
 

競輪補助事業完了のお知らせ 
 
この度、2019年度の競輪の補助を受けて、以下の事業を完了いたしました。 
本事業の実施により、つつじヶ丘駅南口において恒久的な自転車駐車場が整備されるとと
もに、有料自転車駐車場として管理運営することで適正な自転車利用が促進されました。  
 

記 
 
事 業 名  2019年度 自転車の交通マナー対策に資する施設の建築 補助事業 
補助の内容  自転車駐車場の整備 
補助金額   35,712,000 円 
実施場所   東京都調布市東つつじヶ丘２－4－１，２，７ 
完了年月日  令和２年２月２８日 
 
 

   

 
 

公益財団法人自転車駐車場整備センター 
理事長 石井 喜三郎 



１ 補助事業の概要 

 

（１）事業の目的 

環境にやさしい交通手段として自転車利用が見直されている現在、都市近郊の周辺

においては、依然自転車駐車場が不足しており、自転車利用者が不便を被っているば

かりでなく、路上にあふれた放置自転車によって、都市空間の適切な利用が妨げられ、

歩行者や緊急車両等の通行が阻害されて防犯上問題があるほか、盗難や都市美観上の

問題もあり、大きな社会問題となっている。 

このような問題を解決させるためには、これらの地域において、自転車等駐車場の

整備を早急に進めることが必要である。当財団はこの社会的な要求に応えるべく設立

されたものであるが、貴ＪＫＡの補助の交付を受けて、優良な自転車駐車場を建設し、

かつ、これを適正な利用料金で一般の利用に供することをもって、文教、環境、その

他の公益の増進に寄与するものである。 

 

 

（２）実施内容 

 自転車駐車場の整備 (https://www.jitensha.jp/jkalist/p-list/R1.html) 

・つつじヶ丘駅南第１自転車駐車場 

構  造：鉄骨造３階建（立体自走式） 

 設  備：自動ゲート、定期自動更新機、自転車搬送用コンベアー等 

整備台数：620台 

建築面積： 523.78㎡ 

延床面積：1141.05㎡ 

 

   

 

 

 

 

 

外観 内部 自動ゲート 定期自動更新機 自転車搬送用コンベアー



２ 予想される事業実施効果 

 

現在、調布市が管理運営している「調布市立つつじケ丘南第２自転車等駐車場」（約

1500台収容、平面式、シェルター）は、都市計画道路予定地（平成32年4月より事業実

施予定）内にあり、同駐車場の約半分が2019年12月31日をもって閉鎖（2020年12月31

日には全面閉鎖を予定）したほか、つつじヶ丘駅南代替自転車等駐車場（平面式・約

500台収容）についても敷地の一部（約1/3 ）が当該拡幅工事にかかり、道路となるこ

とから早急な代替施設の整備が求められていました。このため、つつじヶ丘駅南代替

自転車等駐車場の残る敷地（約2/3）に立体自転車駐車場（鉄骨造3階建）を整備し、

収容能力の向上及びつつじヶ丘駅周辺の放置自転車の解消を図ることといたしました。 

調布市では、都市交通機能のさらなる向上を目指すべく、つつじヶ丘駅につながる

都市計画道路の拡幅工事を実施しているところであり、このような市のまちづくりと

一体となった自転車駐車場の整備を積極的に進めることで、利用者の利便性の増進に

寄与するものです。 

まちの顔であるつつじヶ丘駅周辺に当該施設を整備したことにより、自転車利用促進

の環境整備が図られ、防犯性の向上や景観に配慮した美しい都市空間となりました。 

 

 

３ 補助事業に係わる成果物 

 

   本事業に係わる印刷物等 (https://www.jitensha.jp/jkalist/p-list/R1.html) 

・当財団ホームページへの掲載 

・競輪ＰＲ看板 

・事業概要（パンフレット） 

   ・当センターが刊行する機関誌 

 

   【競輪ＰＲ看板】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jitensha.jp/jkalist/p-list/R1.html


【事業概要】              【機関紙】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



公益財団法人 自転車駐車場整備センター

事業概要

つつじヶ丘駅南第1
自転車駐車場

調布市

全景（北向き）

全景（東向き）

令和2年4月



令和元年5月から建設を開始しました「つ
つじヶ丘駅南第1自転車駐車場」は、この度、
令和2年3月に供用開始となりました。
公益財団法人自転車駐車場整備センターを
はじめ、本事業に多大な御尽力を賜わった皆
様に感謝申しあげる次第です。
調布市は、新宿から京王線で約15分の場所
に位置しており、都心へ通勤・通学する方が
大勢いらっしゃいます。

