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駐車場の附置義務制度

資料４



附置義務駐車施設について

附置義務駐車施設
駐車場法に基づく地方公共団体の条例（附置義務条例）により、一定の地区内において、一定の規模以上の建築物を
新築等する場合に、設けることが義務付けられている駐車施設

地区 建築用途 延べ床面積

駐車施設１台の整備を要する建築床面積（原単位）

人口がおおむね
100万以上の都

市

人口がおおむね
50万人以上100万
人未満の都市

人口がおおむね
50万人未満の都市

駐車場整備地区
又は商業地域若し
くは近隣商業地域

特定用途に供する部分

条例で定める規模以上
（標準駐車場条例では、人口規
模が50万人以上の都市は1500
㎡、人口50万人未満の都市は

1000㎡）

百貨店その他の店舗の
用途に供する部分

200㎡ 150㎡ 150㎡

事務所の用途に供する部分 250㎡ 200㎡ 200㎡

特定用途（百貨店その他の
店舗及び事務所を除く。）に

供する部分
250㎡ 200㎡ 200㎡

非特定用途に供する部分
2000㎡以上の条例で定

める規模以上
450㎡ 450㎡ 450㎡

上記の周辺地域
又は自動車ふくそ
う地区のうち条例
で定める地区

特定用途に供する部分
2000㎡以上の条例で定

める規模以上
250㎡ 200㎡ 150㎡

（※）特定用途・・・劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、
バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場（駐車場法施行令第18条）

【対象地区】
都市計画に定められた駐車場整備地区内、商業地域内、近隣商業地域内で条例で定める地区
これらの周辺地域又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区
【対象建築物の規模】
延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模
駐車場整備地区等内で、延べ面積が2,000㎡未満であるが特定用途（※）の延べ面積が条例で定める規模

【附置義務台数】
条例で地区や建築用途等に応じて定める原単位により算出される台数

（国が示す標準駐車場条例における附置義務）

2



附置義務制度の経緯

《改正経緯》
平成３年
・附置義務を課す建築物の床面積の最低下限の引き下げ
（特定用途では、2,000㎡→1,500㎡ （50万人以上）、1,000㎡（50万人未満） ）

平成６年
・荷さばき駐車施設に係る規定を追加（８９都市において規定を整備）H29.4時点

平成１８年
・自動二輪車駐車施設に係る規定を追加（９都市において規定を整備） H29.4時点

○附置義務条例制定都市数と整備台数の推移
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駐車場法改正
(平成3年)



大都市における附置義務駐車場について

全国 東京23区

○全国において、過去約20年間で、駐車場台数は約2.6倍増加している一方で、自
動車保有台数は約1.3倍にとどまっている。（平成25年度現在）

○特に、東京23区においては、過去10年間で、駐車場台数は約1.25倍増加している
一方で、自動車保有台数は約0.89倍と減少している。（平成28年度現在）

○駐車場の附置義務により、都心部に駐車場が過剰に整備されることで、社会的損
失が発生。
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大丸有地区における附置義務駐車場の稼働状況

Ｅビル

Cビル

Bビル

Aビル

調査実施日：H22.4.1～（1年間）

Dビル
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Ａビル Dビル

Cビル

Bビル Eビル

出典：大丸有駐車協議会事務局・三菱地所㈱資料



標準駐車場条例の改正（平成２６年８月１日都市局長通知）

人口規模 用 途 改正前 改定後

１００万人以上の都市

事務所用途

２００㎡／台 ２５０㎡／台

５０万人以上１００万人未満
の都市

１５０㎡／台 ２００㎡／台

５０万人未満の都市

１５０㎡／台 ２００㎡／台

特定用途※ １５０㎡／台 ２００㎡／台

標準駐車場条例で示している附置の原単位は、あくまで「目安値」

→ 駐車実態等を踏まえ、地域・地区の特性に応じて適切に原単位を設定が必要

大規模開発マニュアル改訂を踏まえて、事務所用途等の「目安値」の原単位を緩和

※特定用途･･･百貨店その他の店舗及び事務所を除く特定用途
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自治体における対応の例

