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心のこもった自転車駐車場の普及活動を国際的視野で行い、
自転車駐車場工業会の社会的地位の向上を目指します

平成30年 自転車駐車場工業会・日本シェアサイクル協会 合同賀詞交歓会 開催
● 日時：平成 30 年 1 月 17 日（水）
正午～

シェアサイクル 協会 の 小林成基副会長、当工業会 の

● 会場：KKR ホテル東京「孔雀の間」

中島 敦副理事長による手締めにより、お開きとなり
ました。

今年 の 賀詞交歓会 は 昨年 までと 同様、当工業会並
びに一般社団法人 日本シェアサイクル協会の合同で

開催 し、来賓及 び 会員 が 一堂 に 会 する 盛会 となりま
した。当工業会 の 内田勉理事長、そして 日本 シェア
サイクル 協会 の 髙橋洋二会長 が 主催者 を 代表 して 挨

拶 し、続 いて 来賓 を 代表 して 国土交通省 の 廣瀬隆正
大臣官房技術審議官、公益財団法人自転車駐車場整
備 センターの 小澤敬市理事長 からご 挨拶 をいただき
ました。当工業会 の 森井博会長（ 日本 シェアサイク
ル協会専務理事兼務）による乾杯の後、会場内は和や
かな 歓談 ムードに。活発 な 意見交換 が 続 く 中、日本

自転車駐車場工業会・広報誌
『 Bicycle Parking 』を創刊しました

Bicycle Parking

H 30 年
4〜6 月

推進計画案決定
推進計画の閣議決定

によって何が変わるのか

︱︱ 自転車駐車場の整備に関し︑国が今後目

指す方向性はありますか︒

考えています﹂

第 3 回有識者会議

パブリックコメント
推進計画案のとりまとめ

れるということに対し︑役割を果たせると

﹁放置自転車を減少させようと各自治体が力

す。貴工業会及び会員皆様の益々のご活躍を祈念
いたします。

第１回有識者会議
関係者ヒアリング
第 2 回有識者会議

推進計画（骨子案）

推進計画（原案）
H 30 年

1〜 3月

おりますので、引き続きよろしくお願い申し上げま

画の策定を目指しており、自転車駐車場の整備を
はじめとする自転車利用環境の創出に係る多様な

自転車活用を推進する各自治体にとって諸問題解決の追い風になるとの期待を担う﹁自転

携・協力しながら取組を進めて参りたいと考えて

車活用推進法﹂が︑昨年末可決された︒その後︑今年 月に本部が設立され施行へ︒着々と

8月8日
8月〜9月

これから何がどう変わる？

な知識やノウハウを有する貴工業会の皆様と連

自転車活用推進本部 事務局次長に聞く

普及を進めるために︑駅などの大型駐車場

を入れてきた自転車駐車場の設置は︑確か

な成果を生んでいると思います︒また︑こ

れが自転車の普及に大きく貢献しているこ

とも間違いありません︒そして今後さらに

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目28番26号 宇徳ビル５階
TEL：052-566-2580 FAX：052-566-2581
〒657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町5丁目2番9号 サンロイヤル六甲301号
TEL：078-843-8666 FAX：078-200-5886

︱︱ 法案成立後のステップは順調だと考え

神戸支店

︱︱ 法案成立後︑ここまでの進捗状況につい
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用推進本部の大野昌仁事務局次長にインタビューした︒

