
今般、財団法人　駐車場整備推進機構は、「第３回　日本ベストパーキング賞」の募集を開

始しましたので、ご案内致します。

また、併せて、駐車場の品質及びサービス水準の向上を目的に「駐車場サービス水準チェ

ックリスト」の策定及び「グッドパーキング制度（優良駐車場認定制度）」を創設しましたの

で、お知らせ致します。

１．趣　旨

「日本ベストパーキング賞」は、新設、改修を問わず、駐車場をハード及びソフト両面か

ら総合的に評価し、優良な駐車場及びそれに関連する諸活動並びにシステムその他を表彰す

ることにより、駐車場あるいは駐車に関する国民の関心を高め、駐車場の質的向上及び交通

円滑化につなげることを目的とする。

２．対　象

３．募集期間

・２００６年（平成１８年）６月２１日～９月１５日（当日消印有効）

４．選考の方法

・有識者で構成する「選考委員会」において次の評価視点で選考を行います。

［駐車場］

・利便性が高いもの、安全性・セキュリティーに優れたもの、環境・省エネに配慮したも　

の、地域交通に良い効果を発揮しているもの等。

［活　動］

・路上駐車を減少させたもの、渋滞を解消・交通を円滑化させたもの、駐車場の利用促進

Parking・176号

―70―

PARKING  NOW PARKING  NOW

② 第３回日本ベストパーキング賞他 募集のご案内

（財）駐車場整備推進機構

第３回　日本ベストパーキング賞の募集を開始
（財）駐車場整備推進機構（J P O）は、従来の駐車場（２部門）、活動（１部門）にシステム・関

連（１部門）を加えた４部門で日本ベストパーキング賞の第３回目の募集を開始いたします。

応 募 対 象

１）駐　車　場

２）駐車・駐車場に関する

活動

３）システム・関連

表 彰 対 象

質的に優れ、路上駐車の解消に役
立つ駐車場

路上駐車の解消等地域に貢献して

いる活動を実施している団体

システムや仕組み等の提供により
効率的な駐車場運営や快適な駐車
環境の実現に寄与している団体

部　　門

中小規模( 3 0～1 9 9台)
と大規模( 2 0 0台以上)
の２部門

１部門

１部門
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に優れたもの等。

［システム・関連］

・運営・管理に優れた利便性を提供するもの、利用者にとって快適で安全・利便性に優れ

た駐車環境を提供するもの、他駐車場・隣接地域との連携を踏まえた総合的な仕組み作

りに優れたもの等

５．表　彰

１）上記対象４部門を通じて、優秀賞を数件、その内１件を最優秀賞として表彰。

この他、特に優れたものについて特別賞として表彰。

２）受賞対象に､賞状、記念プレート、副賞（最優秀賞１０万円、優秀賞・特別賞各５万円）

を各１点贈呈。

３）２００７年（平成１９年）３月表彰予定。

＜応募先及びお問い合わせ先＞

（財）駐車場整備推進機構（ＪＰＯ）日本ベストパーキング賞事務局（小田桐､井上）

・住所：〒１０２－００９３　東京都千代田区平河町２－７－４　砂防会館別館

・電話：０３－５２７６－５７７５　ＦＡＸ：０３－５２７６－５７８０

・ホームページ：http://www.parking.or.jp/

委 員 氏 名 （ 敬 称 略 ） 所　　　　　 属

飯田　裕子　（いいだ　ゆうこ） 自動車生活ライター

岩崎　泰彦　（いわさき　やすひこ）
国土交通省　道路局　地方道・環境課　

道路交通安全対策室長

大越　茂　　（おおこし　しげる） （社）日本自動車工業会　交通統括部長

岡　　宏樹　（おか　ひろき） （社）全日本駐車協会　専務理事

菰田　潔　　（こもだ　きよし） モータージャーナリスト

島村　美由紀（しまむら　みゆき） （株）ラス・アソシエイツ　代表取締役

清水　喜代志（しみず　きよし）