・平成19年に附置義務条例取扱基準を改正
－自己敷地外（隔地）における駐車施設の附置を認める地域を明示化（元町通り等）

・平成28年に附置義務条例を改正
－附置義務の緩和（200㎡→250㎡につき１台（事務所用途））、地域ルール

に関する特例を新設
・平成28年に附置義務条例取扱基準を改正
－横浜駅周辺地区において地域ルールを適用、大店立地法を含めた個別建築物ごとの駐車場台
数の算定（大規模開発地区関連交通計画マニュアルの活用）や周辺の空き駐車場の活用等
を可能に

横浜市

〇都市内の駐車需給の変化に対応し、一部の自治体では附置義務条例の見直し等を実施

・平成14年に附置義務条例を改正
－地域ルールに関する特例を新設（※現在、銀座・大丸有・渋谷・新宿において地域ルールが適用）

・平成26年に附置義務条例を改正
－附置義務の緩和（300㎡→350㎡につき１台（区部の共同住宅）等）
－既存建築物についても附置義務を緩和し、備蓄倉庫や駐輪場等への転用を可能に

東京都

・平成18年に「駐車場の適正な配置に関する条例」を制定
－駐車場の設置届出を義務化、設置基準（歩行者の安全性を阻害しないこと等）
への適合について指導・助言

・平成21年に附置義務条例を改正
－周辺の交通環境の保全上支障がなく、公共交通の利用促進等の措置が講じられると
認めた場合に、一般車の附置義務を免除

金沢市

附置義務条例の見直し例

（参考）附置義務制度の概要
・駐車場法に基づき、路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、自治体の条例において建築物の新築等の際に駐車施設の附置を義務付ける制度。
・駐車施設の附置は自己敷地内が原則。
・原単位（附置義務１台当たりの延床面積）は条例により規定。

駐車場設置基準区分図（金沢市）
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東京都駐車場条例（地域ルール）

○東京都駐車場条例（抄）

（建築物を新築する場合の駐車施設の附置）

第１７条 ・・・建築物を新築しようとする者は、・・・以上の台数の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置

しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 駐車場整備地区のうち駐車場整備計画が定められている区域において、知事が地区特性に応じた基準（＝地域ルール）に基づ

き、必要な駐車施設の附置が図られていると認める場合

二 前号に定めるもののほか、知事が特に必要がないと認める場合

２・３ （略）

ルール名 主な内容

銀座ルール（中央区）
H15.12～ 隔地規定の積極的運用 集約駐車場の確保 負担金制度の導入

大丸有ルール（千代田区）
H16.9～ 附置義務台数の減免 負担金制度の導入

渋谷ルール（渋谷区）
H23.12～

附置義務台数の減免 隔地規定の積極的運用 隔地距離の柔軟化
地域貢献協力金制度の導入

新宿駅東口ルール（新宿区）
H25.11～

附置義務台数の減免 駐車場の出入口規制 隔地規定の積極的運用
隔地距離の柔軟化 地域まちづくり協力金制度の導入

新宿駅西口ルール（新宿区）
※当面未施行

附置義務台数の減免 隔地規定の積極的運用
地域まちづくり協力金制度の導入

八重洲ルール（中央区） ※現在検討中 （街路交通施設課オブザーバー参加）

虎ノ門ルール（港区） ※現在検討中 （街路交通施設課オブザーバー参加）

品川ルール（港区） ※現在検討中 （街路交通施設課オブザーバー参加）
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大丸有ルール（大手町・丸の内・有楽町地区の附置義務駐車場の整備の特例に関する地域ルール）

＜対象地区＞

＜減免イメージ＞

＜実施体制＞

9出典：大手町・丸の内・有楽町地区駐車場地域ルールのてびき



駐車場の集約化・隔地イメージ
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歩行者に配慮したまちづくりをするエリア

