
駐車場使用細則 
 

駐車場の使用 

駐車場は、自己保有自動車の駐車の目的にのみ使用し、他の迷惑となる行為をしてはならない。 

 

注  意  事  項 

１．専用使用の期間は、区分所有者の当該専有部分の区分所有期間とし、専用使用権の放棄は、でき

ないものとする。 

２．区分所有者は、管理組合より駐車場の位置指定を受ける（№56～62の駐車場は除く）とともに管

理組合と駐車場使用契約を締結するものとする。 

３．駐車場の専用使用権を他の区分所有者その他第三者に譲渡および貸与することはできないものと

する。ただし、次の各号に定める場合に限り、駐車場の貸与が認められるものとし、当該駐車場

に係わる問題等については、当事者が協議の上対処し、管理組合および譲受人に対し一切迷惑を

かけないものとする。 

(1) 区分所有者が、その専有部分とともに駐車場を占有者に貸与した場合。 

(2) 区分所有者が、現に対象物件の駐車場を使用している区分所有者および占有者から、自己保

有自動車の駐車の申し入れを受けた場合。 

４．駐車場の位置については、当事者が合意の上、管理組合に文書で通知することにより、交換でき

るものとする。 

５．指定された駐車場所には、あらかじめ管理者に申し出た自動車のみを駐車し、原状の変更もしく

は工作物の築造等をしてはならない。 

６．火災、爆発のおそれのある物品その他危険物の持込、またはこれらを積載した自動車を駐車して

はならない。 

７．駐車場使用者の故意または過失により駐車場の設備に損害が生じたときは、使用者の責任と負担

において原状に回復するものとする。また、第３項の場合の当事者は、連帯してその責を負うも

のとする。 

８．自動車の出入庫の際に、他住戸の迷惑にならないよう騒音に注意すること。 

９．駐車場に駐車できる車輌には以下の制限があること。 

平地駐車場（区画割り寸法） 

区画番号 幅 長  さ 高  さ 

５６～５９ 1,850m/m 4,700m/m 2,500m/m 

６０・６１ 1,850m/m 5,050m/m 2,000m/m 

６２ 1,750m/m 4,700m/m 2,000m/m 

※上記数値は区画割り寸法であり、車輌寸法とは異なること。また、設計図から算出したのであ

るため、施工上寸法が変更になる場合があること。 

※№６０・６１・６２の平地駐車場は、東側を車の前部として駐車すること。また、出入庫する

際に一部隣接の駐車場区画を横切る場合があること。 

 

三段機械式（中小型用） 

区  画  番  号  全 長 全 幅 全 高 車輌重量 

1､4､7､10､13､16､19､22､25､28､31 上段 4,850m/m 1,800m/m 2,000m/m 1,700 ㎏ 

2､5､8､11､14､17､20､23､26､29､32 中段 4,850m/m 1,800m/m 1,550m/m 1,700 ㎏ 

3､6､9､12､15､18､21､24､27､30､33 下段 4,850m/m 1,800m/m 1,550m/m 1,700 ㎏ 

 



三段機械式・二段機械式（中型用） 

区 画 番 号  全  長 全  幅 全  高 車輌重量 

 34､37､40､43､46､49 

 52､54(二段式) 

上段 5,050m/m 1,800m/m 2,000m/m 2,000㎏ 

 35､38､41､44､47､50 中段 5,050m/m 1,800m/m 1,550m/m 2,000㎏ 

 36､39､42､45､48､51 

 53､55(二段式) 

下段 5,050m/m 1,800m/m 1,550m/m 2,000㎏ 

 

※上記数値以内であっても車種によっては駐車できない場合があること。 

※機械式駐車場は後進入庫となること。 

※区画によっては出入庫時に数回の切り返し、または、道路からの後進入庫が必要となる場合が

あること。 

※機械式駐車場は同一操作盤で一度に２台以上の操作をすることはできないこと。また、操作盤

が別の場合でも隣接する機械式駐車場を同時に作動できない場合があること。 

※上記全幅の数値はドアミラーを含んだ数値ではないこと。入庫時はドアミラーをたたむこと。 

※三段機械式駐車場は機械作動後、出入庫前の状態に戻さないと操作盤の鍵が抜けないシステム

になっていること。 

 

１０．区分所有者がその専有住戸（以下｢当該住戸｣という）を譲渡し、機械式駐車場を使用していた場合、

理事会は当該住戸の譲受人を含め、その機械式駐車場使用希望者を募り、抽選会を開催する。(平置

駐車場No５６～６２は除く)抽選方法は、始めに当該住戸区分所有者が使用していた駐車場の位置を

抽選し決定する。当選者が従来使用していた駐車場については、その場で再び希望者を募り、抽選に

より新たな使用者を決定する。以上の位置変更を最終的に希望者がなくなるまで繰り返す。尚、当該

住戸の譲受人が当選した場合はその時点で位置変更は終了とする。又、全員の最終的な位置が確定す

るまでの期間、当該住戸の譲受人は暫定的に、元の区分所有者が使用していた駐車場を使用すること

を妨げないこととする。 

 