国土交通省　都市・地域整備局　街路課　　　

街路事業調整官

杉藤　崇　　（すぎとう　たかし）
国土交通省　住宅局　市街地建築課　　　　　

景観建築企画官

高橋　洋二　（たかはし　ようじ） 東京海洋大学　教授

戸谷　知恵子（とたに　ちえこ) （社）国際観光施設協会　顧問

中野　恒明　（なかの　つねあき） 芝浦工業大学　教授　　　　

成田　隆一　（なりた　りゅういち） 東京都　都市整備局　都市基盤部長

松波　正壽　（まつなみ　まさとし） （社）日本自動車連盟　副会長兼専務理事

森下　清子　（もりした　きよこ） 多摩美術大学　教授

山本　恵久　（やまもと　よしひさ） 日経アーキテクチュア　編集長

矢野　善章　（やの　よしあき） （財）駐車場整備推進機構　専務理事
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日本ベストパーキング賞　選考委員会 （５０音順）



日本における駐車場は、年々整備が進められてきていますが、駐車場利用者から、利便性・

安全性等の駐車場サービスの充実が強く求められるようになってきています。

（財）駐車場整備推進機構（ＪＰＯ）は、駐車場を利用される方が利用しやすい駐車場を選

択するための目安として、また、駐車場全体のサービス水準の向上を図ることを目的として

「駐車場サービス水準チェックリスト」（表－２）を策定しました。このチェックリストは、有

識者の意見を聴きながら関係業界や一

般の方々の意見を反映したものです。

駐車場を利用される方の駐車場選びの

際や、駐車場を経営・管理されている

方々の施設・設備・システム等を整

備・改善する際の目安として役立てて

いただきたいと思います。

また、「グッドパーキング制度（優良

駐車場認証制度）」は、チェックリスト

により自己診断した駐車場の経営者ま

たは管理者の希望に応じて、その申請

に基づき一定レベルの品質水準を満た

した駐車場を認証し公表することで、

駐車場利用者に好ましいサービス水準

にある駐車場をお知らせするとともに、

今年３回目を迎えた日本ベストパーキ

ング賞と併せて、駐車場全体のサービ

ス水準の向上を図ることを目的として

います。
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「駐車場サービス水準チェックリスト」の策定及び

グッドパーキング制度（優良駐車場認証制度）の創設

（財）駐車場整備推進機構

この度、（財）駐車場整備推進機構（ＪＰＯ）は、新たに「グッドパーキング制度（優良

駐車場認証制度）」を創設しました。

この制度は駐車場の品質及びサービス水準の向上を図ることを目的としています。駐車場

の経営者または管理者の方々に活用されることを期待しています。



Ⅰ．「駐車場サービス水準チェックリスト」について

ＪＰＯは、先ず駐車場を利用される方の視点に立って確保すべきであると思われる「サービ

ス水準」について、ＪＰＯが行ってきた駐車場整備に係わる調査研究業務や日本ベストパーキ

ング賞などでの経験を基に、その必要な項目を抽出しました。さらに、有識者や関係業界等の

意見を聴きながら、駐車場利用者に対するＷｅｂ調査アンケート及びＪＰＯのホームページに

よる一般の方々からの意見を収集することにより、最終的に４５項目からなる「駐車場サービ

ス水準チェックリスト」として取りまとめています。また、特に確保すべき必要性の高いサー

ビスについては「重要項目」として12項目を設定しています。

なお、今後の一般利用者や関係者の皆さんのご意見及び技術革新の進展等を踏まえて、このチ

ェックリストは適宜見直されます。
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「駐車場サービス水準チェックリスト」の説明