集約
駐車施設

集約
駐車施設

集約
駐車施設



共同駐車場の指定及び隔地による附置の特例(大阪市)

共同駐車場配置図○条例に基づき、一定の基準を満た

す駐車場を共同駐車場として指定す
ることが可能（右図赤円中心部の駐
車場）

○ 右図の赤円内の建築物（共同駐車

場からおおむね３５０ｍ以内）は共同
駐車場に駐車施設を設置することで、
当該建築物又はその建築物の敷地
内に駐車施設を附置しないことが可
能

○平成２８年１月末時点で、共同駐車
場は２０箇所（９３７台分）を指定

※赤い円は
半径約３５０ｍ

出典：大阪市ＨＰ，大阪市資料

※赤い円の中心が
共同駐車場
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余剰駐車場の転用イメージ

ビル内の余った駐車場を・・・ 物流センター、備蓄倉庫等に活用

物流センター
（オフィスビルの館内に一括して配送するための拠点）

備蓄倉庫 12



13

○商店街等による荷さばきを行う際、荷さばき駐車施設の不足から路上での荷さばきが多く見られる

○改正道路交通法の施行により、荷さばき駐車施設の不足が顕著となり、整備が求められている

○快適な歩行空間、円滑な道路交通の確保のために荷さばき駐車対策は重要

荷さばき車両による交通阻害 荷さばき車両による歩行者空間の阻害

荷さばき駐車対策

荷さばき駐車施設の不足

荷さばき駐車施設の附置

○平成６年に各地方公共団体が定める附置義務駐車場条例のひな型として通知している標準駐車場条例に、
荷さばき駐車施設の附置に関する条項を追加

○以来、地域の実情に合わせて、必要に応じて荷さばき駐車施設の条項を盛り込むことを推奨

○平成２７年度末現在、附置義務条例の適用のある１９８の地方公共団体のうち、８９の地方公共団体にお
いて荷さばき駐車施設に関する条項を規定
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駐車場需要・供給量 実態調査例

※出典：東京駅前地区駐車場整備計画検討委員会資料

東京駅前地区の需給調査

○駐車場整備地区における駐車場の需要と供給の現況および将来の見通し等を
勘案し、当該地区における駐車場の整備に関する計画の策定中の事例。

【 駐車需給の現況・将来 《乗用車》 】 【 駐車需給の現況・将来 《貨物車》 】
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自動二輪車駐車場の整備状況

注１ 駐車場の箇所数及び台数は、都市計画駐車場、届出駐車場、附置
義務駐車施設、路上駐車場の合計値。

注２ 専用は、自動二輪車のみが駐車可能なスペース。
注３ 併用は、自動二輪車及び自動車（四輪車）がともに駐車可能なス

ペース。

（平成２７年度末）箇所数〔箇所〕駐車場台数〔台〕
駐車場台数〔台〕

自動二輪車駐車場の箇所数・駐車場台数 保有台数１，０００台あたりの駐車場台数

自動二輪車駐
車場 （１０台）
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20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成１８年度末 平成２７年度末

駐車場台数（専用） 駐車場台数（併用） 駐車場箇所数

249箇所

1,490箇所

自転車等駐車場
での受入れ
（４３台）

６５台

５３台

１０台

○ 平成１８年、駐車場法改正により、駐車場法の対象に自動二輪車を追加。
○ 平成２７年度末現在、全国の自動二輪車駐車場は１，４９０箇所。
（平成１８年比で、自動二輪車駐車場の箇所数は約６倍に増加）

○ ただし、保有台数あたりの駐車場台数は、自動車と比較すると、まだ少ない水準。

注１ 専用は、自動二輪車のみが駐車可能なスペース。
注２ 併用は、自動二輪車及び自動車（四輪車）又は自転車がともに駐車

可能なスペース。

駐車場台数（専用） 駐車場台数（併用）
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附置義務条例の策定・改正による駐車施設の整備