また、市内全9駅においては、買い物利用なども含めて多くの自転車
駐輪が集中しており、駐輪需要を満たし放置自転車を無くすべく、計
画的な駐輪場整備を進めております。
この9つの駅のうち、市の東部に位置するつつじヶ丘駅周辺では、駅
近傍に駐輪場として活用できる用地が少なく、暫定的に、都市計画道
路区域内の用地を活用して駐輪場を設置しておりましたが、都市計画
道路整備事業の進捗に伴い、駐輪場の移設が必要となりました。
このような中、公益財団法人自転車駐車場整備センターの御協力を
いただき、つつじヶ丘駅南側の限られた用地に、地上3階建ての「つつ
じヶ丘駅南第1自転車駐車場」を短期間で整備することができました。
今後、この駐輪場を多くの市民の皆様に御利用いただき、つつじヶ丘
駅周辺が放置自転車のない快適で安全・安心な空間となりますことを
期待しております。

調布市長　長友 貴樹

ごあいさつ　　　　　　　　



■内観

1階 2階 3階

施設等の概要
所  在  地 東京都調布市つつじケ丘2－4－1、2、7

構　　造 鉄骨造3階建
敷地面積 523．78㎡
収容台数 自転車620台（定期利用470台・一時利用150台）
設　　備 自動ゲート・スライドラック（一部）・定期自動更新機・LED照明・防犯カメラ
利用時間 24時間利用可能
設計監理 株式会社　杉原設計事務所
施　　工 栗本建設工業株式会社

◆供用開始・・・・令和2年3月1日（日）

この自転車駐車場施設は、公益財団法人JKAから競輪公益資金による補助金の交付を受けて設置されました。

東京都調布市の要請を受け、公益財団法人JKA
による補助金の交付を受けて建設した標記施設が完
成し、令和2年3月1日にオープンしました。
現在、調布市では、つつじヶ丘駅につながる都市

計画道路の拡幅工事を順次実施しており、これに伴
い、同駅南口直近に位置するつつじヶ丘駅南第2自
転車駐車場（平面式、約1,500台収容）の約半分が
令和元年12月31日をもって閉鎖（令和2年12月
31日には全面閉鎖を予定）したほか、つつじヶ丘
駅南代替自転車等駐車場（平面式・約500台収容）
についても敷地の一部（約1/3）が当該拡幅工事に
かかり、道路となることから早急な代替施設の整備
が求められていました。
このため、つつじヶ丘駅南代替自転車等駐車場の

残る敷地（約2/3）に立体自転車駐車場（鉄骨造3階
建）を整備し、収容能力の向上及びつつじヶ丘駅周辺
の放置自転車の解消を図ることといたしました。

建築にあたりましては、　建築資材であるハイテ
ンションボルトの需給ひっ迫による納期遅延に伴
う工期延期等思わぬトラブルに見舞われましたが、
調布市をはじめ関係各所のご協力を得て無事完成
しました。
外観は明るく清潔な雰囲気となるよう「白」を基調

とし、場内に自然光を取り入れるよう窓を多く配置し
ました。場内案内サインにおきましては、当センター
のデザイン作法書及びサイン計画に基づき、シンプ
ルかつお客様に分かりやすいものとしました。
設備では、自動ゲート、定期更新機、自動車搬送用

コンベアーを設置することで管理の合理化及び利便
性の向上、また、防犯カメラの設置及びLED照明導入
により安全性及び環境性能の向上を図っております。
当該施設が多くの方々に安心してご利用いただ

き、駅周辺の放置自転車対策上、重要な役割を果た
すよう、さらに管理面の充実に努めてまいります。

建設計画のあらまし



〒103−0021　東京都中央区日本橋本石町４丁目６番７号（日本橋日銀通りビル４階）
TEL 03−6262−5320

公益財団法人 自転車駐車場整備センター

つつじヶ丘駅南第 1 自転車駐車場　TEL 03-5384-3277

利用料金
定期利用

一時利用
区分 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月

1階
一般 2,200 6,300 12,000 

100円／ 12時間毎1回　
※入庫から最初の1時間無料

特割 1,900 5,400 10,200 

２階
一般 2,000 5,700 10,800 

特割 1,700 4,800 9,000 

3階

一般 1,800 5,100 9,600 

特割 1,500 4,200 7,800 

学生 1,500 4,200 7,800 

ご案内図
●

スーパー
マーケット

銀行
●

保育園
●

●公園

つつじ
ヶ丘
駅

つつじ
ヶ丘
駅

●神社

調布市立
つつじヶ丘南第２
自転車等駐車場

つつじヶ丘駅
南口西

自転車等駐車場

つつじヶ丘駅南第1自転車駐車場
屋内型、平置き、一部スライドラック、自動ゲート式

自転車 定期・一時
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東京都調布市の要請を受け、公益財団法人JKAによる
補助金の交付を受けて建設した標記施設が完成し、令和2
年3月1日にオープンしました。
現在、調布市では、つつじヶ丘駅につながる都市計画