【各欄の説明】

（１）「キーワード」欄：利用者が出発地を出て、駐車場に車を停めて目的地に行き、駐車場

に戻ってから帰っていくまでの行程を利便性･安全性等に係わるキーワードで層別に

しています。

（２）「場所」欄：各対象項目が該当する場所です。

（３）「重要項目」欄：重要と思われる項目を●印で表示しています。

（４）「構造別の対象項目」欄：駐車場を基本的な構造により下記の５タイプに分類した上で、

構造毎に対象項目から除外する項目を斜線で表示しています。

・平面式駐車場：駐車施設を平地に設けている駐車場

・立体自走式駐車場：駐車施設を地上に複数階設けていて、自走形式の駐車場

・地下自走式駐車場：駐車施設を地下に設けていて、自走形式の駐車場

・立体機械式駐車場：機械式の駐車施設を地上に設けていている駐車場

・地下機械式駐車場：機械式の駐車施設を地下に設けている駐車場

（５）「無料」欄：無料駐車場の場合、構造別対象項目から更に追加除外する項目を斜線で表

示しています。

【評価・採点要領】

（１）「構造別の対象項目」の中で評価しようとする駐車場の構造に該当する構造を選択し、

各「項目」欄の記述に合致する場合に○印を付けて下さい。

・構造が複数にわたる場合は、主要な構造で判定して下さい。

・無料駐車場の場合は’無料’欄を参照の上、’無料’欄に斜線がある項目は判定

対象項目から除外して下さい。

・「項目」の記述と完全に合致していなくても、趣旨に合致していると認められる
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ものは、○とします。（例えば、番号７においては「係員が入出庫口に常駐して

いる場合」も同等と判断して○とします。）

（２）「小計」欄、及び「総合計」欄に○の数を記入して下さい。

（３）下記の①②③全ての条件を満たす場合は、優良な駐車場であると認められます。

①　「重要項目」の全てが○である。

② 分野毎の○の数（小計欄の数値）が各分野の項目数の概ね６割程度以上ある。

③　合計の○の数（総合計欄の数値）が全項目の概ね８割程度以上ある。

（判定基準の詳細は下記「判定表」を参照して下さい。）

（４）上記（３）で優良と判定される場合には、希望者は「グッドパーキング制度（優良駐

車場認証制度）」の認証を申請できます。

表－１　　　判　定　表

＜判定表の数値の見方＞

（ ）内は無料駐車場の場合の数値です。（「利便性に関する分野」に係る数値のみが異なり

ます。）

・対　　　象：各構造別に各分野の評価対象項目数、及び、合計の評価対象項目数を表す。

・①重要項目：各構造別に各分野に含まれる重要項目の数、かつ必要項目数を表す。

（優良駐車場として認められるためには全て○であることが必要です。）

・②分 野 別：優良駐車場と認められるために各分野に必要な○の数を表す。

・③合 格 数：優良駐車場として認められるために全項目に対して必要な○の数を表す。
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Ⅱ．グッドパーキング制度について

１．背　景

グッドパーキング制度は、日本ベストパーキング賞（ＪＢＰ賞）の成果を踏まえています。

ベストパーキング賞選考委員会において過去２回のＪＢＰ賞に応募のあった全国の駐車場の現

地調査及び模範となる駐車場の条件等の再検討を進める中で、駐車場全体のサービス水準向上

のために、一定の水準を示す必要性が指摘されました。

また、ＪＰＯが設立した「都市交通・駐車問題懇談会」（座長：東京海洋大学　高橋洋二教授）

の成果の一つである「駐車場に関する提言」にも駐車場サービス水準の策定が示されています。

こうした取組みの中、グッドパーキング制度は本年６月に創設されました。

ＪＢＰ賞との主な相違点を下表に示します。

表－３

２．概　要

この制度は、駐車場を経営または管理されている方からの申請に基づき、「駐車場サービス水

準チェックリスト」による実査確認をＪＰＯが行った上で、有識者で構成する「優良駐車場審

査委員会」により審査、適否判定を行い、認証した駐車場に「優良駐車場認証書」を交付する

ものです。

（１）申請受付の開始

平成１８年６月２１日から受付開始 （随 時）

（２）対象駐車場

広く公共に開放されている路外駐車場（有料・無料は問いません。）
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グッドパーキング制度　　　　　　　　　　　　ＪＢＰ賞

