
平素は、日比谷自動車駐車場をご利用
いただき、誠にありがとうございます。

当駐車場は、1960年（昭和35年）6月4日
に日比谷公園の地下にて開業以来、おかげ
さまで2020年（令和2年）6月4日をもちまし
て６０周年を迎えることができました。

今後もサービス向上に鋭意努め、お客さま
のご利用を心よりお待ち申し上げます。



日比谷自動車駐車場工事状況（全景）
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写真は、日本道路公団発行の日比谷自動車駐車場1960・3より加工編集 東日本高速道路株式会社



掘削・山留工事

（シートパイル・切梁状況）

掘削状況（土砂運搬状況）

後方は日比谷公会堂

躯体工事（型枠建込状況）

写真は、日本道路公団発行の日比谷自動車駐車場1960・3より加工編集 東日本高速道路株式会社



入口ゲートの遍歴（開業時～現在まで）
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2018年 2020年（現在）
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1960年開業時

東日本高速道路株式会社



日比谷公園航空写真（営業開始時）

日比谷公園航空写真（現在）

国土地理院HPより引用（加工編集）
https://maps.gsi.go.jp/

国土地理院HPより引用（加工編集）
https://maps.gsi.go.jp/

１９６３年（昭和３８年）

２０１９年（令和１年）
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日比谷自動車駐車場
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東日本高速道路株式会社