本
社
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備や活用が今後とも着実に推進されるよう、多様

進めています。
施行され、現在、来夏を目処に自転車活用推進計

ステップが踏まれる中︑実際には今何がどう動き︑先々で何が期待できるのか︑自転車活

えています︒規制緩和などのガ

業務受託

以外に自転車を活用する上で中間点にあた

る路上の小規模なものが必要になると考え

おいても重要で︑今後の大きな課題だと捉

ています︒これはシェアサイクルの普及に

放置自転車等対策業務

（啓発・撤去・保管返還等）

http://www.churins.jp/

いるものはありますか︒

自転車等駐車場の
企画・設計・設置・運営・技術指導

駐輪サービス

て良いのでしょうか︒また今︑具体的に動いて

るようですが︑白紙の状態からいきなり夢

﹁様々な人が夢のような理想を期待してい

物 語 は 描 け ません︒今 回の 法 律 や 進 行 中

的に推進すること︒これは各所でこれまで

29年6月16日第1回関係府省庁連絡会議

H 29 年
10 〜 12 月

で自転車の担う役割は大きく、自転車駐車場の整

整え、利用促進を図っていくことなどの取組みを
今年の 5 月 1 日には、
「自転車活用推進法」が

自転車活用推進計画の策定に向けた
今後の進め方について決定

有識者会議の設置について決定
H 29 年

7〜 9月

会の役割は益々大きくなるものと期待しております。
活力ある快適で健康的なまちづくりを進めるうえ

て聞かせてください︒

も取り組まれてきたことですが︑法案成立

によって政府が全体的な計画を作り明確な

空き地を利用した小規模の駐車

きく変化するでしょう︒クルマ

う ま くい け ば 交 通の 形 態 は 大

イドラインが必要になりますが︑

の違法駐車が少なくなったのも︑

29年6月13日第1回本部会合

H 29 年

5〜 6月

たっては、自転車を「停める」

おわりに「コンパクト＋ネットワーク」の推進等、

﹁法律の基本的理念は︑自転車活用を総合

的な変化が起きるためには地方自治体はじ

そこは本当に難しいと思います︒だから何

の計画案はひとつの契機でしかなく︑具体

めユーザーの意識を変えていく必要がある︒

ました︒その中でまず力を入れなければな

らないのが︑自転車活用推進計画を作成す

目標を持ち進めていこうということになり

ること︒有識者会議や関係者ヒアリングで

︱︱ 最後に︑五輪が日本で開催

場があちこちに点在普及したこ

だ︑それを目標にするとかなり

きな節目だと捉えています︒た

﹁勿論︑2020年はひとつの大

される 2020 年における目標

が順調かと聞かれても︑日々悩んでいます

とが大きいはず︒その例から見

体的なものとしては︑来年すぐに行動に移

としか言いようがありません︒その中で具

は何かありますか︒

せるよう予算要求などは前倒しでやってい

と思います﹂

幅広い意見を聞き反映させ︑年内に骨子案︑

て︑自転車の場合も効果はある

そして来春までに原案をつくり︑来年夏ま

矮小されてしまうので︑目標と

でに閣議決定に持っていく予定です︒また︑

この法律では地方自治体も推進計画を策定

く予定です︒自治体も先進的なところは既

個人的に期待するのは︑五輪会

することになっていますが︑閣議決定後か

場周辺に関しては他国に恥じな

してはもう少し先を睨んだ上で︑

るのかという風に考えています︒

株式会社

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-7-9（オンラインビル）
TEL：03-3639-4911（代） FAX：03-3639-4913 URL：http://www.sancycle.co.jp

2020年に向けては何ができ

064

自転車等駐車場の
管理運営

管理業務受託 / 指定管理 / 民間受託

●現場施工なので寸法は自由自在

●常時移設可能
●設置当日より運営可能

︱︱ ルールやマナーについては法律によって︑

輪サービスのスタッフであることがわかる「ワインレッドの制服」
を着用しています。
「ワインレッドの制服」こそ駐輪サービスの誇
りであり、
「安全・安心・快適」の証しです。

主な事業内容
●施工から使用開始まで5時間程度
●車両の速度抑制帯にも使用可

●料金変更が自由に設定
●無料時間の設定が可能

にやさしく誰もが利用できる身近な自転車がその
役割を担うことを期待しており、その利用環境を

モットーは「笑顔であいさつ」

ソーラー（無電源）による
一時利用専用の駐車機器

電気工事不要！ただ設置するだけで自転車・バイク駐車場の不足を即座に解決！

啓発が進むものと考えられますか︒

ク」を支える都市の重要な交通手段として、環境

技術基準：４８ページ
20

駐輪場等に最適！ ゴム製区画線

くお願いいたします。

乗る環境は異なります︒もちろん現状の意

個別ロック式サイクルラックの例

平成 29 年 12 月

●クルミ混入で滑りにくい
●ゴム製なので安全です
●多彩なカラーバリエーション

に︑具体的な検討を始めています﹂

図

サイクルラックの形状ごとに求められる性能・機能は異なるため、それぞれ独自の基準が定められている。
「認定品」として認められるために
は、その基準を満たしているか、現物審査を含めた厳しい審査をクリアしなければならない。