◆附置義務駐車場条例の事例（福岡市）

※１ 川越市：商業地域・近隣商業地域の場合
※２ 延床面積が6,000㎡未満の場合に緩和措置有

◆附置義務駐車場条例の制定状況
百貨店・その他の店舗 事務所 左記以外の特定用途

建築物の規模 附置基準 建築物の規模 附置基準 建築物の規模 附置基準

塩竃市※２ 1,000㎡超 3,000㎡毎に1台 1,000㎡超 8,000㎡毎に1台 1,000㎡超 8,000㎡毎に1台

横浜市※２ 1,000㎡超 3,000㎡毎に1台 1,000㎡超 3,000㎡毎に1台 1,000㎡超 10,000㎡毎に1台

川崎市※２ 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 8,000㎡毎に1台

大阪市

①2,000㎡超
～3,000㎡以下 一律一台

①2,000㎡超
～3,000㎡以下 一律一台

①2,000㎡超
～6,500㎡以下 一律一台

②3,000㎡超 3,000㎡毎に1台 ②3,000㎡超 3,000㎡毎に1台 ②6,500㎡超 6,500㎡毎に1台

さいたま市※２ 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 8,000㎡毎に1台

川越市 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 8,000㎡毎に1台

京都市 2,000㎡超 3,000㎡毎に1台 2,000㎡超 8,000㎡毎に1台 2,000㎡超 8,000㎡毎に1台

神戸市 1,500㎡超 3,000㎡毎に1台 1,500㎡超 6,000㎡毎に1台 1,500㎡超 6,000㎡毎に1台

福岡市 3,000㎡超 3,000㎡毎に1台 5,000㎡超 5,000㎡毎に1台 5,000㎡超 5,000㎡毎に1台

対象区域：駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域の場合※１

自動二輪車駐車場の附置義務条例の策定・改正

建築物における駐車施設の附置等に関する条例（抜粋）

（駐車施設の附置）

第３条の２ 次の表の（あ）欄に掲げる地区又は地域内において，（い）欄に掲げる用途に供する建築物であ
つて（う）欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は，（え）欄により算定した台数を合計した台数以上
の自動二輪車を収容することができる駐車施設を建築物又は建築物の敷地内に設けなければならない。
ただし，規則で定めるものの用に供する建築物で，市長が特に認めるものについては，この限りでない。

○ 一定規模以上の建築物に対しては附置義務条例を制定・改正し、自動二輪
車の駐車スペースを確保することが可能です。

自動二輪車附置義務適用：９都市 （平成２９年４月末現在）

→ 塩竃市(19.2.22施行)、横浜市(19.12.1施行)、
川崎市(20.4.1施行)、 大阪市(20.6.1施行)、
さいたま市(21.4.1施行)、川越市（24.7.1施行)、
京都市(26.10.1施行)、神戸市(27.12.18施行）、
福岡市（29.4.1施行）

条例改正検討都市：
千葉市、浜松市、岡山市、広島市、長崎市

○条例化の背景

自動二輪車の保有台数の増加しており、都
心部においては、違法駐車も見られること
から、自動二輪車の駐車施設の設置を新た
に義務づけ

公共駐車場（地下）
に整備した事例 16



附置義務に関する論点

○既存ストックも有効活用しつつ、附置義務駐車場の量・位置
の合理化を図り、効率的な民間都市開発を推進するため、旺
盛な都市開発需要が見込まれる地域を中心に、
・既存の制度にとらわれず、地域ごとに附置義務の内容を柔
軟に定めることのできる枠組みの確立
・既存駐車場の、集約駐車場や荷さばき駐車場等としての活
用推進
を図ることが考えられないか。

○地域の需給状況を勘案した上で、荷さばき駐車場や自動二輪
車駐車場の整備を進めていくにはどのような方策が考えられ
るか。
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