https://maps.gsi.go.jp/
https://maps.gsi.go.jp/


旧日本道路公団の社内報にて事業計画の紹介記事
（日比谷駐車場事業と首都高速道路計画が同じ事務所で担当）

後に首都高速道路公団へ分離

↓

現在：首都高速道路㈱

日本道路公団

↓

現在：東日本高速道路㈱
当時：事業計画担当部署

1957.11.25発行

日本道路公団社内報【道しるべ】より

東日本高速道路株式会社



建物本体のコンクリート工事 【内側から外側への逆施工工法】

日比谷公会堂

↓
ＮＨＫ東京

↓

日本勧業銀行

↓

1959.9.10発行

日本道路公団社内報【道しるべ】より



旧日本道路公団の社内報にて竣工式の紹介記事
（AM・PMの２回開催）

1960.6.10発行

日本道路公団社内報【道しるべ】より抜粋



旧日本道路公団の社内報にて竣工式の紹介記事
（AM・PMの２回開催）

1960.6.10発行

日本道路公団社内報【道しるべ】より抜粋



年齢 西暦 和暦 月日 日比谷駐車場に関する出来事 日比谷駐車場の周囲の出来事 世の中の動向及びNEXCO関係

-4 1956年 昭和31年 4月16日 日本道路公団設立

1956年 昭和31年 7月27日 東京都市計画自動車駐車場事業の執行及び特許範囲が決定

8月28日 営団地下鉄丸ノ内線着工（西銀座～新宿間）

-3 1957年 昭和32年 6月20日 建設大臣より日比谷駐車場事業の執行を特許【都市計画駐車場として日本初】

7月20日 東京都知事より日比谷駐車場事業の執行の特許を日本道路公団へ通知

1957年 昭和32年 10月4日 東京都立日比谷図書館が再建・開館

-2 1958年 昭和33年 9月17日 日比谷自動車駐車場　着工

1958年 昭和33年 10月15日 営団地下鉄丸ノ内線開通（西銀座～霞ケ関間）　日比谷公園内横断

-1 1959年 昭和34年 6月17日 首都高速道路公団設立（日本道路公団より分離独立）

1960年 昭和35年 5月25日 日比谷自動車駐車場　しゅん功

0 1960年 昭和35年 6月4日 日比谷自動車駐車場　営業開始

1960年 昭和35年 9月10日 ＴＶのカラー本放送を開始（NHK）

1 1961年 昭和36年 日比谷公園大噴水・第二花壇（駐車場直上）が完成

2 1962年 昭和37年 12月20日 首都高速道路初の路線開通（京橋IC～芝浦IC間）

1963年 昭和38年 6月1日 日比谷公園　開園60周年

3 7月16日 日本初の高速道路開通（名神高速道路　栗東IC～尼崎IC間）

4 1964年 昭和39年 10月1日 東海道新幹線開通（東京駅～新大阪駅間）

10月10日 東京オリンピック開催

5 1965年 昭和40年 7月1日 名神高速道路全線開通

9 1969年 昭和44年 5月26日 東名高速道路全線開通

10 1970年 昭和45年 6月4日 日比谷自動車駐車場　開業10周年

11 1971年 昭和46年 11月19日 過激派グループにより松本楼・日比谷花壇が放火（全焼）

12 1972年 昭和47年 3月20日 営団地下鉄千代田線開通（大手町～霞ケ関間）

1973年 昭和48年 6月1日 日比谷公園　開園70周年

13 1973年 昭和48年 第一次石油ショック

7月31日 ＮＨＫ東京放送会館が廃止（完全移転）⇒跡地は、現在の日比谷シティ

11月27日 都営地下鉄三田線開通（日比谷～三田間）

19 1979年 昭和54年 第二次石油ショック

20 1980年 昭和55年 6月4日 日比谷自動車駐車場　開業20周年

11月10日 中央自動車道全線開通

1983年 昭和58年 6月1日 日比谷公園　開園80周年

22 1983年 昭和58年 大音楽堂と小音楽堂が建替

25 1985年 昭和60年 10月2日 関越自動車道全線開通

27 1987年 昭和62年 9月9日 東北自動車道全線開通

1988年 昭和63年 3月24日 常磐自動車道全線開通

28 1989年 昭和64年 1月7日 昭和天皇が崩御

1989年 平成1年 1月8日 平成天皇が即位　元号が昭和から平成へ改元

4月 消費税導入 消費税導入

29 1990年 平成2年 1月 バブル崩壊

30 1990年 平成2年 6月4日 日比谷自動車駐車場　開業30周年

32 1992年 平成4年 11月27日 東京外環自動車道新規開通（和光IC～三郷JCT間）

1993年 平成5年 6月1日 日比谷公園　開園90周年

33 8月26日 台風11号災害（日比谷公園及び日比谷通りの一部・日比谷交差点が水没）

35 1995年 平成7年 1月 阪神・淡路大震災（最大震度7）

36 1996年 平成8年 3月24日 首都圏中央連絡自動車道新規開通（青梅IC～鶴ヶ島JCT間）

37 1997年 平成9年 消費税５％引き上げ 消費税５％引き上げ

12月18日 東京湾横断道路（東京湾アクアライン）全線開通

39 1999年 平成11年 11月 上信越自動車道全線開通

40 2000年 平成12年 6月4日 日比谷自動車駐車場　開業40周年

10月6日 鳥取県西部地震（最大震度6強）

41 2003年 平成15年 6月1日 日比谷公園　開園100周年

44 2004年 平成16年 10月23日 新潟県中越地震（最大震度7）

45 2005年 平成17年 10月1日 日本道路公団分割民営化に伴い→NEXCO東日本名称変更 日本道路公団分割民営化→NEXCO東日本発足

48 2008年 平成20年 9月 リーマンブラザーズ経営破綻（リーマンショック）

50 2010年 平成22年 6月4日 日比谷自動車駐車場　開業50周年

50 2011年 平成23年 3月11日 東日本大震災が発生（日比谷公園震度5強、最大震度7） 地震の影響で日比谷公園において帰宅難民発生 東日本大震災が発生（最大震度7・日本観測史上最大規模）

51 11月4日 千代田区立日比谷図書文化館が開館（東京都から移管）

52 2013年 平成25年 2月1日 日比谷ライド営業開始

53 2013年 平成25年 6月1日 日比谷公園　開園110周年

55 2016年 平成28年 日比谷公会堂が改修工事の為に休館（開館時期は未定） 熊本地震（4月14日・16日最大震度7）

57 2018年 平成30年 9月6日 北海道胆振東部地震（最大震度7）

58 2019年 平成31年 2月1日 耐震補強工事着工

4月30日 平成天皇が退位

2019年 令和1年 5月1日 皇太子徳仁親王が天皇に即位　元号が平成から令和へ改元

59 9月・10月 台風15号・台風19号が直撃（日比谷公園内の樹木の倒木が発生） 台風15号・台風19号が直撃

10月22日 即位礼正殿の儀に伴い、日比谷通り交通規制 即位礼正殿の儀に伴い、東京都内で大規模交通規制が発生 即位礼正殿の儀

11月10日 祝賀御列の儀の挙行に伴い、日比谷公園周辺部交通規制 祝賀御列の儀に伴い、東京都内で大規模交通規制が発生 祝賀御列の儀

2020年 令和2年 1月31日 耐震補強工事完了

2月頃～ 新型コロナウィルス大流行・東京オリンピック1年延期

4月7日 新型コロナウィルス大流行の為、緊急事態宣言が発出 新型コロナウィルス大流行により１都７県に緊急事態宣言が発出

4月16日 新型コロナウィルス感染警戒について特定警戒地域に指定　 新型コロナウィルス大流行に伴う緊急事態宣言が全国を対象に拡大

60 2020年 令和2年 6月4日 日比谷自動車駐車場　開業60周年

日比谷駐車場の年表（1956年～現在まで）

東日本高速道路株式会社



1977～79年 2020年（現在）

券売機・ディスプレイ

食堂の風景

喫茶コーナー 駐輪ラック・乾燥室

駐輪ラック

受付

HIBIYA RIDEは昔食堂として使用されていた場所を改装して誕生しました


