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今後の街路と駐車場について

国土交通省都市局街路交通施設課長 渡　邉　浩　司

１.はじめに

都市計画道路や駐車場などの都市施設
整備を行う街路交通施策は、各時代や各
地域の多様なニーズに対応して実施され
てきた。これまでの都市政策は、人口増
加に伴う都市の成長・拡大への対応方策
を中心に主眼を置いてきた。一方、平成
28 年を境として、全国の総人口数は減
少傾向へと転化し、また超高齢社会が到
来するなど、これまでにない社会の状況
に対応した街路交通施策が求められてい
る。
本稿では前半で、今後の街路交通施設
整備のあり方について述べ、後半では都
市施設の中でも特に重要な駐車場の施策
に関して述べる。

２.これからの街路交通施設
の整備

(１)今後の都市づくりの方向性
人口減少・少子高齢化、社会保障費の
増大等による財政難といった社会経済情
勢の変化に対応した都市構造とし、地域
の活力を維持するとともに、医療・福祉・
商業等の生活機能を確保し、健康に安心
して暮らせるよう、地域公共交通と連携
してコンパクト＋ネットワークを基本と
した都市構造への転換が求められている。
これは地方都市・大都市の双方にとって
必要な転換である。
地方都市では急速な人口減少と高齢化
に直面し、低密度に拡散した市街地のま
までは居住者の生活を支えるサービスの
提供が困難になることへの対応が求めら
れる（図－１）。
また大都市では、郊外部を中心に高齢
者（特に 85 歳以上の高齢者）が急速に
増加すると予測されており、医療・福祉
サービスの提供や地域の活力維持が満足
にできなくなることへの対応が求められ
る（図－２）。
このような社会情勢に対応した都市構

造として、多極ネットワーク型コンパク
トシティへの転換が求められている。
平成 26 年８月には都市再生特別措置
法が改正され、多極ネットワーク型コン
パクトシティへの転換とそのような都市
構造を土台とした都市機能や居住の誘導
を図るための計画制度として立地適正化

計画（図－３）が創設された。
また国土形成計画（平成 27 年８月国
土交通省）でも、これからの時代にふさ
わしい国土の均衡ある発展として「重層
的かつ強靭なコンパクト＋ネットワー
ク」を掲げている。

図－１　地方都市の現状と課題

図－２　大都市の現状と課題

出典：国勢調査
　　　国立社会保障・人口問題研究所(平成25年３月推計)
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(２)今後の都市づくりに対応した街
路交通施策のあり方

前述のとおりわが国の都市は人口減
少・少子高齢化や財政的制約などの社会
情勢に対応するため、多極ネットワーク
型コンパクトシティへの転換が求められ
ている。
そのため、街路交通施策についてもよ
り厳格な選択と集中を行い、厳しい財政
的制約のなかで多極ネットワーク型コン
パクトシティの形成に資する施策へと注
力していかなければならない。
また、街路交通に係る都市インフラの
整備にあたっては、これまでの量的整備
を求めてきた視点から、安全・安心、健
康医療福祉の向上、景観の向上や地域の
歴史文化の継承といった「質」の高いス
トックを創出していかなければならない。
さらに、整備された都市インフラの維
持管理や機能更新にあたっては、ライフ
サイクルコストの低減や空間・施設の再
構築・再配分による機能の更新や再生と
いった「質」の維持・向上が求められる。
都市インフラストックの創出や再構
築・維持管理に際しては、「都市マネジ
メント」の観点から民間企業等の活力を
最大限に活用したり地域に維持管理を委
ねたりするなど、官民が積極的に連携し
て効率的・効果的に都市インフラストッ