道路の拡幅工事を順次実施しており、これに伴い、同駅南
口直近に位置するつつじヶ丘駅南第2自転車駐車場（平面
式、約1,500台収容）の約半分が令和元年12月31日をもっ
て閉鎖（令和2年12月31日には全面閉鎖を予定）したほか、
つつじヶ丘駅南代替自転車等駐車場（平面式・約500台収
容）についても敷地の一部（約1/3）が当該拡幅工事にかか
り、道路となることから早急な代替施設の整備が求められ
ていました。
このため、つつじヶ丘駅南代替自転車等駐車場の残

る敷地（約2/3）に立体自転車駐車場（鉄骨造3階建）を
整備し、収容能力の向上及びつつじヶ丘駅周辺の放置
自転車の解消を図ることといたしました。
建築にあたりましては、　建築資材であるハイテン

ションボルトの需給ひっ迫による納期遅延に伴う工期
延期等思わぬトラブルに見舞われましたが、調布市をは
じめ関係各所のご協力を得て無事完成しました。
外観は明るく清潔な雰囲気となるよう「白」を基調と

し、場内に自然光を取り入れるよう窓を多く配置しました。
場内案内サインにおきましては、当センターのデザイン作
法書及びサイン計画に基づき、シンプルかつお客様に分か
りやすいものとしました。
設備では、自動ゲート、定期更新機、自動車搬送用コン

ベアーを設置することで管理の合理化及び利便性の向上、
また、防犯カメラの設置及びLED照明導入により安全性
及び環境性能の向上を図っております。
当該施設が多くの方々に安心してご利用いただき、駅周
辺の放置自転車対策上、重要な役割を果たすよう、さらに
管理面の充実に努めてまいります。

新設紹介

『つつじヶ丘駅南第1自転車駐車場』	 （東京都調布市）

■利用料金

区分 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月

1階
一般 2,200 6,300 12,000 

特割 1,900 5,400 10,200 

２階
一般 2,000 5,700 10,800 

特割 1,700 4,800 9,000 

3階

一般 1,800 5,100 9,600 

特割 1,500 4,200 7,800 

学生 1,500 4,200 7,800 

〈定期利用〉

〈一時利用〉
100円／ 12時間毎1回　※入庫から最初の1時間無料

■外観
全景（北向き） 全景（東向き）

■内観

1階 2階 3階

■施設等の概要

この自転車駐車場施設は、公益財団法人JKAから競輪公益資金による補助金の交付を受けて設置されました。

◆供用開始・・・・令和2年3月1日（日）

所 在 地 東京都調布市つつじケ丘2－4－1、2、7

構 造 鉄骨造3階建
敷地面積 523．78㎡

収容台数 自転車620台（定期利用470台　一時
利用150台）

設 備 自動ゲート・スライドラック（一部）・定
期自動更新機・LED照明・防犯カメラ

利用時間 24時間利用可能
設計監理 株式会社　杉原設計事務所
施　　工 栗本建設工業株式会社

■所在地
●

スーパー
マーケット

銀行
●

保育園
●

●公園

つつじ
ヶ丘
駅

つつじ
ヶ丘
駅

●神社

調布市立
つつじヶ丘南第２
自転車等駐車場

つつじヶ丘駅
南口西

自転車等駐車場

つつじヶ丘駅南第1自転車駐車場
屋内型、平置き、一部スライドラック、自動ゲート式

自転車 定期・一時

本 部：〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 4丁目 6番 7号
 日本橋日銀通りビル 4階 TEL 03-6262-5320

大阪事務所：〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀 1丁目 6番 2号
 肥後橋ルーセントビル 10階 TEL 06-6449-0991

名古屋事務所：〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅 3丁目 9番 37号
 合人社名駅 3ビル 8階 TEL 052-586-6841

公益財団法人

自転車駐車場整備センターだより
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