５
(1)

駐車場附置義務の見直しの手引
見直しのポイント
駐車場附置義務については、３(4)で述べたとおり、国がひな形として示している「標
準駐車場条例」が人口規模には着目しているが、特定用途の種別への着目は十分とは
いえないものとなっていることから、地区特性に応じたきめ細かな規制へと見直しを
行うことが必要である。
また、自動二輪車も附置義務の対象となったことへの対応も必要である。

ア

「標準駐車場条例」の改正状況の確認
駐車場附置義務についてはこれまでも見直しが行われてきており、
「標準駐車場条例」の
改正状況を概観することで、各市町で制定している条例において見直しを要する事項を確
認する。

【平成２年６月 11 日改正】
①

特定用途における附置義務の延べ面積の下限値の改正【第 25 条２項】
特定用途における附置を義務付ける建築規模を 2,000 ㎡から人口おおむね 50 万人以上の
都市は 1,500 ㎡、人口おおむね 50 万人未満の都市は 1,000 ㎡に改正した。

②

足切り制度の廃止【第 25 条】
改正前は、附置義務量を算出するにあたり下限値を超える部分に対して附置を課してい
たが、延べ床面積の全部に対して附置義務を課すとともに、6,000 ㎡までの建築物につい
ては、緩和措置を設けることとした。

附置義務駐車台数

見直し後
建築物が負う
附置義務駐車台数
緩和台数
（見直し前）

附置義務適用基準

（足切り基準）

6,000 ㎡

図５−１ 駐車場附置義務の基準
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建築物の延床面積

【平成３年 11 月 26 日改正】
非特定用途における附置義務の延べ面積の下限値の改正【第 25 条】

①

駐車場法及び施行令の改正にあわせ、非特定用途の附置を義務付ける建築規模を 3,000
㎡から 2,000 ㎡に改正した。
罰則規定における罰金額の改正【第 35 条】

②

第 35 条に規定する附置義務駐車施設の附置、管理等に関する条項に違反するものに対す
る罰金の額を、第 34 条１項違反は 10 万円以下を 50 万円以下に、第 33 条１項違反は３万
円以下を 20 万円以下に、第 30 条２項違反は１万円以下を 10 万円以下にそれぞれ改正し
た。
【平成６年１月 20 日改正】
①

荷さばきのための駐車施設の附置義務を追加【第 25 条の２】
荷さばきのための駐車施設の附置に関する規定を下表のとおり規定した。
（人口がおおむね 50 万人未満の都市の場合）

(ｱ)地区

駐車場整備地区又は商業地区若しくは近隣商業地域

周辺地区又は自動車
ふくそう地区

(ｲ)足切基

3,000 平方メートル

2,000 平方メートル

準
(ｳ)建築物

百 貨 店そ の

事務所の

倉庫の用

特定用途（百

特定用途に供する部

の用途

他 の 店舗 の

用途に供

途に供す

貨店その他

分

用 途 に供 す

する部分

る部分

の店舗、事務

る部分

所及び倉庫
を除く。）に
供する部分

(ｴ)附置を

3,000 平 方

5,000 平方

1,500 平方

4,000 平方メ

義務付け

メートル

メートル

メートル

ートル

5,000 平方メートル

る駐車１
台当たり
の床面積
( ｵ ) 6,000

6,000 平方メー

平方メー
トル未満

１−

6,000 平方メートル−延べ面積

１−

トル−延べ面積
延べ面積

２×延べ面積

の場合の
緩和係数
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備考
１

(ｳ)欄掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外
観覧席の部分を含む。

２

(ｵ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場に
あっては、屋外観覧席の部分を含む。

（※） 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 100 万人以上の
都市については、別途基準値を規定。
②

荷さばきのための駐車施設の規模【第 29 条４項】
荷さばきのための駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の幅、奥行き、建築限
界を規定した。

【平成 16 年７月２日改正】
①

附置を義務付ける駐車施設一台あたりの床面積（原単位）の基準が参考である旨の周知
【第 25 条、第 25 条の２】
標準駐車場条例第 25 条等において示している原単位は目安に過ぎず、従来より条例の制
定にあたっては各都市における効果・影響等についての十分な調査の下に適切な原単位を
設定すべき旨示していたが、この趣旨をさらに明確にして地方公共団体独自の政策判断に
応じた設定を推奨した。

②

地区ごとに別途の基準を適用すること（ローカルルールの導入）の推奨【第 25 条、第
25 条の２】
地区の交通特性等によって駐車需要に違いがあることに加えて、地区内の交通処理計画
の内容に応じて新たに設置すべき駐車施設の量が変わることから、地区特性に応じたきめ
の細かい基準の設定を推奨した。

③

隔地における附置義務駐車施設について【第 30 条、第 30 条の２】
小規模な附置義務駐車施設が多数設置されることは、駐車場の出入口が随所に設けられ
ることによる交通阻害や土地の効率的な利用の観点から問題が多い。このため、まちづく
りや地区交通処理の方針と連動して、建築物及びその敷地「以外」の場所（いわゆる「隔
地」）で駐車施設を効果的に確保することを推奨した。
第 30 条では、市長がやむを得ないと認める場合には建築物から 200ｍ以内と規定してい
たが、交通の安全及び円滑化又は土地の有効な利用に資するものとして市長の認定を受け
たものについては隔地に附置義務駐車施設を設置できることにした。

