
駐車場法及びバリアフリー新法Ｑ＆Ａ 

 

○各法律の概要について  

Ｑ１：駐車場法とは？  

Ｑ２：バリアフリー新法とは？  

 

○用語解説  

Ｑ３：「一般公共の用に供する駐車場」とは？  

Ｑ４：「一般公共の用に供する駐車面積の合計」ってどこのこと？  

Ｑ５：「路外駐車場」と「特定路外駐車場」って何が違うの？ 

Ｑ６：バリアフリー新法の届出の対象とならない特定路外駐車場を知りたい。  

 

○届出について  

Ｑ７：届出の要件に当てはまるのかが分からない。  

Ｑ８：届出からの流れを知りたい。  

 

○よくある質問  

Ｑ９：営業時間中は専用駐車場ですが、営業時間外は臨時的に有料で一般公共の

用に供する場合、届出は必要ですか？  

Ｑ１０：一般公共の用に供されていない駐車場(届出不要 )の判断基準が知りたい。 

Ｑ１１：駐車場の出入口を設ける道路が狭いのですが、大丈夫ですか？  

Ｑ１２：駐車場法施行令第 13 条の照度の確保について知りたい。  

Ｑ１３：駐車場法の届出をしないと罰則等はありますか？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【各法律の概要について】  

 

Ｑ１：駐車場法とは？  

⇒駐車場法は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し、必要な事

項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資する

とともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的として昭和 32 年に

制定されました。 

 なお、駐車場の設置及び管理規定の受理等の事務は「知事の権限に属する事務

処理の特例に関する条例」に基づき、吉川市都市計画課にて行っています。  

 

Ｑ２：バリアフリー新法とは？   

⇒正式には「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」と言い、

平成 18 年 6 月に施行されました。  

 この法律は、大規模なビルやホテル、飲食店を対象としたハートビル法 (正称「高

齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法

律」)と、駅や空港、バスといった公共交通を対象とした交通バリアフリー法(正

称「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関

する法律」)を統合した法律です。  

 本法律は、高齢者や障がい者などの自立した日常生活や社会生活を確保するた

めに、路外駐車場にバリアフリー基準(移動等円滑化基準)を設け、設置者に適合

を求めるものです。  

 本法律で定める特定路外駐車場に該当する駐車場にあっては、届出が必要にな

ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【用語解説】 

 

Ｑ３：「一般公共の用に供する駐車場」とは？  

⇒不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」

だけでなく、商業施設や病院等の駐車場も該当します。  

 なお、月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている駐車場は

対象となりません。  

 

Ｑ４：「自動車の駐車の用に供する面積」ってどこのこと？  

⇒駐車マス(車室)の面積の合計を言います。車路や管理室等の面積は含まず、純粋

に駐車の用に供する部分の面積です。  

  

Ｑ５：「路外駐車場」と「特定路外駐車場」って？  

⇒路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車のための駐車施設であって、

一般公共の用に供する駐車場であり、特定の者が利用する駐車場(月極駐車場や

専用駐車場等)は含まず、一般的には、時間貸し駐車場、買い物客以外も利用可

能な商業施設駐車場などが該当します。 (駐車場法第 2 条第 2 号) 

  

⇒特定路外駐車場(バリアフリー新法第 2 条第 11 号)とは、駐車場法第 2 条第 2 号

に規定する路外駐車場のうち、自動車の駐車の用に供する部分の面積が 500 ㎡

以上のものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものを言いま

す。  

ただし、道路附属物の駐車場、公園施設の駐車場、建築物及び建築物の付属施

設の駐車場にあっては、バリアフリー新法の対象となる特定路外駐車場に当た

りません。  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｑ６：バリアフリー新法の届出の対象とならない特定路外駐車場を知りたい。  

＜道路附属物の駐車場とは＞  

  まず、道路の附属物とは、「道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の

確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物」とされており、道路法第 2 条

第 2 項に掲げられているもののみを言います。 (これを限定列挙主義と言いま

す。) 

そして、道路法で言う道路附属物の駐車場とは、「自動車駐車場又は自転車駐

車場で道路上に、又は道路に接しており、道路法第 18 条第 1 項に規定する道路

管理者が設けるもの」とされています。 (道路法第 2 条第 2 項第 6 号 ) 

  なお、道路法第 18 条第 1 項で規定する道路管理者とは、国や県、市町村を対

象としています。  

 

＜公園施設の駐車場とは＞  

 まず公園施設とは、都市公園法第 2 条第 2 項に規定する都市公園の効用を全う

するために設けられる施設を言います。例えば、広場や休憩所、噴水やぶらんこ

等が挙げられています。(都市公園法第 2 条第 2 項第 1 号から第 9 号 ) 

 これら公園施設に附属している駐車場となります。  

 

＜建築物及び建築物に附属する駐車場とは＞  

 駐車場自体が建築物である自走式や機械式駐車場を含む立体駐車場、ショッピ

ングセンターや病院などの建築物に附属した駐車場を指します。  
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【届出について】  

 