駐車位置の再抽選 

1. 機械式駐車場の駐車位置は 3年毎に再抽選を行うものとする。ただし初回のみ本規則の制定後直ちに

行うものとする。 

2. 507・508・509 号室の事業協力者の使用する No.28・29・30 の駐車位置については、区分所有権の譲渡

または転貸によってその位置が管理組合に返却されるまでは抽選の対象から外すものとする。 

3. 抽選に先立って区分所有者は駐車する車種、登録ナンバーと現在の駐車区画番号を明記した上で「抽

選免除」、「上段」、「中段」、「下段」のうち第 1希望と第 2希望を出すものとする。ただし、駐車車両

が車両制限のため中型用に駐車位置が限定される場合にはその旨を明記するものとし、さらに駐車不

可の駐車位置(中小型用)に当選したときには当選を辞退する意思がある場合にはその旨も明記するも

のとする。ただし、区分所有者からの希望が出されなかった場合は、「抽選免除」の希望が出されたも

のとみなす。 

 

(参考) 抽選対象位置 

駐 車 位 置 パレット数 車 両 制 限 

上段(中型用) 8 パレット 全長 5050mm, 全幅 1800mm, 全高 2000mm, 重量 2000kg 

上段(中小型用) 10 パレット 全長 4850mm, 全幅 1800mm, 全高 2000mm, 重量 1700kg 

中下段(中型用)  14 パレット 全長 5050mm, 全幅 1800mm, 全高 1550mm, 重量 2000kg 

中下段(中小型用) 20 パレット 全長 4850mm, 全幅 1800mm, 全高 1550mm, 重量 1700kg 

 

4. 「抽選免除」を希望した場合には、現在の駐車位置を引き続き使用できるものとする。ただし「抽選

免除」を希望した者は、管理組合に位置交換を請求する場合を除き、その駐車位置を他の区分所有者

と交換できないものとする。 

5. 「上段」、「中段」あるいは「下段」を希望した場合には、「抽選免除」希望者の駐車位置を除いた残り

の部分について駐車位置の抽選を行うものとする。 

6. 中型用と中小型用は抽選の際に区別をしないものとする。ただし、中型用を使用中であり、申込み時

点での駐車車両が車両制限から中小型には移動不可の場合に限り、希望位置の抽選で落選した場合や、



あるいは希望位置の抽選で当選しても中小型用のため辞退した場合には、残りの位置の抽選では優先

して中型用に割り当てるものとする。 

7. 抽選は下記の順に行うものとする。 

(1) 第 1 希望者数が空き数を上回らない駐車位置の抽選 

(2) 第 1 希望者数が空き数を上回っている駐車位置の抽選 

(3) 第 2 希望者数が残り数を上回らない駐車位置の抽選 

(4) 残りの駐車位置のうち中型用に限定した抽選(現在中型用を使用中で駐車車両が車両制限から中

小型には移動不可の者のみ) 

(5) 残りの駐車位置の抽選 

ただし希望者数と空き数が一致する駐車位置が複数発生した場合には、それぞれについて中型用駐車

位置を優先して抽選を行うものとする。 

8. 当選の辞退は申込み時の申告か、あるいは抽選の場でのみ可能とし、その後の辞退は認めないものと

する。辞退者が出た場合は、その空き位置を埋めるための再抽選を行った後に、次の抽選に入るもの

とする。 

9. 申し込み後の希望位置の変更、または「抽選免除」への変更は認めないものとする。 

10. 次の再抽選の前に機械式駐車場の駐車位置の交換を希望する者は、管理組合に文書で通知することに

より、駐車位置の交換を請求することができるものとする。この場合、理事会はその機械式駐車場使

用希望者を募り、抽選会を開催する。抽選方法は、始めに交換希望者が使用していた駐車場の位置を

抽選し決定する。当選者が従来使用していた駐車場については、当初の交換希望者を含めてその場で

再び希望者を募り、抽選により新たな使用者を決定する。以上の位置変更を最終的に希望者がなくな

るまで繰り返す。尚、当初の交換希望者が当選した場合はその時点で位置変更は終了とする。 

 

駐車場使用料 

1. 「抽選免除」を希望した者の駐車場使用料は駐車位置によらず「無料」とする。 

2. 再抽選または交換によって駐車位置が決定した者、および No.56～62(平地駐車場)と No.28・29・30(事

業協力者用)の駐車場使用料(月額)は下記とする。 

 

駐車位置 使用料(月額) 

平地 無料 

上段・No.28 マイナス 1,000 円 

中段・No.29 マイナス 2,000 円 

下段・No.30 マイナス 3,000 円 

 

3. マイナス使用料は管理費等の支払い履行の都度発生し、一般会計から「駐車場特別負担金」として支

出するものとする。すなわち、マイナス使用料は毎月支払う管理費等から差し引きするものであり、

管理費等が未納の場合は管理組合に支払い義務はないものとする。 

 

第 10 項は平成 12 年 11 月 23 日追加施行。 

駐車位置の再抽選、駐車場使用料、平成 13 年 11 月 18 日追加施行。 

駐車位置の再抽選方法変更、駐車場使用料変更、平成13年11月18日施行 

 

 