【平成 18 年 11 月 30 日改正】
①

自動二輪車のための駐車施設の附置義務を追加【第 25 条の３】
駐車場法の改正に伴い、自動二輪車のための駐車施設の附置に関する規定を下表のとお
り規定した。
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（人口がおおむね 50 万人未満の都市の場合）
(ｱ)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地

周辺地区又は自動車ふくそう地

域

区

(ｲ)

1,000 平方メートル

2,000 平方メートル

(ｳ)

百貨店その他の店舗

特定用途（百貨店その他の

の用途に供する部分

店舗除く。
）に供する部分

(ｴ)
(ｵ)

3,000 平方メートル
8,000 平方メートル
1,000 平方メートル×（6,000 平方メートル−延べ面積）
１−
（6,000 平方メートル−1,000 平方メートル）×延べ面積

特定用途に供する部分
8,000 平方メートル
6,000 平方メートル−延べ面積
１−
２×延べ面積

備考
１

(ｳ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋
外観覧席の部分を含む。

２

(ｵ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場に
あっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

（※） 人口がおおむね 50 万人以上の都市については、別途基準値を規定。
②

自動二輪車のための駐車施設の規模【第 29 条４項】
自動二輪車のための駐車施設のうち自動二輪車の駐車の用に供する部分の幅、奥行きを
規定した。

イ

駐車場の利用実態を踏まえた見直しの検討
「標準駐車場条例」の改正にも盛り込まれている荷さばきのための駐車場施設の附置義務

の追加及び自動二輪車のための駐車施設の追加について対応する必要がある。
加えて、今回県が行った実態調査の結果から見ると交通特性の影響を反映しやすいよう、
特定用途を店舗系①・業務系②・興行系③に細分化するとともに、実態に即した附置義務基
準を設けることが望ましい。
「標準駐車場条例」の表をベースに見直し内容を示すと次の表の
とおりとなる。
特に、基準の低減が可能と考えられる興行系特定用途③は、劇場、映画館、演芸場、観覧
場、放送スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店及び
飲食店である。
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(ｱ)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域

周辺地区又は自動車
ふくそう地区

(ｲ)

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分

特定用途に供する部

の床面積に 0.5 を乗じて得たものとの合計

分の床面積

(ｳ)

1,000 平方メートル

2,000 平方メートル

(ｴ)

百貨店そ

事務所、病院、 特定用途（百貨

非特定用途

特定用途に供する部

の他の店

卸売市場、倉庫

店その他の店

に供する部

分

舗の用途

及び工場の用

舗、事務所、病

分

に供する

途に供する部

院、卸売市場、

部分

分

倉庫及び工場
を除く）

(ｵ)

〔①〕

〔②〕

〔③〕

450 平方メー

〔③〕

トル
(ｶ)

（1,000 平方メートル×（6,000 平方メートル−延べ面積））
１−

6,000 平方メートル
１−

（6,000 平方メートル×（ｲ）欄に掲げる面積

−延べ面積
延べ面積

−1,000 平方メートル×延べ面積）
人口がおおむね 50 万人未満の都市の基準を見直し
・〔①〕100 平方メートル ・〔②〕200 平方メートル ・
〔③〕450 平方メートル
（注）上記の数値は、兵庫県が行った実態調査に基づき算定したものであり、基準検証のサンプルが
少ないことから、基準設定に当たっては詳細な調査を行った上で、当該市町にふさわしい基準を
定めることが必要である。

ウ

各市町における附置基準の弾力化のための地域ルール導入の検討
(ｱ) 地域ルール導入の必要性
駐車施設の附置義務制度は、原則として建築物単位に一律の基準によって駐車施設の
設置を義務付け、駐車施設の量の確保を図るものであるが、地域によっては、基準どお
りに駐車施設を設けることが過剰な義務付けとなり、不合理な場合がある。
このため、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、市
長が地区特性に応じた基準に基づき、地区全体として必要な駐車施設の附置の確保が図
られていると認める場合に、特定の駐車施設の台数の軽減、駐車施設の集約設置等、地
区特性に対応した駐車施設の整備基準（以下｢地域ルール｣という。
）を導入し、地域ルー
ルに基づく駐車施設の設置を可能にしておくことが必要である。
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(ｲ) 地域ルールのイメージ
一般型

公共交通が発達した地区

街並みの形成に重点を

地域

置く地区

Bʼ

B
Aʼ

A

A”
Cʼ

C

地区のイメージ

一般地区

B”

C”