Ｑ７：届出の要件に当てはまるのかが分からない。  

⇒「駐車場法」「バリアフリー新法」に基づく路外駐車場の届出の考え方は、以

下のフローのとおりです。  
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※吉川市は全域が都市計画区域に指定されています。  

※特定路外駐車場(Ｑ６)に該当しない場合、バリアフリー新法の届出は不要です。 

 

 

 

 

 

一般の公共の用に供する駐車場ですか？  

自動車の駐車の用に供する部分の面積が 500 ㎡以上ですか？  

駐車場法施行令で定める技術基準に適合させなければいけません。 

駐車料金を徴収しますか？  

都市計画区域内ですか？  

「駐車場法」、「バリアフリー新法」、

「埼玉県福祉のまちづくり条例」に

基づく届出が必要です。  

「バリアフリー新法」、  

「埼玉県福祉のまちづくり条例」

に基づく届出が必要です。  

届出は不要です。 



届出書提出  

不足・誤り修正指示  

 修正後、再提出  

届出書受理連絡  

工事完了連絡  

供用後 10 日以内に提出  

審査後に (副 )を返却  

Ｑ８：届出の提出からの流れを知りたい  

⇒以下の図が路外駐車場の設置･変更等届出事務の標準フローになります。  

路外駐車場管理者  吉川市  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

事前相談  

届出書・図面修正  

届出書(正副 )作成  届出書受付  

届出書・図面審査  

届出書受理  工事着工  

工事完了  立入検査  

手直し  是正命令  

適合確認  

届出書(副)返却  駐車場の供用開始  

管理規定審査  管理規定(正副 )提出  

管理規定の変更  届出事項の変更  

・届出事務全般の説明  

・届出に必要な書類の説明  



【よくある質問】  

Ｑ９：営業時間中は専用駐車場ですが、営業時間外は臨時的に有料で一般公共の

用に供する場合、届出は必要ですか？  

⇒一時的又は短時間であっても、駐車場法第 12 条の規定により届出が必要になり

ます。  

 

Ｑ１０：一般公共の用に供されていない駐車場 (届出不要 )の判断基準が知りたい。 

⇒一般公共の用に供されていない場合とは、駐車場の利用者を限定し、その他の

者の利用を恣意的に排除している場合を指します。具体的には、出入り口に管

理人等を置き、一般の利用者を排除している場合等が挙げられます。  

 専用駐車場と明示し、管理規定おいて駐車場の利用者を限定する旨が規定され

ている場合であっても、その他の者の利用を恣意的に排除していない場合は、

(管理人等が常駐していても)一般公共の用に供されていると解されます。  

 その他の場合については、駐車場の管理・運営状況を鑑み個別に判断しますの

で、都市計画課にご相談ください。  

 

Ｑ１１：駐車場の出入口を設ける道路が狭いのですが、大丈夫ですか？  

⇒駐車場法施行令第 7 条第 1 項第 1 号ホにおいて、駐車場の出入口は幅員 6m 未

満の道路に設ける事を禁止しています。なお、6m 以上の道路幅員の確保が必要

とされるのは、出入口を挟む交差点から交差点までとされています。  

 補足になりますが、路外駐車場の前面道路が 2 以上ある場合(両方とも幅員 6m

以上)の自動車の出入口は、原則として自動車交通に支障を及ぼす恐れの少ない

道路に設けることとされています。(駐車場法施行令第 7 条第 1 項第 2 号) 

 

Ｑ１２：駐車場法施行令第 13 条の照度の確保について知りたい。  

①  駐車場法施行令第 13 条の照度の確保は、建築物の屋上部分を駐車場にする場

合、屋根が無い場合にあっても建築物内 (屋内 )と同様に、規定されている照度

を確保する必要がありますか？  

⇒必要です。屋上なので昼間は太陽光により照度が確保されていますが、夜間は

照度の確保が不十分となるため、規定照度を確保できる照明装置の設置をお願

いいたします。  

 なお、建築物とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有

するもの(これに類するものを含む)」を言います。(建築基準法第 2 条第 1 項 ) 



②  駐車場法施行令第 13 条では、当該駐車場の車路の路面で 10LX(ルクス )以上、

自動車の駐車の用に供する部分 (車室 )で 2LX以上の照度の確保を義務付けてい

ますが、これは平均照度なのか、最低照度なのかを知りたい。  

⇒平均照度ではなく、最低限確保すべき照度としています。つまり、車路の路面

の一番暗い所で 10LX、駐車部分の床面の一番暗い所で 2LX を確保していただ

きます。  

 

③  照度の確保について、周辺環境を考慮し緩和等の措置はありませんか？  

⇒照度の緩和等の措置はございません。  

駐車場内の照度を確保していただきつつ、周辺環境については、壁を設置し周

辺に光が漏れにくくしたり、照明の向きを変えるなどの対応をお願いいたしま

す。  

 

Ｑ１３：駐車場法の届出をしないと罰則等はありますか？  

⇒駐車場法第 21 条から第 24 条の規定により、罰金に処されることがあります。  

 なお、バリアフリー新法においても第 59 条から第 64 条にて罰金規定が設けら

れています。  