駐輪サービスの基本は「人」
。管理スタッフは、お客様から一目で駐

しておりますので、どうぞよろし

﹁気候や地形など︑自治体によって自転車に

外気温0℃〜 40℃で正常に機能すること。これを超える環境では
保温、遮熱等、機能維持のための対応をする
自転車の出し入れ動作6,000往復を行った後、円滑な動作に異常
が生じないこと。耐蝕性：
「平面式サイクルラック」と同じ

本誌を通じて当工業会の活動を報告してまいり
ご意見を頂戴できれば幸いです。

行していくことになります︒これによって

電圧：DC24V以下、保護等級：IP23、絶縁抵抗：充電部と非充電
部を500V
（弱電流回路では250V）
絶縁抵抗計で測定し、
5MΩ
（弱
電流回路では1MΩ）以上、落雷対策：電源ライン：コモン2kV、
ノー
マル1kV確保

耐久性

てまいりました。

ます。今後も当工業会の活動に対し、忌憚のない

来年︑国と同じ時期に計画が作れる自治体

とまちづくりに関するセミナーの開催などを行っ

中で日本を訪れる様々な国の人

イクルラックを含めた技術基準認定、自転車利用

4）自転車駐車場普及のための技術指導

価値が見直され、新たな活用の場、つまり自転車

走行空間も駐車場もシェアサイク

3）自転車駐車場普及のための広報啓蒙活動
5）会員相互の連絡調整

のさらなる安全、安心を目指し、活動しています。
自転車活用推進法の追い風を受け、自転車の持つ

また、自転車駐車場の設備機器の開発、設置基

現在、国土交通省では「コンパクト＋ネットワー

「平面式サイクルラック」と同じ

動作環境

5

今後のスケジュール（案）

浩司 氏

自転車利用を促進するにあ

社会貢献にご尽力頂いており、誠に感謝いたします。 なものとして、その確保を図る必要があり、貴工業

などを掲げています。
現在、当工業会では自転車駐車場関連設備機器

ています。

国ではありません︒しかし︑その

る環境保全向上に寄与することを目的に活動し

ルも︑すべてにおいて決して先進

さて、当工業会は、自転車駐車場整備事業の健
全な発展を図り、自転車と優しい街づくりによ

準の制定や安全問題等に取り組んでおります。併

こと︒日本は自転車に関しては︑

い申し上げます。

せて自転車利用の促進、自転車交通マナー・モラ
240×100mm

いレベルまで整備を進めるという

ルラック」についての技術基準の策定と、その他サ

健康にも寄与する︒現状はそういった可能

により設置例が増えている「個別ラック式サイク

2）
自転車駐車問題に関する調査研究および資料蒐集

性に対し意欲をもって伸ばそうと考えてい

ます。平成 29 年度には、小規模駐輪施設の需要増

1）自転車駐車場事業の育成指導

識も︒自転車はいろんな可能性を持ってい

ぞれ専門の知見を活かして様々な活動を進めてい

その設立目的として、

報を発信していく所存です。どうぞよろしくお願

ます︒観光誘致やまちづくりにも繋がるし︑

カー、そしてラックメーカーも名を連ねています。

て自転車に携わるすべての皆様に向け、様々な情

老 若 男 女︑誰も が 利 用 する 施 設・設 備 だからこそ︑扱いやすく︑

Parkig（バイシクルパーキング）』を発行すること