駐車施設過剰

駐車施設設置困難

・公共交通充実

・高容積率

・自動車分担率が少ない

・小規模敷地
・都心商店街

設置台数

設置台数

設置台数

A

Aʼ=X1A

A”≦A+B+C

B

Bʼ=X2B

B”=0

C

Cʼ=X3C

C”=0

（特定用途ごとに自動車分
担率を反映し緩和）
附置例の概要

（X1＜１、X2＜１、X3＜１）
・一般の附置義務基準

・駐車施設の需要調査等に基 ・建築敷地 500 ㎡以上の
づき、附置義務基準を緩和
・共同化も可能

建築物に集約整備（整
備補助あり）
・一方、建築敷地 500 ㎡
未満の建築物は附置
義務免除（負担金あ

効果

り）
・対象建築物に駐車施設 ・過大な駐車施設の整備費用
が整備

の軽減と地域全体に対す

・地域全体に対応する駐
車施設の整備が可能

る駐車施設の整備の両立 ・駐車施設の出入口の集
が可能

約化

(ｳ) 地域ルールの適用地区
地域ルールの適用地区は、都市計画法第 8 条に基づく駐車場整備地区内にあって、次の
いずれかに該当する地区とする。
① 公共交通機関が集中する業務地区で、駐車施設の供給が過剰であることが明らか
な地区
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② 高密度の商業地区で、街並みの形成上、建築物単位よりも街区単位で駐車施設を
集約配置することが望ましい地区
(ｴ) 駐車場整備計画における地域ルールの適用地区の位置付け
駐車場整備計画に、次に掲げる事項を定めることとする。
①地域ルールの適用地区（以下「適用地区」という。）
②適用地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針
③適用地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量
④③の目標量を達成するために必要な路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する施
策
(ｵ) 地域ルール策定協議会の設置
地域ルール策定主体（市町）は、地域ルール策定協議会（以下「協議会」という。）を
設置することとする。
地域ルールの実効性を確保するためには、交通及び駐車施策に係わる主体並びに地区
の住民の協力が必要である。このため、協議会の構成員は次のとおりとする。
①地域ルールの策定主体：市町の所管部局
②地区の関係者：附置義務駐車場の設置者、商店会、住民団体等
③交通管理者：所轄警察署
④道路管理者：国、県、市町の所管部局
⑤学識経験者 等
(ｶ) 適用地区の調査及び分析
協議会は、適用地区の交通特性等の調査及び分析並びに違法路上駐車対策等の検討を
行い、地域ルールの案を策定することとする。
地域ルールの策定にあたっては、以下の調査分析を行うこととする。なお、必要に応
じて、地区を鉄軌道や道路等の配置を考慮して分割し、交通特性に応じた分析を行うも
のとする。
①地区の交通特性（自動車分担率、公共交通機関の利用率等）
②土地・建物利用の現状と将来予測
③駐車施設供給量の現状（設置場所、規模、台数、利用率等）及び将来予測
④駐車施設需要量の現状と将来予測
⑤路上駐車場の現状及び将来予測
⑥地域ルールを適用しない場合の条例による附置義務台数との比較
⑦地域ルール参加者の調査(敷地規模、位置等)
⑧その他地域ルール策定のために必要な事項
(ｷ) 地域ルールの策定
地域ルール策定主体は、協議会の案を尊重して、次に掲げる事項を定めた地域ルール
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を策定し、これを駐車場整備計画に定めることとする。
①適用地区における駐車施設の附置基準
②駐車施設の効率的な活用方法（駐車施設への自動車誘導策等）
③地域ルールの実効性を確保するための方策
④その他必要な事項
(ｸ) 地域ルールの検証
駐車施設の需要は交通特性等により変化する。このため、駐車施設の適切な配置を確
保するには、地域ルールの定期的な検証、見直しが必要である。
協議会は当該地区に地域ルールが適用された日から、原則として 1 年以内に、地域ル
ールの成果を検証することとする。また、検証の結果、協議会は必要に応じて地域ルー
ルの見直しを行い、地域ルール策定主体に対して地域ルールの見直し案を報告すること
とする。
地域ルール策定主体は、報告を受けた見直し案を尊重し、速やかに地域ルールの改正
又は廃止を行うこととする。
(2) 駐車場附置義務条例の規定モデル
本県各市町の人口は、150 万人超の神戸市を除き、姫路市、西宮市、尼崎市でも 50 万人
前後であることから、「標準駐車場条例」の人口 50 万人未満の市に係る規定例を参考に、
(1)の見直しのポイントに従った改正事項を盛り込むとともに、規定事項の表現の改善等を
図ることとして定めている。具体的な規定例は次のとおりである。
【モデル条例】
○○市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
（趣旨）
第１条 この条例は、駐車場法（昭和 32 年法律第 106 号。以下「法」という。
）第５章の規定に
基づき、建築物に附置する自動車の駐車のための施設（以下「駐車施設」という。
）の規模その
他の駐車施設の附置等に関して必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車 道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第２条第 12 項第９号に規定する自動車を
いう。
(2) 駐車 道路交通法第２条第 12 項第 18 号に規定する駐車をいう。
(3) 駐車場整備地区 法第３条第１項に規定する駐車場整備地区をいう。
(4) 駐車場整備計画 法第４条第１項に規定する駐車場整備計画をいう。
（周辺地区及び自動車ふくそう地区の指定）
第３条 法第 20 条第２項に規定する周辺地域内で条例で定める地区（以下「周辺地区」という。
）
は、駐車場整備地区又は都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第８条第１項に規定する商業
地域（以下「商業地域」という。
）若しくは同号に規定する近隣商業地域（以下「近隣商業地域」
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という。）に隣接する同法第５条の規定により指定された都市計画区域（以下「都市計画区域」
という。）内において、市長が指定する区域とする。
２

法第 20 条第２項に規定する周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外
の都市計画区域内の地域であって自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内又は自動車交通
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（以下「自動車ふくそう地区」と
いう。
）は、自動車交通の地区的ふくそうが予想されるとして市長が指定する区域とする。

