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仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例 
の見直し(案)に対する意見の概要と本市の考え方 

 

（１）見直し全般に関する意見（７件） 

No 意見の概要 本市の考え方 

1 

台数の減免や既存の附置駐輪場があまり活用

出来ていない点について指摘がなされていたた

め、今回の改正は非常にありがたいものと認識し

ています。 

見直し(案)により、取り組んでまいりたいと

考えております。 
2 

利用実態に合わせた改正により、「杜の都 仙

台」の魅力的な都市空間の創出や、民間開発の促

進に期待できると思っています。 

3 
今回の見直しについて、大いに評価していま

す。 

4 基本的に条例改正に賛成します。 

5 

第 5 回 PT において自転車のトリップ数が減少

したことは分かりました。同資料では自転車のト

リップ減少と鉄道のトリップの増加が対になっ

ていると見えます。都心部は地下鉄や JR 線の駅

勢圏にある範囲が多くを占め、このことから都心

部の自転車交通量は減っていると考えられるの

で、都心部を緩和の対象とすることは妥当と考え

ます。今後、大規模なマンション計画があり都心

部での自転車交通量は増加するものと思われま

す。よって、規制緩和の影響を経年的に調査し、

一定期間で再検討する仕組みがあっても良いと

思われます。 

一方で、都心部であっても鉄道駅から離れた大

規模施設の附置義務駐輪場では、提示された資料

が都心部一括での表現になっており需要に対し

ての余裕の有無は不明です。あらためて調査を要

すると考えます。調査結果によっては、駅勢圏内

外で扱いを変えるべきと考えます。  

都心部にある附置義務駐輪場の実態調査で

は、駅からの距離による利用率の明確な違いは

見受けられないことから、見直し(案)により、

取り組んでまいりたいと考えております。 

なお、見直し後においても、継続的に利用状

況の調査を行い、利用実態の把握に努めてまい

ります。 
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6 

商業地域で自転車駐輪場の設置台数を減らす

方向での見直し案となっていますが、こうした

見直しは実態がどうであれ、「仙台市が市民に対

して自転車利用を推奨しない」という意思表示

にとられかねません。危機的な気候変動のもと

で、ますます環境配慮型の交通手段（公共交通

や自転車、徒歩）の利用が推奨される中、仙台

市としてこれに逆行するような見直し案には反

対いたします。 

今回の見直しは、附置義務駐輪場の実態調査

に即した適正な附置義務台数を課すほか、駐輪

場の案内を明確化するものです。この見直しに

より、都心再構築プロジェクトに資するまちづ

くりや附置義務駐輪場の利用促進を図ってま

いりたいと考えております。 

本市では、今後とも環境にやさしい地下鉄・

バスなどの公共交通とともに、自転車利用を推

進してまいります。 

7 

本提案の根拠としている「都心への自転車と

バイクによる来訪者の減少」について、その背

景や原因の分析内容が十分に説明されていませ

ん。例えば、「都心への来訪者の総数」「公共交

通利用者の数」「自家用車利用者の数」の分析結

果がないと、自転車駐輪場の台数が充足してい

るとは言えないと思います。商業地域全体とし

て自家用車の駐車場が増え自家用車利用の利便

性が増している可能性も高く、もしそうした理

由で駐輪場の利用が減っているのであれば、

「2050年ゼロカーボンシティ」の方針と逆行す

る見直し案と言わざるを得ません。現在は少数

の使いづらい大規模駐輪場で台数を稼いでいる

印象も強く、もっと小規模の駐輪場を多くの地

区に設置するなど駐輪場の利便性向上も検討す

べき課題と考えます。「都心への自転車とバイク

による来訪者の減少」だけで安直に駐輪場の台

数を減らす提案をするのではなく、しっかりと

分析し、結果を市民に説明した上で見直し案を

再検討すべきと考えます。  

都心への来訪者について、平成 14年及び平

成 29年に実施した仙台都市圏パーソントリッ

プ調査を比較すると、都心を目的地とする総

数は減少しており、また、移動手段の割合を

みると、徒歩及び公共交通利用者は増加し、

自家用車及び自転車・バイク利用者は減少し

ておいます。 

この自家用車及び自転車・バイクの減少は

地下鉄東西線の開業により、移動手段が鉄道

へ転換したことが一因であると考えておりま

す。 

また、附置義務駐輪場は 20台以上の駐輪需

要を生じさせる建築物について整備を義務付

けており、小規模な駐輪需要にも対応したも

のとしております。都心部では 162箇所（令

和 2年 3月）の附置義務駐輪場が設置され、

駐輪需要に応じた整備を促進しています。 

今回の見直しで、駐輪場の案内の明確化を

図り、附置義務駐輪場の利用を促進してまい

りたいと考えております。 
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（２）項目１ 大規模施設の義務付け台数算定基準の引き下げに関する意見（１１件） 