となりました。本誌を通じて、自転車駐車場、そし

課長 渡邉

取組がより一層加速されるこ
ととなります。

自転車の改善や快適な自転車利用環境の確保など、 機能である自転車駐車場について、使いやすく安全

引抜力：ロックを掛けた状態で、自転車の取り出し方向に1300N
を加重

耐荷重性

電気的安全性

国土交通省 都市局 街路交通施設課

この度、
自転車駐車場工業会にて季刊広報誌「バ
イシクルパーキング」を創刊されたことにつきま
して、心よりお祝い申し上げます。

ブルー：従来ラベル グリーン：新ラベル

①ロックユニット
②ロックレバー
③低位ラック
④高位ラック
⑤タイヤサポート
⑥ベース
⑦支柱

「平面式サイクルラック」と同じ

操作力

ご存じですか？ 認定マーク

駐輪需要に対し、的確に応えていくことが重要だ
では技術部会、広報部会、管理部会を設置し、それ

『バイシクルパーキング』創刊に寄せて

日頃より自転車駐車場の整備等を通じて、放置

個別ロック式サイクルラック技術基準

鉄道以外の交通機関との結節点として、或いは商

と考えています。そのような考えのもと、当工業会

︵一社 ︶自転車駐車場工業会
サイクルラック技術基準に迫る

駅周辺の大規模駐車場ばかりでなく、バス停など
店街やスーパーなどまちの中の小規模〜中規模の

31 社を数えることとなります。当時の加盟企業を

昨年 月には︑路上駐輪場などで普及の

駐車場の関連企業 13 社により発足しました。その
後昭和 55 年（1980 年）2月には加盟企業は倍以上の
見てみると、機械メーカー、ゼネコン、自転車メー

工業会では︑これら基準に基づき︑書類審

しょう。自転車駐車場についても、これまでの鉄道

当工業会は昭和 53 年（1978 年）4月10日、自転車

理事長 内田 勉

こ の 度 、一 般 社 団 法 人

BP 広告 3 段

転車対策などの業界活動を官民の協働で積極的に
展開し、ハード・ソフト両面から取り組んでいます。

一般社団法人 自転車駐車場工業会

自転車駐車場工業会の広報誌として本誌『Bicycle

の安全基準を策定してきた︒自転車駐車場

す。企画・取材のご要望等も募集

需要が増えていくことは間違いないといえるで

安全で安心な製品であってほしい︒そんな﹁当たり前﹂を支える

のないご意見をお待ちしておりま

ルの啓発、公共・民営自転車駐車場の整備、放置自

編集：有限会社 サン・ネット
〒 162-0808 東京都新宿区天神町 22-3 ルート神楽坂ビル 5F
TEL：03-3269-6696 FAX：03-3269-6697
http://www.sun-net.cc

9. 「個別ロック式サイクルラック技術基準」①

昇降時：空車時：押し下げ50N以下、持ち上げ50N以下、収納時：
押し込み100N以下、持ち上げ±50N、押し下げ160N以下、引
き出し100N以下

耐久性

『Bicycle Parking』
創刊にあたって

厳しい技術基準を︑自転車駐車場工業会では策定している︒その

「平面式サイクルラック」と同じ。ただし、A点、B点、D点：650N、
C点：330N。たわみ量許容値：A点：20mm、B点：30mm、C点：
90mm、D点：40mm
「平面式サイクルラック」と同じ

