年（２０２０年）４月

末まで

〔平成３１年（２０１９年）１０月から平成３２年（２０２０

年）３月までの実施状況〕

・同上

【第３回】平成３２

年（２０２０年）１０

月末まで

〔平成３２年（２０２０年）４月から平成３２年（２０２０

年）９月までの実施状況〕

・同上

【第４回】実証実験

終了後３０日以内

〔平成３２年（２０２０年）１０月から平成３３年（２０２１

年）３月までの実施状況〕

・同上

年度報告書 平成３２年（２０２

０年）４月末まで

〔実証実験開始日から平成３２年（２０２０年）３月までの

実施状況〕

・同上

最終報告書 実証実験終了後３０

日以内

〔実証実験期間すべての実施状況（取りまとめ）〕

・同上
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１４ 付帯事業 

利用者の安全性を向上させるための付帯事業として「自転車利用ルールの周知やマナー啓

発」を積極的に実施すること。また、採算性向上のための付帯事業を行う場合は、本市の承

認を得ること。なお、付帯事業の収入は、事業者に帰属するものとする。

１５ 原状回復 

実証実験終了時は、事業者が自らの費用負担において、公共サイクルポートを使用前の状

態に回復すること。

１６ 財産の帰属 

本事業において、事業者の負担で構築したシステム、自転車・機器等の財産は事業者に帰

属するものとする。

１７ 知的財産権の帰属 

（１）実証実験の過程で生じた知的財産権（著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これ

らの権利を取得し、又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。

著作権については、著作権法第２７条及び第２８条に定める権利を含む。）及び報告書に含ま

れる知的財産権は、川崎市と事業者双方の共有のものとする。

（２）事業者は、実証実験で得られた知的財産権について、特許出願、実用新案登録出願または

意匠登録出願する場合、川崎市と協議し同意を得なければならない。なお、出願等に係る費

用は、事業者の負担とする。