３

市長は、前２項の規定により周辺地区又は自動車ふくそう地区を指定したときは、その旨を
告示しなければならない。
（建築物の新築の場合の駐車施設の附置）

第４条 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において、特定用途（法第 20 条第
１項に規定する特定用途をいう。以下同じ。）に供する部分の床面積と、非特定用途（特定用途
以外の用途（共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿を除く。）をいう。以下同じ。）に供する部分の
床面積に 0.5 を乗じて得た面積との合計の面積(以下この項において「基準床面積」という。
）
が、1,000 平方メートルを超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち次表の(1)
の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(2)の項に掲げる面積で除して得た数値
を合計した数値（建築物の延べ面積（駐車施設、専ら道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）
第３条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。以下
「特定自動二輪車」という。
）の駐車のための施設（以下「自動二輪車専用駐車施設」という。）
並びに共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては
屋外観覧席の部分の面積を含む。以下同じ。）が 6,000 平方メートルに満たない場合においては、
当該合計した数値に同表の(3)の項に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値と
し、小数点以下の端数がある場合には、切り上げるものとする。
）の台数以上の自動車が駐車す
ることができる規模を有する駐車施設をその建築物又はその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。
(1) 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、市長が地区特性に
応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に必要がないと認める場合
(1)

(2)
(3)

百貨店その他の店

事務所、病院、卸

特定用途（百貨店その他

非特定用途に供す

舗の用途に供する

売市場、倉庫及び

の店舗、事務所、病院、

る部分

部分

工場の用途に供

卸売市場、倉庫及び工場

する部分

を除く。）に供する部分

200 平方メートル

400 平方メートル

150 平方メートル
１−

450 平方メートル

１,000 平方メートル×（6,000 平方メートル−建築物の延べ面積）
6,000 平方メートル×基準床面積−1,000 平方メートル×建築物の延べ面積

（備考）
(1)の項に掲げる建築物の部分は、駐車施設、自動二輪車専用駐車施設並びに共同住宅、
長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席
の部分を含むものとする。
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２

周辺地区又は自動車ふくそう地区内において、特定用途に供する部分の床面積が 2,000 平方

メートルを超える建築物を新築しようとする者は、その建築物のうち、次表の(1)の項に掲げる
建築物の部分の床面積をそれぞれ同表の(2)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値
（建築物の延べ面積が 6,000 平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同
表の(3)の項に掲げる算式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数が
ある場合には、切り上げるものとする。
）の台数以上の自動車が駐車することができる規模を有
する駐車施設をその建築物又はその建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、市長
が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
(1)

百貨店その他の店舗の用

事務所、病院、卸売市場、

特定用途（百貨店その他の

途に供する部分

倉庫及び工場の用途に供す

店舗、事務所、病院、卸売

る部分

市場、倉庫及び工場を除
く。）に供する部分

(2)
(3)

150 平方メートル
１−

200 平方メートル

400 平方メートル

6,000 平方メートル−建築物の延べ面積
２×建築物の延べ面積

（備考）
(1)の項に掲げる建築物の部分は、駐車施設、自動二輪車専用駐車施設並びに共同住宅、
長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席
の部分を含むものとする。
（建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置）
第５条

駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域又は周辺地区若しくは自動車ふ

くそう地区内において、特定用途に供する部分の床面積が 3,000 平方メートルを超える建築物
を新築しようとする者は、その建築物のうち次表(1)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれ
ぞれ同表の(2)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値（建築物の延べ面積が 6,000
平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表の(3)の項に掲げる式により
算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものと
する。
）の台数以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設をその建築物又はその建築物の敷
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。
(1) 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、市長が地区の特性
に応じた基準に基づき、必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると認
める場合
(2)

市長が敷地の形状等により荷さばきのための駐車施設を設置することが著しく困難であ

ると認める場合
(3) 前２号に定める場合のほか、市長が特に必要がないと認める場合
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(1)

百貨店その他の店

事務所の用途に供

病院、卸売市場、

特定用途（百貨店そ

舗の用途に供する

する部分

倉庫及び工場の用

の他の店舗、事務所、

途に供する部分

病院、卸売市場、倉

部分

庫及び工場を除く。
）
に供する部分
(2)

3,000 平方メートル

(3)

6,000 平方メートル

3,000 平方メートル

4,500 平方メートル

6,000 平方メートル−建築物の延べ面積

１−

２×建築物の延べ面積

（備考）
(1)の項に掲げる建築物の部分は、駐車施設、自動二輪車専用駐車施設並びに共同住宅、
長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席
の部分を含むものとする。
２

前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の駐車台数は、前条の
規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に含めることができる。
（建築物の新築の場合の自動車二輪専用駐車施設の附置）

第６条

駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域又は周辺地区若しくは自動車ふ

くそう地区内において、特定用途に供する部分の床面積が 1,000 平方メートルを超える建築物
を新築しようとする者は、その建築物のうち次表の(1)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそ
れぞれ同表の(2)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値（建築物の延べ面積が
6,000 平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に同表の(3)の項に掲げる式
により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数がある場合は、切り上げる
ものとする。）の台数以上の特定自動二輪車が駐車することができる規模を有する自動二輪車専
用駐車施設をその建築物又はその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。
(1) 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、市長が地区特性に
応じた基準に基づき、必要な自動二輪車専用駐車施設の附置の確保が図られていると認める
場合
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に必要がないと認める場合
(1)
(2)
(3)