操作性

（一社）自転車駐車場工業会 理事長挨拶

20

基準を満たした製品にのみ認定マークの貼付けが許されるのだ︒

倒れ角

それぞれの基準について︑ごく一部ではあ

耐荷重性

TEL 03-3663-6284 URL http://jichuko.net/

車重13kg以上20kg以下

準が新たに加わっている︒これにより︑サ

「平面式サイクルラック」と同じ

対象自転車

査︑実機審査︑そして 機以上設置された

一般社団法人 自転車駐車場工業会

❾

進む個別ロック式サイクルラックの技術基

❽

状態・場所での現物審査を実施し︑基準を

本事業のお問い合わせ

❼

6

満たしていると認められた製品のみが﹁認

❻

2

定品﹂として︑認定証シールの貼付を許さ

耐久性

上段昇降式サイクルラック技術基準

❺

5

イクルラックの技術基準として﹁平面式サ

アスファルト舗装の場合は架台支柱下部にコンクリート基礎を設
置する。床面のコンクリート厚さは土間コンクリートは100mm
以上、デッキプレート床は60mm以上

イクルラック﹂
﹁スライド式サイクルラック﹂

「平面式サイクルラック」と同じ
「平面式サイクルラック」と同じ。ただし持ち上げ力の計測方向は、
可動フレームに対して直角とする

クルラック﹂
﹁個別ロック式サイクルラック﹂

「平面式サイクルラック」と同じ。ただし上面A、
B、
E、
F点、
前面C点、
側面D点

倒れ角
操作力
床面への固定

るが︑そのポイントを確認していこう︒

❹

の つが設けられることとなった︒

耐荷重性

❸

﹁ 段式サイクルラック﹂
﹁上段昇降式サイ

出し入れ動作：
「平面式サイクルラック」と同じ。
横スライド動作：ラックの横スライド往復動作を30,000回行っ
た後、円滑な動作に異常が生じないこと
耐食性：
「平面式サイクルラック」と同じ

耐久性

2段式サイクルラック技術基準

❷

れている︒

操作力

※ 2017 年11月現在

❶

自転車駐車場は︑老若男女︑誰もが利用

出し入れ操作：
「平面式サイクルラック」と同じ。
横スライド操作：満車収納時にラックを最小間隔に寄せた状態か
ら、自転車またはラックを横方向に押して、余裕幅の最大間隔まで
スライドさせる動作：160N以下

する施設だ︒また︑駅前の自転車駐車場ば

「平面式サイクルラック」と同じ

厳しい基準を
クリアした﹁証﹂

トップガイド式スライドラック CCR-FF 型

「平面式サイクルラック」と同じ

倒れ角

一般社団法人 自転車駐車場工業会では︑

自転車を出し入れするときに必要な操作力：160N以下
自転車の出し入れ動作を1,500往復行った後、円滑な動作に異常
が生じないこと。500時間の塩水噴霧試験（JIS規格Z2371）を
行い、著しい腐蝕、塗膜のふくれ、割れ、剥がれ等が生じないこと

