
添付資料３ 
 

放置自転車・放置自動車等の取扱について 
 

 良好な構内環境を保持するため、放置されている自動車等（道路交通法に規定

する自動車・軽自動車・自動二輪車・原動機付自転車・自転車）について、国立

大学法人筑波大学構内自動車等放置防止要項に基づき下記のとおり取り扱いま

すので、当該使用者等は速やかに撤去等処置願います。 
 

記 
 
自転車（IC タグが貼付されていても同様に扱います。） 
①車体が破損し運転が不能なものは、放置しているものとみなします。 

 ②使用の形跡がないものと認められるものは、放置しているものとみなし 
ます。 

 ③駐輪場、駐輪スペース以外のバス停周辺や駐車場周辺等に停めてあるもの 
は、放置しているとみなします。 

 
該当車には６月３０日（木）までに撤去通告書を取付けます。 
所有者は２０日以内に撤去通告書を剥がしてください。 

 また、駐輪場、駐輪スペース以外に停めている場合は、必ず移動してください。 
 
自動車（自動車・軽自動車・自動二輪車・原動機付自転車） 
 ①番号標のないものは、放置しているものとみなします。 
 ②車検切れのもので、同一の場所に継続して１ヶ月以上駐車している場合、放

置しているものとみなします。 
 ③車体が破損し運転が不能で１ヶ月以上放置されていると見受けられるもの

は、放置しているものとみなします。 
 
 該当車には６月３０日（木）までに撤去通告書を貼付します。 
所有者は１ヶ月以内に撤去等してください。 

 
 ※ 放置自転車を所有者以外の者が使用することは犯罪です。 

本学で集積した処分対象自転車等であっても、無断で使用又は持出しする

ことは禁止します。 
 
 

令和４年 ５月１６日   筑 波 大 学 長 
 



Attachment 3 
 

Handling of Abandoned Bicycles and Vehicles 
 

In order to preserve a favorable campus environment, the handling of 
abandoned vehicles (automobiles, light motor vehicles, motorcycles, motorized 
bicycles, and bicycles prescribed in the Road Traffic Act), based on the Guidelines for 
Prevention of Abandoned Vehicles etc. on the Campus of the University of Tsukuba, is 
as follows and users etc. are asked to take action immediately including their removal 
etc. 

Note 
 
Bicycles 
① Bicycles that are damaged and impossible to ride will be considered abandoned. 
② Bicycles that have been deemed unused will be considered abandoned. 
③ Bicycles left around bus stops or car parking areas other than at bicycle-parking 

areas and bicycle-parking spaces will be considered abandoned. 
 
A notice of removal will be attached to bicycles in question by June 30 (Thu.). The owners 
are asked to remove the notice off from their bicycles within 20 days after the date of the 
notice and to move their bicycles if parked in other than bicycle-parking areas and bicycle-
parking spaces.  
 
Vehicles（automobiles, light motor vehicles, motorcycles, motorized bicycles） 

① Vehicles without number plates will be considered abandoned. 
② Vehicles without valid car inspection parked at the same place for more than one 

consecutive month will be considered abandoned. 
③ Vehicles that are damaged and impossible to drive, and have been left unattended 

for over a month will be considered abandoned.  
 
A notice of removal will be attached to vehicles in question by June 30 (Thu.). The owners 
are asked to remove their vehicles within one month after the date of the notice. 
 
 ※It is a crime to use abandoned bicycles by people other than their owners. 

University of Tsukuba strictly forbid to use or take bicycles stored for 
disposal on campus without prior permission.  

 
May 16, 2022        President, University of Tsukuba 