No 意見の概要 本市の考え方 

8 
駐輪場の利用実態に即して附置義務台数を緩

和されることはとても良いことと思います。 

 見直し(案)により、取り組んでまいりたい

と考えております。 

9 

今般、利用実態に基づいて駐輪場の附置義務台

数の基準を見直すことは大変良い施策だと考え

ています。 

10 

附置義務の量を大幅に減ずることは、都心再構

築プロジェクト等を推進する上でも大きな効果

をもたらすもので、まさに時宜を得た判断です。 

11 

実態調査の分析に基づき附置義務台数が大幅

に緩和されることは、都心の再構築を促進するた

めにも大変良い施策と思います。 

12 

使われていない駐輪スペースが、まち中の賑わ

いや景観を損ねていると感じることもあり、利用

者が不便を感じない範囲で、適切な台数を整備す

る今回の条例見直しに賛同いたします。 

13 

今回の条例見直しの背景には同感であり、「大

規模施設の義務付け台数算定基準の引き下げ」に

より、都心部における建築物の床面積が都市機能

を高めるために有効に働くと考えます。 

14 

市内の公共交通の整備状況、また、コンパクト

シティ化や歩行者中心のまちづくりが求められ

る中、利用実態の根拠もあり、算定基準の引き下

げは適切と考えます。 
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15 

仙台市中心部の都市環境にとって非常に望ま

しいものと思います。ぜひ見直しの早期実現に向

けて進めて頂きたく存じます。但し、仙台中心部

の建物床面積の多くを占める「事務所」が見直し

対象から外れることは、今後の仙台都心のあるべ

き姿からするとデメリットがあるのではないか

と危惧しております。 

仙台都心のオフィスビルの駐輪場を見る限り、

平日日中でも空きが多いように見受けられます。

これは駅徒歩圏のオフィスビルでは特に顕著に

表れます。事務所の見直しにあたっての基準例で

すが、下記が考えられると思います。 

【実態に見合った見直し】→事務所勤務者の大部

分が地下鉄・バス等利用と想定される仙台都心・

地下鉄駅至近の高機能・高容積オフィスについて

は、店舗等と同じ見直し基準とする。 

【都市機能誘導を考慮した見直し】→1 階または

低層部に都市貢献機能（都市の賑わいに資する取

組や滞留空間、防災機能）を導入した場合は、附

置義務台数を一定台数控除する。 

附置義務駐輪場の実態調査によると、専修学

校や事務所については、全体的に利用率が高

く、今後も現行基準での附置義務が必要と考え

ます。 

自転車は、地下鉄・バスなどの公共交通とと

もに、環境にやさしい乗り物であり、今回の見

直しは、自動車のように他の交通手段へ誘導を

図るものではなく、路上への無秩序な駐輪を防

止するためにも、建物の用途と床面積に応じた

附置義務台数の確保は必要であり、都市貢献等

による緩和はなじまないものと考えます。これ

は、混合用途の場合も同様です。 

16 

総量として、都心への自転車とバイクによる来

訪者の減少が確認出来ているのであれば、④専修

学校等⑤事務所においても低減率の変更を行っ

ても良いのではないでしょうか。④、⑤の用途を

低減していない根拠等あればご教示願います。   

17 

事務所用途は、今回変更なしですが、高機能オ

フィスの整備要件を満たす場合、用途面積に応じ

て整備台数の算定が低減される等、ご検討いただ

きたく思います。  

18 