③公開された「駐車場サービス水準チ
ェックリスト」により駐車場のサー
ビス水準を自己診断してもらい、駐
車場の品質の確認及び整備・改善の
際の目安として役立てていただくこ
と。

④駐車場利用者に好ましいサービス水
準にある駐車場をお知らせすること。

①客観的診断を希望する場合において
は、ＪＰＯへの認証申請が可能であ
ること。

②一定レベルの品質水準を満たした駐
車場を認証すること。

①規模の制限はありません。

③極めて優れている駐車場または特色が
あって世の中の模範となる駐車場を顕
彰することにより、優れた駐車場の新
規整備及び既存の駐車場の良好な改
修・改善が促進されること。

①「駐車場部門」の他、「活動部門」及
び「システム・関連部門」の計３部門
があること。

②自薦または他薦により、ＪＰＯが書類
判定及び現地確認を実施すること。

①３０台以上が対象です。

目　的

特　徴

駐車場
の規模

①駐車場全体のサービス水準の向上を図ること。
②駐車場の質的向上及び交通の円滑化につなげること。



（３）申請条件

申請時点で営業開始から継続して１年以上営業している駐車場であること。

（４）審査基準及び期間

審査基準は「駐車場サービス水準チェックリスト」の説明内の【評価・採点要領】（３）

及び「表－１判定表」によります。審査は、四半期に一回程度、実施します。

（５）優良駐車場認証書の交付

優良駐車場と認証された駐車場は、当機構ホームページ上で公表するとともに、申請　　

者に認証書を交付します。また、希望により優良駐車場を示すプレート（有償・実費　　

程度）を交付します。

優良駐車場審査委員会　委員名簿　　　　　（５０音順）
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＜申請先及びお問い合わせ先＞

（財）駐車場整備推進機構　グッドパーキング制度事務局（小田桐、山元）

住　所：〒１０２－００９３　東京都千代田区平河町２－７－４　砂防会館別館

電　話：０３－５２７６－５７７５　　　　ＦＡＸ：０３－５２７６－５７８０

委　員　氏　名　　（敬称略） 所　　　　　属

跡部　元司　（あとべ　もとし） （社）立体駐車場工業会　審査部長

飯田　裕子　（いいだ　ゆうこ） 自動車生活ライター

岩崎　泰彦　（いわさき　やすひこ）
国土交通省　道路局　地方道・環境課

道路交通安全対策室長

大越　　茂　（おおこし　しげる） （社）日本自動車工業会　交通統括部長

岡　　宏樹　（おか　ひろき） （社）全日本駐車協会　専務理事

菰田　　潔　（こもだ　きよし） モータージャーナリスト

島村　美由紀（しまむら　みゆき） （株）ラス・アソシエイツ　代表取締役

清水　喜代志（しみず　きよし）
国土交通省　都市・地域整備局　街路課　

街路事業調整官

杉藤　　崇　（すぎとう　たかし）
国土交通省　住宅局　市街地建築課

景観建築企画官

高橋　洋二　（たかはし　ようじ） 東京海洋大学　教授

戸谷　知恵子（とたに　ちえこ） （社）国際観光施設協会　副会長兼専務理事

中澤　守正　（なかざわ　もりまさ） （中）日本プレハブ駐車場工業会　専務理事

中野　恒明　（なかの　つねあき） 芝浦工業大学　教授

成田　隆一　（なりた　りゅういち） 東京都　都市整備局　都市基盤部長

松波　正壽　（まつなみ　まさとし） （社）日本自動車連盟　副会長兼専務理事

森下　清子　（もりした　きよこ） 多摩美術大学　教授

山本　恵久　（やまもと　よしひさ） 日経アーキテクチャー　編集長

矢野　善章　（やの　よしあき） （財）駐車場整備推進機構　専務理事