百貨店その他の店舗又は事務所の用途

特定用途（百貨店その他の店舗及び事務所を

に供する部分

除く。
）に供する部分

3,000 平方メートル

8,000 平方メートル

１−

1,000 平方メートル×（6,000 平方メートル−建築物の延べ面積）
5,000 平方メートル×建築物の延べ面積

（備考）
(1)の項に掲げる建築物の部分は、駐車施設、自動二輪車専用駐車施設並びに共同住宅、
長屋、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分を除くものとし、観覧場にあっては屋外観覧席
の部分を含むものとする。
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（大規模な事務所等の特例）
第７条 前３条の規定にかかわらず、次表の(1)の項に掲げる地区又は地域内に同表の(2)の項に掲
げる用途のいずれかに供する部分の床面積が 10,000 平方メートルを超える建築物を新築しよ
うとする者について第４条、第５条第１項又は前条の規定を適用する場合においては、第４条
第 1 項の表の(1)の項、第４条第２項の表の(1)の項、第５条第１項の表の(1)の項又は前条の表
の(1)の項に掲げる建築物の部分の床面積は、当該部分の床面積のうち 10,000 平方メートルを
超え 50,000 平方メートルまでの部分の床面積に 0.7 を、50,000 平方メートルを超え 100,000
平方メートルまでの部分の床面積に 0.6 を、100,000 平方メートルを超える部分の床面積に 0.5
をそれぞれ乗じて得た面積の合計に、10,000 平方メートルを加えて得た数値の面積とする。
(1)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣

周辺地区又は自動車ふくそう地区

商業地域
(2)

事務所、病院、卸売市場、倉庫又は工場

事務所

（建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設の附置）
第８条

建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により

特定用途に供する部分の床面積が増加することとなるもののために法第 20 条の２第１項に規
定する大規模の修繕又は大規模の模様替（以下単に「用途変更」という。）をしようとする者は、
当該増築又は用途変更後の建築物を新築したものとみなし第４条及び前条の規定を適用した場
合に附置しなければならない最小の規模の駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途変更前
の建築物を新築したものとみなしこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小
の規模の駐車施設の駐車台数を減じて得た台数（増築又は用途変更前の建築物に現に附置され
ている駐車施設の駐車台数が、増築又は用途変更前の建築物に附置しなければならない最小の
規模の駐車施設の駐車台数を上回っている場合は、その上回っている分の台数を控除する。）以
上の自動車が駐車することができる規模の駐車施設を、当該増築又は用途変更に係る建築物又
はその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。
(1) 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、市長が地区特性に
応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の確保が図られていると認める場合
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に必要がないと認める場合
（建築物の増築又は用途変更の場合の荷さばきのための駐車施設の附置）
第９条

建築物の増築又は用途変更をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新

築したものとみなし第５条及び第７条の規定を適用した場合に附置しなければならない最小の
規模の荷さばきのための駐車施設の駐車台数から当該増築又は用途変更前の建築物を新築した
ものとみなしこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の荷さばきの
ための駐車施設の駐車台数を減じて得た台数（増築又は用途変更前の建築物に現に附置されて
いる荷さばきのための駐車施設の駐車台数が、増築又は用途変更前の建築物に附置しなければ
ならない最小の規模の荷さばきのための駐車施設の駐車台数を上回っている場合は、その上回
っている分の台数を控除する。）以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設を、当該増築又
は用途変更に係る建築物又はその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
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ずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 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、市長が地区の特性に
応じた基準に基づき、必要な荷さばきのための駐車施設の附置の確保が図られていると認める
場合
(2) 市長が当該建築物の構造及び敷地の状態から、やむを得ないと認める場合
(3) 前２号に定める場合のほか、市長が特に必要がないと認める場合
２

前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の駐車台数は、前条の
規定により附置しなければならない駐車施設の駐車台数に含めることができる。
（建築物の増築又は用途変更の場合の自動二輪車専用駐車施設の附置）

第 10 条 建築物の増築又は用途変更をしようとする者は、当該増築又は用途変更後の建築物を新
築したものとみなし第６条及び第７条の規定を適用した場合に附置しなければならない最小の
規模の自動二輪車専用駐車施設の駐車台数から、当該増築又は用途変更前の建築物を新築した
ものとみなしこれらの規定を適用した場合に附置しなければならない最小の規模の自動二輪車
専用駐車施設の駐車台数を減じて得た台数（増築又は用途変更前の建築物に現に附置されてい
る自動二輪車専用駐車施設の駐車台数が、増築又は用途変更前の建築物に附置しなければなら
ない最小の規模の自動二輪車専用駐車施設の駐車台数を上回っている分の台数を控除する。）以
上の特定自動二輪車が駐車することができる規模の自動二輪車専用駐車施設を、当該増築又は
用途変更に係る建築物又は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。
(1) 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、市長が地区特性に
応じた基準に基づき、必要な自動二輪車専用駐車施設の附置の確保が図られていると認める
場合
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に必要がないと認める場合
（適用除外）
第 11 条 次のいずれかに該当する建築物の新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者に
ついては、第４条から前条までの規定は、適用しない。
(1) 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 85 条に規定する仮設建築物
(2) この条例の施行後、新たに駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、周辺地区又は自動
車ふくそう地区に指定された地区又は地域内において、当該地区又は地域に指定された日か
ら起算して６月以内に新築又は増築若しくは用途変更の工事に着手する建築物
(3)

駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において非特定用途に供する建築

物で、市長が特に駐車施設を附置する必要がないと認めたもの
（建築物の敷地が地区又は地域の内外にわたる場合の駐車施設等の附置）
第 12 条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域若しくは近隣商業地域、周辺地区若しくは自
動車ふくそう地区又はこれら以外の地域の２以上の地区又は地域にわたる場合は、その敷地に
ついて地区又は地域ごとの面積を算出し、そのうち最も大きな面積を占める部分が属する地区
又は地域内に当該建築物があるものとみなして、第４条から第 10 条までの規定を適用する。
（駐車施設等の附置の特例）
第 13 条 第４条から第 10 条までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途変更
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をしようとする者は、その建築物の構造又は敷地の位置、規模等により交通の安全及び円滑化
又は土地の有効な利用に資するものとして市長が認める場合その他市長が特にやむを得ないと
認める場合においては、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設、荷さばきのための駐
車施設又は自動二輪車専用駐車施設（以下、「駐車施設等」という。）を附置しないことができ
る。この場合において、当該新築又は増築若しくは用途変更をしようとする者は、その建築物
の敷地からおおむね 300 メートル以内の場所に駐車施設等を設けなければならない。
２

建築物の新築又は増築若しくは用途変更をする地区又は地域の地形、交通事情等からして、
第４条から第 10 条までの規定により建築物に附置しなければならない駐車施設等を２以上の
建築物のために一団として設けることが合理的であると認められる場合において、その駐車施
設等が規則で定める規模以上になるときは、当該建築物の新築又は増築若しくは用途変更をし
ようとする者は、第４条から第 10 条までの規定にかかわらず、その建築物又はその建築物の敷
地内に駐車施設等を附置しないことができる。

３

第４条から第 10 条までの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築若しくは用途変更をし
ようとする者が、その建築物からおおむね 300 メートル以内の場所において、法第 10 条第１
項の規定により都市計画として決定された路外駐車場を建設する場合は、その建築物又はその
建築物の敷地内に附置する駐車施設等の駐車台数を、第４条から第 10 条までの規定により算出
した駐車台数からその路外駐車場の駐車台数の２分の１の範囲において規則で定める限度の駐
車台数を控除した駐車台数とすることができる。

４

第５条及び第９条の規定にかかわらず、これらの規定の適用を受ける建築物の新築又は増築
若しくは用途変更をしようとする者が、建築物又は建築物の敷地外に他の者と共同で荷さばき
を行うための駐車施設を整備することその他のこれらの規定により建築物又は建築物の敷地内
に附置しなければならない最小の規模の荷さばきのための駐車施設を整備することに代わる措
置として市長が認める代替措置を講ずるときは、当該代替措置の内容に応じ、これらの規定に
より附置しなければならない荷さばきのための駐車施設を附置せず、又は市長が定める規模を
有する荷さばきのための駐車施設とすることができる。

５

前各項の規定の適用を受けようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならな
い。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
（駐車施設等の構造等）

第 14 条 第４条、第７条、第８条又は前条の規定により設けなければならない駐車施設の自動車
の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数１台につき幅 2.3 メートル以上、奥行５メートル
以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせることができるものとしなけれ
ばならない。
２

前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める建築物については、車いす使用者
のための駐車施設として、少なくとも１台以上の自動車の駐車の用に供する部分の規模を、駐
車台数 1 台につき幅 3.5 メートル以上、奥行６メートル以上としなければならない。

３

第５条、第７条、第９条又は前条の規定により設けなければならない荷さばきのための駐車
施設の自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数１台につき幅３メートル以上、奥行
7.7 メートル以上、はり下の高さ３メートル以上又は幅４メートル以上、奥行６メートル以上、
はり下の高さ３メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせること
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ができるものとしなければならない。ただし、その建築物の構造又は敷地の位置、規模等から
市長が特にやむを得ないと認める場合においては、この限りではない。
４

第６条、第７条、第 10 条又は前条の規定により設けなければならない自動二輪車専用駐車施
設の特定自動二輪車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数１台につき幅 1 メートル以上、
奥行 2.3 メートル以上とし、特定自動二輪車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさせるこ
とができるものとしなければならない。

５

前各項の規定は、特殊な形態の駐車施設等又は特殊な装置を用いる駐車施設等であって、自
動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めたものについては、適用しない。

６

市長は、第１項から第４項までに定めるもののほか、駐車施設等の構造又は設備について必
要な技術的基準を定めることができる。
（届出）

第 15 条 第４条から第 10 条までの規定により駐車施設等を附置する者は、当該駐車施設等の位
置、規模及び構造について、あらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更
する場合も、また同様とする。
（駐車施設等の管理）
第 16 条 第４条から第 10 条まで又は第 13 条の規定により設けられた駐車施設等の所有者又は
管理者（第 13 条第５項の規定により市長の承認を受けた者を含む。第 18 条第１項において同
じ。）は、当該駐車施設等をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。
（措置命令）
第 17 条 市長は、第４条から第 10 条まで、第 13 条及び第 14 条までの規定に違反した者に対し
て、相当の猶予期限を定めて、駐車施設等の設置、改善その他当該違反を是正するために必要
な措置をとることを命ずることができる。
（立入検査）
第 18 条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、駐車施設等若しくは駐車施設等を設け
るべき建築物の所有者若しくは管理人に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
に、駐車施設等若しくは駐車施設等を設けるべき建築物若しくはその敷地に立ち入り、その駐
車施設等若しくは駐車施設等を設けるべき建築物若しくはその敷地の設備その他の物件を検査
させ、若しくは関係者に質問させることができる。
２