せんだい都心再構築プロジェクトでは、都心に

おける土地や建物の有効活用や公共交通の更な

る利用促進を目的にとした附置駐車場に対する

緩和の考え方があることから、駐輪場において

も、公共交通利用促進策等による特例低減制度を

ご検討頂きたくお願いします。 

附置義務台数の見直し案に、大規模施設の義務

付け台数算定基準の引き下げについて記載がご

ざいますが、事務所用途につきましても低減率の

適用をご検討頂きたくお願い申し上げます。仮に

適用が難しい場合におかれましても、混合用途か
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つ大規模の場合といった特殊な状況に対する緩

和策をご検討頂きたくお願いします。  

 

（３）項目２ 設置場所及び案内に関する意見（３件） 

No 意見の概要 本市の考え方 

19 
放置自転車の削減を図る上での方策として適

切と考えます。 
見直し(案)により、取り組んでまいりたいと

考えております。 
20 

場所が分かりにくく、使われていない駐輪場も

あると思います。位置や利用方法を明示してもら

えると使いやすくなると思います。 

21 

附置義務駐輪場が利用しやすくなる取組に関

しては、見直しの基準①～④を具体的に示す工夫

が必要です。 

条例の見直しに加え、リーフレットを作成する

などして設置者には利用しやすい工夫について

十分理解してもらうことはもとより、市民（自転

車利用者）にも附置義務駐輪場の意義を分かって

もらう広報が求められると思います。    

条例の見直しについて、本市ホームページへ

の掲載やリーフレットの作成等を予定してお

り、今後とも建築主や市民の皆様へのわかりや

すい広報に努めてまいります。 

 

 

（４）項目３ 車種別の台数割合（変更）に関する意見（３件） 

No 意見の概要 本市の考え方 

22 
利用実態にあわせた変更ということで適切と

考えます。 
見直し(案)により、取り組んでまいりたいと

考えております。 
23 

附置義務駐輪場における自転車の割合を増加

させることについては実態に合っており妥当と

考えます。 

24 

新設だけでなく、既存の附置義務駐輪場の有効

活用についてもご配慮いただきたいです。今回の

変更案では、自転車、原付自転車、自動二輪車の

割合の変更が計画されており、また、施行規則第

4条第 2項に、「当該自転車等駐車場の周辺におけ

る自転車等の放置状況に基づき、これを補正する

ことができる。」との規定がありますが、放置状況

のみではなく、周辺附置義務駐輪場の利用実態を

勘案し、原付自転車や自動二輪車の一部について

100 メートル以内にある他の附置義務駐輪場を隔

地駐輪場として認める規定や、増築或いは大規模

修繕、模様替え時にも既存附置義務駐輪場のこの

割合変更を適用できる規定の検討を進めていた

だきたく存じます。 

 既存の附置義務駐輪場についても変更の届

出を行うことで、見直し(案)を適用することが

できます。この場合、義務付け算定台数・設置

場所の案内・車種別の台数割合は、すべて見直

し(案)に適合する必要があります。 

 また、附置義務台数の全部や一部を隔地駐輪

場として、他の附置義務駐輪場の駐輪台数に加

えて利用することは、現行制度と同様に見直し

後も可能です。 
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（５）附置義務駐輪場に関するその他の意見（９件） 