耐荷重性

ず︑そこを歩くすべての人が駐輪機器に接

10°
以下またはタイヤ接地面から1,100mmの高さで振れ幅
200mm以下（標準）

倒れ角
操作力
耐久性

スライド式サイクルラック技術基準

❾

信頼性の確保は非常に重要だ︒

❼
❽

トップガイド式スライドラック ATG 型

近し︑あるいは接触する可能性を含んでい

❺

サイクルラックの各点に基準値の静荷重を加えたとき、溶接部の
クラック及び各部材の塑性変形がないこと。上面A点：650N、後
面B点：650N、側面C点：330N

耐荷重性

アルミスライド式サイクルラック
SSA-250 型
本質安全・垂直 2 段 ARS20S 型

垂直 2 段 AKYG-T20 型

などにも駐輪ラックが設置される例も多い︒

スライド式サイクルラック SR-FN 型

KYテクノロジー
株式会社

設備機器の製造メーカー及び管理運営会社

型式
2 段式サイクルラック SE-GFW（梁）型 ❻

サス・サンワ
株式会社

❹

それらの社会的要請を踏まえ︑また︑駐輪

❷

協会会員会社
株式会社伸明

株式会社
OSS

スライド式サイクルラック NF-200 型

株式会社
ダイケン

それぞれの立場から︑市場に送り出す製品

垂直式二段ラック NRB-1 型

❸

垂直２段式自転車ラック DIC-SC 型
スライド型サイクルスタンド
DIC-SL 220/250 型

株式会社
ニチプレ

二段式サイクルラック NR-5 型
平面スライド式サイクルラック SRD-2 型

かりでなく︑店舗の店先や︑最近では歩道

フットレバー式スライド型
サイクルスタンド DIC-220/250 型
株式会社
シーディアイ

垂直昇降式サイクルラック SVL-1 型

ダイゾー

る︒その意味でも︑駐輪設備機器の安全性・

平面傾斜式サイクルラック KS-40 型
二段式サイクルラック F-3 型
垂直昇降式サイクルラック SKVL-100 型

株式会社

平面式サイクルラック技術基準

型式

❶

平面スイング式サイクルラック EF-1 型

株式会社

この場合︑自転車を利用するしないを問わ

協会会員会社

型式
平面スライド式サイクルラック H-2 型

新和企業

東京都とともに取り組んでいき

Bicycle Parking WINTER 2017（2）
認定品として認められた製品

協会会員会社

たちに対し少しでも誇れるよう︑

たいと思います﹂

（3）Bicycle Parking WINTER 2017

る 自 治 体 と︑そ うでは ない 自 治 体 とで 大

各自治体が動きやすい環境を整えてあげら

ます。今後も季刊ペースを基本に
ください。また、皆様からの忌憚

低限の部分の底上げができるということと︑

政策担当部署にお届けしてまいり

法律によってどう変わるのかといえば︑最

ラーのフリーペーパーとして、全国の市区町村の自転車駐車場

きな格差が生まれています︒そのあたりが

年末（ 2017 年 12 月）に創刊しました。タブロイド型オールカ

らでは大きなタイムロスが生じるので︑国

も出てくるでしょう﹂

国土交通省自転車活用推進本部
事務局次長 大野昌仁参事官

と各自治体で情報交換を行いながら同時進

だ広報誌『 B i c y c l e P a r k i n g（ バイシクルパーキング ）』を昨

発行：一般社団法人 自転車駐車場工業会
〒 103-0016 東京都中央区日本橋小網町 7-2 ぺんてるビル 7F
TEL.03-3663-6284 FAX.03-3667-0057
http://www.jichuko.net

創刊

自転車活用推進法

no.1

自転車活用推進法の
﹁現在地﹂
︑そしてこれから

季刊バイシクルパーキング
2017 年 12 月発行
第1号

当工業会の活動や、自転車を取り巻く様々な情報を盛り込ん

発行してまいりますので、ご期待

WINTER
2017

業界唯一の
自転車駐車場専門情報誌

会員企業紹介

no.64

お客様が毎日、自転車駐車場を安心・安全・快適に利用していただけるよう、
思いやりと笑顔で管理に当たっております

友輪 株式会社

ご挨拶
当社は、有料自転車駐車場の受託管理を専業として平

る「親切・明朗・確実」をモットーとして、お客様が自転

成 2 年創業以来、関係各方面のご指導、ご支援を得て今

車駐車場を安全・安心・快適に利用していただけるよう、

日に至っております。

また、お客様の満足度が一層高まるよう、日夜たゆまぬ

自転車駐車場は駅前あるいは商店街等において人の
通行の妨げとなる放置駐車を解消し、快適な公共の環境
ですが、日常、自転車を愛用される住民の生活をサポー
トするためにも無くてはならない施設となっております。

当社は、自転車駐車場の管理運営に当たり、社訓であ

また、定年後の人材を再雇用することにより、高齢者

雇用の拡充という社会的役割も果たしております。

協会・団体

空間を創出することを主たる目的として設けられる施設

努力を続けています。

このように、当社は、お客様へのサービスの向上はも
ちろんのこと、地域社会への貢献を目指して努力をして
まいります。

企業理念
「親切・明朗・確実」を基本として業務をおこなって
います。

営業方針
■サービス業としての誇りと責任

◯自転車駐車場受付業務

◯お客様が気持ち良く、安全に安心して利用できるこ
とが第一の目的

◯サービスの基本精神を常に心がける
研修によるスキルの向上／自己研鑚による意識の向上
■住まいと会社・学校をつなぐ、第三の場所

◯整理整頓

◯毎日快適に利用していただける環境づくりを実現
あいさつなどの接客マナー／施設内外の環境美化／

施設の確実な点検と整備
■地域社会との連携

◯地域社会の環境向上に貢献

◯施設の清掃・点検

◯お客様や地域に安心・安全を提供
地域情報の発信、交通安全の啓発／防犯、防災ポス
ターの掲示、こども 110 番への登録

防犯、災害対策として、市区町村や警察署、消防署と
平時から協力

DATA

友輪 株式会社
本
社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 1-2-8
名古屋支店 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-3-8 旭ビル7F
大 田 支 店 〒144-0035 東京都大田区南蒲田 2-9-4-201

TEL：03-5543-2441 FAX：03-5443-2444
TEL：052-533-5527 FAX：052-563-2224
TEL：03-6424-9300 FAX：03-6424-9300
自転車・バイク・自動車駐車場
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