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係者に提示し
なければならない。

３

第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら
ない。
（補則）

第 19 条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
（罰則）
第 20 条 第 17 条の規定による命令に違反した者は、50 万円以下の罰金に処する。
２ 第 18 条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資
料の提出をした者、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは
質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、20 万円以下の罰金に処する。
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第 21 条 法人の代表者若しくは法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたとき、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対して、同条の罰金刑を科する。
附 則
（施行期日）
１

この条例は、平成○年○月○日から施行する。
（経過措置）

２

この条例の施行の際現に存する建築物又は現に新築、増築若しくは用途変更の工事に着手し
ている建築物に係る駐車施設等については、この条例の規定は適用しない

３

この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

【解説】
１

題名及び趣旨規定（第１条）
「標準駐車場条例」では、題名を「○○市駐車場条例」とし、その第２章及び第３章で公の
施設としての市営駐車場の設置及び管理に関する事項を規定し、第４章及び第５章で建築物に
おける駐車施設の附置に係る取締法規となる事項を規定しているが、前者と後者は、全く趣旨、
性格を異にする事項であるから、条例を制定する際は、両者を分けて、それぞれ制定するのが
望ましい。
そこで、後者の条例であることがよくわかるように、題名及び趣旨規定を定めている。

２

建築物の新築の場合の駐車施設の附置の規定（第４条）
この条例の最も基本となる条項である。
「標準駐車場条例」では第 25 条で附置を義務付けられる駐車施設１台当たりの建築床面積（原
単位）が一応建築物の用途、人口規模別に示されているが、建築物の用途別といっても特定用
途を百貨店その他の店舗及び事務所とそれ以外に２分しただけで、人口 50 万人未満の都市にあ
っては、どちらの区分とも同じ原単位となっており、地区特性に応じたきめ細かい基準にはな
っていない。
そこで、原単位については、「標準駐車場条例」の人口 50 万人未満の都市に適応される数値
をベースに、今回の実態調査の結果や、他の自治体における規定の状況などを勘案して定めて
いる。実態調査の結果をそのまま反映すると、５(1)イに示す原単位となるが、サンプル数が少
ないことから、他の自治体の規定状況も考慮して、若干緩和した原単位としている。
具体的には、３(4)アや５(1)イで述べたとおり、特定用途を店舗系、業務系及び興行系に細
分化して定めている。
駐車台数の原単位の設定例は次のとおりであり、用途を細分化する方向で独自の基準を定め
ている市でも、わずかな修正にとどまっている。
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百貨店等店舗・事務所

区分
モデル条例

百貨店等店舗
２
150ｍ

事務所等
２
200ｍ

その他特定用途

非特定用途

400ｍ

２

450ｍ

２

250ｍ

２

450ｍ

２

標準駐車場条例
（人口100万人以上）

200ｍ

同
上
（人口50万人未満）

150ｍ２

150ｍ２

450ｍ２

札幌市条例
（人口190万人）

200ｍ２

250ｍ２

400ｍ２

名古屋市条例
（人口224万人）

事務所のみ
２
200ｍ

神戸市条例
（人口153万人）

２

事務所
２
300ｍ

百貨店等店舗
２
200ｍ

250ｍ

２

450ｍ

２

250ｍ

２

450ｍ

２

また、非特定用途に供する部分についても基準を設けているが、住居系用途（共同住宅、長
屋、寄宿舎及び下宿）については、集客施設ではなく一般の自動車の駐車需要を生じさせるも
のではないことから、算定から除外している。同様の考え方による規定例としては、名古屋市、
川崎市、横浜市、堺市及び神戸市の各条例がある。
さらに、当該基準について特定用途の細分化を図るだけでなく、より地区特性に応じたきめ
細かい基準が設定できるよう地域ルールによる基準の弾力的運用を定めている。
具体的には、ただし書で「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、市長が地区特性に応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の確保が図られていると
認める場合｣には本文の基準を適用せず、地区特性に対応している駐車施設の整備基準（地域ル
ール）による旨を定めている。
「標準駐車場条例」では、地域ルールへの対応に相当する規定として第 25 条、第 25 条の２、
一定のエリアにおける緩和された基準及び第 25 条第３項、
第 25 条の３のそれぞれの第２項で、
第 25 条の２第４項、第 25 条の３第３項で市長が別の基準を定めて地区の適応除外を定めてい
るが、前者では対応不十分であり、後者では白紙委任のような条項になっているので、関係条
項（第４条第１項及び第２項、第５条第 1 項、第６条並びに第 8 条から第 10 条まで）にただ
し書の規定を設けている。
なお、
「標準駐車場条例」では、この規定（第 4 条）に相当する第 25 条のただし書で非特定
用途に供する建築物の適用除外を定めているが、規定の趣旨にかんがみ、第 11 条で規定する。
３

建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置の規定（第５条）
この規定は、駐車施設の附置台数の内数として荷さばきのための駐車施設の附置の台数を規
定し、路上等で行われている積卸し等を建築物又は建築物の敷地内で行うことにより、道路交
通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進を図るものである。
内数としての位置付けから、駐車施設の附置の規定（第４条）とバランスのとれた規定とし
て定めている。
ただし書についての考え方については、２で述べたとおりである。
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駐車台数の原単位の設定例は次のとおりであり、独自の基準を定めている市では、いずれも
「標準駐車場条例」よりも緩和された基準となっている。