クの創出・維持管理を進めることが求め
られる。
具体的には、たとえば、以下の考え方
に基づいて、社会資本総合整備計画を作
成し、目標を設定のうえ、街路事業を実
施することが重要である。この際、新規
の事業着手については、事業箇所の位置
づけや整備効果に加え、事業中箇所の残
事業費等も勘案して、慎重に検討するこ
とが必要である。
Ⅰ．コンパクト＋ネットワーク
１）コンパクト：
・交通結節機能の向上や公共交通を支
援する街路
・安心・安全、健康福祉の面で市民の
生活を支える街路
事業例：
・交通結節機能の向上や公共交通支援
により、都市や地域の拠点を形成
し、都市再生に資する街路事業等
２）ネットワーク：
・産業・経済を支える街路
事業例：
・物流ネットワークの強化に資する、
港湾・空港・IC等の整備と連携し、
ストック効果を高めるアクセス街路
事業
・開かずの踏切等を解消する連続立体
交差事業

Ⅱ．都市インフラストックの質の維持・
向上
街路空間や施設の再構築により、都市
インフラストックの質の維持・向上
が図られる街路事業
事業例：
・計画幅員内での空間再配分を行う街
路事業
・都市内大規模道路構造物の耐震補強
を実施するなど、都市インフラス
トック再生型の街路事業
・歴史的環境を保全しながら、面的な
街路整備を実施する街路事業（歴み
ち）

３.これからの駐車場施策

(１)駐車場政策を巡る直近の状況
昭和 32 年の駐車場法制定以降、道路
交通の円滑化を図る目的として都市にお
ける自動車の駐車施設の整備が進められ
てきた。一方、自動車保有台数の伸びが
鈍化しつつある近年では、駐車需給のバ
ランスといった量的な課題に加え、まち
づくり計画等と整合しない形で駐車場が
無秩序に整備されることによりまちの賑
わいや歩行者の安全性が阻害されるなど、
駐車場の適正な配置に係る質的な課題も
生じている（図－４）。

図－３　コンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度
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(２)まちづくりと連携した駐車場施
策について

今後の駐車場施策は、地域の現在およ
び将来の駐車需要を把握し、まちづくり
計画等と整合を図ることで、適切な場所
に適切な量を整備することが可能となる
ように再構築を図ることが重要である。
こうしたまちづくりと連携した駐車場施
策を推進することには、以下のような意
義が考えられる（図－５）。
・歩行者交通が集中する区域の周辺に、
集約駐車施設を配置することにより、
区域内における歩行者と自動車の輻輳
の軽減を図ることが可能となる。
・駐車場の出入口による歩道の分断箇所
の減少により、安全・快適な歩行環境
の創出が可能となる。
・自動車交通の減少により、バス等の公

共交通機関の運行の円滑化が図られ
る。
・連続する街並みの形成および土地の有
効利用が図られる。
国土交通省では、地方公共団体がまち
づくりと連携した駐車場施策を実践する
際の参考とするためのガイドラインを平
成 30 年７月に策定した。本ガイドライ
ンには、従来の都市内一律で定めた駐車
施設附置義務の基準による駐車場整備で
はなく、多角的な実態調査に基づく地域
特性や建物用途等をきめ細かく把握した
うえで、まちづくり計画等と整合のとれ
た駐車場の量および配置の適正化を図る
ための具体的な手法等を定めている。
ここで、地域の実情に即した駐車場整
備を促進する手段として、以下のような
法制度がある。

■立地適正化計画
平成 26 年８月に施行された改正都市
再生特別措置法では、住宅および医療施
設、福祉施設、商業施設その他の都市の
居住者の共同の福祉または利便のために
必要な施設の立地の適正化を図るため、
市町村による立地適正化計画の作成につ
いて定めている。また、本法律では、駐
車場法の特例を設け、立地適正化計画に
おいて、駐車場配置適正化区域を設定し、
①路外駐車場配置等基準、②集約駐車施
設の位置・規模を定めることで、駐車場
配置適正化区域内において、①路外駐車
場の配置の適正化、②附置義務駐車施設
の集約化を図ることを可能としている。
■都市再生駐車施設配置計画
平成 30 年７月に施行された改正都市
再生特別措置法では、都市再生緊急整備
地域内を対象に、エリア全体としてその
実情に応じてきめ細かく適切な駐車施設
附置義務の設定を可能とする観点から、
都市再生緊急整備協議会が、一定の区域
について附置義務駐車施設の位置および
規模に関する事項等を記載した都市再生
駐車施設配置計画を作成することができ
ることとし、地方公共団体は、都市再生
駐車施設配置計画に記載された事項の内
容に即した駐車施設の附置を義務付ける
条例を定めることができる都市再生駐車
施設配置計画制度を創設した。