No 意見の概要 本市の考え方 

25 

自動車駐車場では。「建築物における駐車施設

の附置及び管理に関する条例」において、市長の

認定を受けることにより敷地以外（隔地）に附置

することが認められています。 

このことから、都心におけるメリハリのある歩

行者空間のネットワークと賑わいが連続するま

ちづくりが展開できるよう、今回の見直しにおい

て、自転車駐輪場の隔地整備についても特例で認

める等、ご検討いただきたく思います。 

「仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨

励に関する条例」では、建築敷地から歩行する

距離がおおむね 100 メートル以内の場所に隔

地駐輪場を設置することを認めております。 

また、複数の附置義務駐輪場において、それ

ぞれに確保すべき台数を隔地駐輪場として一

か所にまとめることは、現行制度と同様に見直

し後も可能です。 

26 

附置義務駐輪場については、個別設置のほかに

商店会など一定規模の団体での設置を認め個別

の経済的負担緩和を図って下さい。 

理由 

①公共駐輪場利用に市民の理解が進んだ。 

②店舗の附置義務駐輪場の位置が分かりにくく

利用が進まず附置義務の意義が薄れている。 

③事業者にとって附置義務駐輪場設置の経済的

負担が大きいと思われる。 

④仙台市による放置自転車の撤去作業による市

民意識の変化。  

27 

環境配慮型社会の実現に向け、自転車や電動キ

ックボード等の利用はますます促進されていく

べきと感じます。 

一律の緩和とするべきか、自転車専用通行帯が

整備されている道路沿いは、多めに整備する等の

メリハリがあっても良いのではと感じます。 

またシェアサイクルやシェア電動キックボー

ドのポート整備による駐車場減免等の施策等の

時代に合わせた緩和用件があると、より良い仙台

の都市空間が実現できると考えています。 

この附置義務制度は、建築主の責務として一

定の駐輪需要を生じさせる建物について、用途

の床面積に応じて必要な台数を確保頂くもの

です。見直し後も利用状況を調査し、駐輪需要

の把握に努めてまいりますとともに、シェアサ

イクルや電動キックボード等のポート整備に

伴う減免施策等につきましては、普及状況等を

見ながら検討してまいります。 
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28 

昨今は生活の多様化により自転車の種類が多

くなる中で、「太いタイヤの自転車は駐輪機に入

らない。」「二段ラックの上段には重たいバッテリ

ーを抱えた自転車は持ち上げられない。」など、利

用の不便さからのトラブルも多く見受けられま

す。台数のみでなく、駐輪スペースの質も考える

時代になったと理解しています。 

チャイルドシートを取り付けた大型の自転

車などは重量等もあり、駐輪場ラックに収容で

きない場合もあることから、平置きの駐輪スペ

ースを増やしてもらうなど、建築主に配慮をお

願いしてまいります。 

また、附置義務駐輪場の設置位置について

も、利用しやすい場所に設置頂くよう建築主に

お願いしてまいります。 

 

29 

放置自転車は減少したが、駐輪場が使い易くな

った訳ではありません。高齢者には辛い二段式駐

輪場や、目の前に駐輪スペースがあるのに駐輪禁

止にしている銀行などもあります。むしろ歩道に

面した建物には、駐輪場を増やしてほしいです。

市の提案では、駐輪場を作らない建物が増え、せ

っかくの自転車の利便性が生かされないのでは

ないでしょうか。欲しい駐輪場は、あくまでも建

物の目の前にあることです。 

30 

本条例の指定区域は商業地域等ですが、特に都

心部においては、豊かな街路樹と共に歩行者通行

の多い大通りやアーケードに面した敷地があり、

居心地が良く歩きたくなる（ウォーカブル）まち

づくりを推進する一方、利用者にとってわかりや

すく、使いやすい道路レベル（1 階）における駐

輪場整備が求められるものと考えます。 

31 

仙台を歩いているとよく歩道脇に自転車が放

置してあります。自転車バイク放置禁止区域の看

板に、近くの駐輪場の情報を載せてはいかがでし

ょうか。  

自転車バイク放置禁止区域看板の一部につ

いては、市営駐輪場への案内を行っておりま

す。それ以外の看板に対する案内掲示について

は、今後の検討の参考とさせていただきます。 

32 

仙台は多くの方々が自転車を利用しています

が、都心部に駐輪場があっても少しはなれると駐

輪場はどこにもないのが現状です。(見つけられ

ない)以上のことから、 

・都心部とその付近に駐輪場を増やしていただき

たいです。 

・大通りにも地上の駐輪場を設置して欲しい(ア

ーケード付近、都心部の 286号線 48号線 22号線

等)  