区分
モデル条例

４

百貨店等店舗
3,000ｍ

２

標準駐車場条例
（人口100万人以上）

2,500ｍ

同
上
（人口50万人未満）

3,000ｍ２

２

札幌市条例
（人口190万人）

6,000ｍ

横浜市条例
（人口365万人）

3,000ｍ２

名古屋市条例
（人口224万人）

5,000ｍ

２

事務所
6,000ｍ

5,500ｍ

２

２

5,000ｍ２
8,000ｍ

２

8,000ｍ２

２

−−−

倉庫

その他特定用途

病院、卸売市場、
倉庫及び工場

3,000ｍ

２

2,000ｍ

２

1,500ｍ２
−−−
倉庫及び工場
２
3,500ｍ
2,500ｍ

２

−−−

3,500ｍ

２

4,000ｍ２
２

7,000ｍ

6,500ｍ２
10,000ｍ

２

建築物の新築の場合の自動二輪車専用駐車施設の附置の規定（第６条）
この規定は、駐車場法の改正により、自動二輪車も自動車の概念に含まれ、附置義務の対象
となったが、自動二輪車が駐車できる駐車施設が極めて少ないことから、自動二輪車専用駐車
施設の附置の台数を規定し、路上等で行われている自動二輪車の駐車を建築物又は建築物の敷
地内で行うことにより、道路交通の円滑化を図り、都市の機能の維持及び増進を図るものであ
る。
駐車施設の附置の規定（第４条）を補完する制度となるので、これとバランスのとれた規定
として定める。
なお、自動二輪車専用駐車施設が附置義務の対象となってから間がなく、独自の実態分析が
困難なことから、
「標準駐車場条例」が採用している原単位を用いて定めている。ちなみに、自
動二輪車の駐車施設について先行的に定めている市条例の規定を見ると、横浜市条例が百貨店
その他の店舗及び事務所以外の特定用途に供する部分の原単位を 10,000 ㎡として独自性を出
しているが、川崎市条例や塩竈市条例では「標準駐車場条例」と同じ原単位を用いている。基
準設定に当たっては詳細な調査を行った上で、各自治体にふさわしい基準を定めることが必要
である。
ただし書についての考え方については、２で述べたとおりである。

５

大規模特例についての規定（第７条）
駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域における大規模特例を定めているが、第４条で
業務系の特定用途に着目したことを考慮し「標準駐車場条例」で定める事務所だけでなく他の
業務用途（病院、卸売市場、倉庫及び工場）にも特例を拡大している。
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建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設等の附置の規定（第８条〜第 10 条）

６

建築物の増築又は用途変更の場合の駐車施設等の附置について、建築物の新築の場合とのバ
ランスを考慮しながら定めている。
「標準駐車場条例」は第 27 条のみで規定しているが、適用関係が解釈に委ねられる要素の多い
文言になっているため、駐車施設、荷さばきのための駐車施設及び自動二輪車専用駐車施設に
ついてそれぞれ明確に定めている。
駐車施設の附置の特例についての規定（第 13 条）

７

隔地駐車場について「標準駐車場条例」では第 30 条第１項で市長の認定を受けた隔地駐車場
を附置義務駐車場とみなす旨を定めているが、隔地の程度、許容される台数に何ら制限がなく、
市長のフリーハンドに委ねる規定となっているため、一定の基準の設定が適切であると判断し、
第１項及び第３項で隔地の程度を建築物の敷地からおおむね 300 メートル以内の場所とし、許
容される台数を２分の１以下で規則で定める台数と定めている。隔地の程度を 300 メートル以
内としたのは、今回の実態調査として行った駐車場から目的地まで歩ける距離についてのアン
ケート調査の結果を考慮したことによる。
また、駐車施設を２以上の建築物のために一団として設置する場合に、これらの建築物の利
用上最低限必要な一定の駐車台数が確保できるときは、附置の特例を認める旨を第２項で定め、
さらに、荷さばきのための駐車施設について代替措置を講じた場合に当該代替措置の内容に応
じた附置の特例を認める旨を第４項で定めている。
なお、附置の特例により設置される隔地駐車場が小規模な駐車施設に分散することは好まし
くないことから、隔地駐車場としての規模要件等を規則で定めておく（例：500 平方メートル
以上の路外駐車場で、法第 11 条の規定による構造及び設備の基準を満足する駐車場とする。
）
ことが望ましい。
駐車施設等の構造等についての規定（第 14 条）

８

荷さばきのための駐車施設の構造について、
「標準駐車場条例」で定めている後方での荷さば
きを想定した構造（幅３メートル以上、奥行き 7.7 メートル以上、はり下の高さ３メートル以
上）のほか、側面での荷さばきを想定した構造（幅４メートル以上、奥行き６メートル以上、
はり下の高さ３メートル以上）についても基準を定めている。
第６項で市長は第１項から第４項のほかに技術的基準を定めることができる旨を定めており、
地域ルールに基づいて設置する駐車施設について独自の基準を定めることが可能になるように
している。
駐車施設等の設置、変更の届出（第 15 条）

９

駐車施設の附置の遵守を促し、また、設置内容について指導助言できるように事前届出制度
を定めている。
10

規定内容の明確化等の規定の整備（全般）
解釈上の疑義が生じないよう規定内容の明確化や規定内容の補足を行うなど規定の表現を工
夫するとともに、規定順を整理し、わかりやすい体系となるように定めている。
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