図－５　駐車場の配置適正化イメージ

図－４　駐車場台数と自動車保有台数の推移
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(３)機械式立体駐車装置の安全対策
について

機械式駐車装置は、限られた土地・ス
ペースを最大限有効に活用することが可
能であることから、駐車需要が高くかつ
土地の高度利用が進んでいる中心市街地
等をはじめ、広範に普及が進んでいる一
方で、一般利用者等が装置に挟まれ死亡
する等の悲惨な事故が発生している（図
－６，７）。国土交通省では、機械式駐車
装置の安全性向上に向けた様々な取組を
推進している。
■機械式立体駐車場の安全対策に関す
るガイドライン
国土交通省では、事故の再発防止を図
る観点から、平成 26 年３月に「機械式
立体駐車場の安全対策に関するガイドラ
イン」を策定し、機械式立体駐車場に関
わる製造者、設置者、管理者および利用
者に向けて、安全確保と安全利用を要請
してきた。その後、平成 28年９月には、
ガイドラインに基づく安全対策の具体的
な実践例や関連する過去の事故事例等を
取りまとめ、写真やイラストも交えて解
説を加えた手引きを作成し、改めて公表
するとともに、関係団体に対して安全対
策および適正利用のさらなる推進につい
て要請を行った。

■駐車場法施行規則の一部を改正する
省令（安全認証）
安全対策の実効性確保に向けた制度と
して、駐車場法施行令第 15 条に基づく
機械式駐車装置の大臣認定制度の下で、
装置の構造・設備と併せて安全性につい
ても一体的に審査・認定を行う仕組み、
そして安全性に係る審査に際して第三者
機関の技術的知見を活用する仕組みを平
成 27年１月より施行している（図－８）。
■安全基準の JIS 規格化
機械式駐車装置の安全性の更なる向上
を図ることを目的に、国土交通省および
　立体駐車場工業会では、安全基準の
JIS 規格化を進めてきた。平成 27 年度
に「機械式駐車設備の安全規格・JIS 原
案作成委員会」（委員長：向殿政男明治
大学名誉教授）により JIS 原案が取りま
とめられ、日本工業標準調査会での審議
を経て平成 29 年５月に JIS 規格が制定
された。
■機械式駐車設備の適切な維持管理に
関する指針
国土交通省では、設置後の点検等によ
る安全確保の推進に向けて、点検の質を
確保し、安全性能を確実に維持する観点
から、平成 30 年７月に「機械式駐車設
備の適切な維持管理に関する指針」を策

定した。機械式駐車設備を駐車場法施行
令に定める技術的基準に適合するように
維持するためには、管理者、設置者、保
守点検事業者および製造者といった関係
主体がそれぞれの役割・責任を認識した
うえで、駐車場管理者が本指針に基づき、
標準的な点検項目や点検周期の目安等に
留意しつつ、機械式駐車設備の適切な維
持管理を行うことが求められる。

４.おわりに

少子高齢化の進展だけでなく、市民の
価値観の変化や ICT 等の新技術の更なる
進化に伴い、まちづくりの方向も大きく
変化してきている。国土交通省では、こ
うした社会情勢の変化に柔軟に対応して
いくことが重要と考えており、街路空間
再構築・利活用の全国的な展開を図るた
めの取組を進めるとともに、施策として
の展開も引き続き検討していく。

図－８　駐車場法施行規則の改正概要

図－６　機械式駐車装置の種類（例）

図－７　死亡・重傷事故の発生場所（駐車場

用途別）（H19～H28年度）