路上駐輪場を設置するためには、広幅員の歩

道が必要となりますが、こうした歩道について

は、歩行者空間や賑わい空間として利活用する

こととしております。 

引き続き、条例に基づき、附置義務駐輪場の

設置を進めてまいりますとともに、利用しやす

くなる取り組みとして、位置及び利用方法の表

示を明確化し、駐輪場の認知度を高め、利用を

促進してまいりたいと考えております。 

33 
地下の駐輪場は女性には好まれません。(夜に

なると物騒に感じました) 

誰もが安心して駐輪場をご利用いただける

よう、必要な照明施設を設置するものとしてお

ります。防犯カメラ等につきましては、現場条

件に応じて、設置の協力を頂けるよう建築主に
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お願いしてまいります。 

 

（６）関連制度に関する意見（５件） 

No 意見の概要 本市の考え方 

34 
附置義務駐輪場とは別に、自転車マナーの啓

発についても引続きご検討ください。 

自転車マナーの啓発については、「仙台市自

転車の安全な利活用推進計画」に基づき、交通

ルール遵守とマナー向上に向けて取り組んで

いるところであり、引き続き啓発に努めてまい

ります。 

35 

ＳＤＧｓの取り組みの中で、環境にやさしい

自転車の利用は促進されるべきだと思います

が、街中では人通りも多く、車道を走ることも

合わせて危険を感じてしまいます。 

「杜の都の自転車プラン後期実施計画」で自

転車歩行者道内の視覚的分離や自転車専用通

行帯の整備実施状況を拝見しておりますが、今

後も利用状況に応じた一層の環境整備をお願

いいたします。 

本市では、自転車の安全な利用環境を確保す

るため、「仙台市自転車の安全な利活用推進計

画」に基づき、自転車通行空間の整備を進めて

おります。 

交差点の自転車横断帯や歩行者・自転車専用

信号機に関するご意見については、交通管理者

である宮城県警察にお伝えするとともに、連携

して自転車の交通安全の確保に取り組んでま

いります。 
36 

都心部への自転車交通の減少の背景の一つ

には都心部の魅力低下があると思われますが、

そのほかに自転車走行環境が安全ではないこ

とが考えられます。原則車道走行の自転車にと

って、自動車の交通量が多く危険と感じられる

ばかりではなく、歩道は歩行者が多く、認めら

れていても、事故発生時の賠償責任を考えると

乗り入れしがたい状況にあります。 

特に自転車横断帯と歩行者自転車専用信号

で規制されている交差点は、車道走行の自転車

にとっては極めて走りづらく危険な走行環境

であります。車道の交差点信号機よりも歩行者

自転車専用信号機が先に赤現示になりますの

で、車道の停止線前で停止しなければならなく

なりますが、自動車は交差点信号機の青現示に

従うので止まりません。 

このため追突される危険性が極めて高くな

ります。 

警視庁では交差点手前で歩道に乗り入れる

ことを進めていますが、必ずしも乗入れ口（歩

道切り下げ）が設置されておりません。 

このような信号は早急に撤去されるよう警
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察との協議を進めて戴きますようお願いいた

します。 

37 

海外では、電動キックボード等のパーソナル

モビリティの普及が進んでいると聞いていま

す。安全性の確保は勿論ですが、今後はシェア

サイクル等を含め、より効率的なパーソナルモ

ビリティの普及による身近な交通環境の整備

を期待しています。 

シェアサイクル等の交通環境整備に関する

ご意見については、関係部局と情報を共有しま

す。 

38 

駐輪場の認知度を高めるには、表示板の設置

も重要だと思いますが、利用効率を高めるため

にも、スマホの地図情報等と連携して、駐輪場

の位置、出入口位置、満空情報の提供等を手軽

に確認できるようにする取り組みがあれば、よ

りよくなるのではないかと思います。スーパー

シティ構想やスマートシティ、MaaSの取り組み

の中で、鉄道やバス、タクシー、その他の交通

情報と合わせて一括して状況が把握できるシ

ステムが開発されることを望みます。 

駐輪場の認知度向上として、スマートフォン

などの連携による情報提供や公共交通施設等

との交通情報連携については、検討課題と認識

しており、今後の検討の参考とさせていただき

ます。 

 


