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ひとにやさしい駐車場利用証制度について 

１ 概要 

    公共的施設の障がい者用駐車スペース（車いす使用者用駐車施設）の利用対象者の範囲を定

め、県が対象者に対して利用証を交付し、制度に協力いただける施設と協定を締結することに

よって、不適正利用への声掛けを容易にするとともに、県民の方々に障がい者用駐車スペース

の設置意義や適正利用について周知を図るものとして、平成22年４月１日から導入。 

 

 

 

 

 

  （参考）利用証交付対象者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ※ 有効期間は、障害者、難病患者（特定疾患治療研究事業対象者）、要介護認定を受けた

者は５年、それ以外の者は１年以内である。 

 

２ 実施状況 

(1) 利用証所持者（H27.１.29時点） 

長期利用証（有効期間 ５年間） 6,336件（制度開始後交付数（累計） 7,870件） 

短期利用証（  〃  最長１年間）   148件（  〃           680件） 

(2) 指定駐車施設（平成27年12月末時点） 

456施設 913区画 

 

 

 

 

資料 No.２－２ 

○ 利用証交付対象者（歩行困難な方の範囲） 

道路交通法に基づく「駐車禁止除外指定標章」制度の対象者層を基本に、他県の類

似制度で対象としている高齢者、妊産婦、難病患者と、歩行困難との医師の診断を受

けたけが人を加え、歩行困難な方として利用証の発行対象としている。 

 ひとにやさしい駐車場利用証 駐車禁止除外指定標章（岩手県の細則）

４級以上 ４級の１以上
聴覚障害 ３級以上 ３級以上
平衡機能障害 ５級以上 ３級以上
上肢 ２級以上 ２級の２以上
下肢 ６級以上 ４級以上
体幹 ５級以上 ３級以上
上肢機能 ２級以上 ２級以上
移動機能 ６級以上 ２級以上
心臓機能障害 ４級以上 ３級以上
腎臓機能障害 ４級以上 ３級以上
呼吸器機能障害 ４級以上 ３級以上
膀胱又は直腸機能障害 ４級以上 ３級以上
小腸機能障害 ４級以上 ３級以上

４級以上 ３級以上
４級以上 ３級以上

精神障害者保健福祉手帳の等級１級 精神障害者保健福祉手帳の等級１級
療育手帳の障害の程度欄Ａ 療育手帳の障害の程度欄Ａ
当該診断を医師から受けた者 当該診断を医師から受けた者
特定疾患治療研究事業受給者

要介護度１以上
出産予定日の前後12週に該当する方
車いす、杖等使用期間（最大１年以内）

脳病変による運
動機能障がい

心臓、腎臓、呼吸器、
膀胱又は直腸、小腸
の障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

視覚障害
聴覚又は平衡機能障
害
肢体不自由

肝臓機能障害

身
体
障
害
者

対象外
介護保険法に基づく要介護認定を受けた方
母子健康手帳を所持している妊産婦

歩行困難との医師の診断を受けたけが人の方

精神障害者（精神保健福祉手帳を所持している方）
知的障害者（療育手帳を所持している方）

色素性乾皮症患者
難病患者



2 

 

 （参考）圏域ごとの状況 

 

 振興局
指定駐車
施設数

指定駐車
区画数

協定
締結数

備考

盛岡局 109 217 36
県南局 奥州 6 15 5

花巻 16 28 13
一関 31 66 5

沿岸局 釜石 6 11 6
大船渡 17 33 5
宮古 24 51 7

県北局 久慈 26 45 6
二戸 12 12 5

本庁 144 285 27 民間事業所等（医療局、企業局を含む）
65 150 － 県関係施設

計 456 913 115  

 

３ 制度の適切な運営に向けた取組（平成27年度） 

(1) 制度の普及啓発 

   県政広報等を通じ、指定駐車場協力施設の拡充を働きかけた。 

  （参考）県政広報 

ラジオ広報（４月）、地上デジタルデータ放送（８月）、コンビニ等へのチラシ配架

（11月、２月）） 

(2) 指定駐車施設の状況把握（調査期間：H27.８月～12月） 

指定駐車施設の情報に変更があった場合は、駐車場管理者が県に届け出を行うこととして

いるが、制度開始から５年が経過したことや東日本大震災津波の発生を踏まえ、指定駐車施

設の一斉調査を行い、施設の状況を確認するとともに、県ホームページを更新した。 

 

(3) 他県等の状況把握（H27.12月） 

制度の普及啓発や不適正利用の防止に向けた取組の参考とするため、パーキングパーミッ

ト制度を導入している他県等から、取組状況を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔調査結果の概要〕 

○ 制度の周知・啓発等 

・ 交通安全協会や自動車教習所などに制度周知の協力を依頼。 

・ 新規店の情報等をこまめに収集し、訪問のうえ、協力を求める。 

・ 建築関係の届出や通知発出の際にチラシを添付。 

・ 定期的に案内表示資材の更新案内を行い、新たな区画を確保。 

○ 不適正利用への対策 

・ 県においてチラシや注意喚起文書を配布。 

・ 利用証を掲示せずに駐車している車のワイパーに県作成のチラシを挟んでいる。 

・ 適正利用を呼び掛ける標語を募集。 

・ 民間警備会社に委託し協力施設を巡回。 

・ テレビＣＭの制作・放映。 

・ 定期的に店頭で買い物客に対し制度をＰＲ。 

・ 啓発グッズ（ポケットティシュ等）の配布。 

・ 施設管理者が施設証を容易に掲出できるよう、カラーコーン用カバーやサイン 

キューブ（台形型の案内板）など複数の表示物品を作成。 
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 (4) ひとにやさしい駐車場制度に関するアンケートの実施 

   今後の駐車場の確保・拡充や制度の周知等のあり方等の検討に当たり、利用証使用者を対 

象に調査を実施したもの。 

  ① 調査期間 平成 27年７月～12月 

  ② 対象者数 長期利用証の更新手続き等のため来庁した利用者（400名を想定） 

  ③ 回答数  144名（回答率 36％） 

  ④ 結果概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 過去の主な問合せ・回答の一覧作成 

   利用証の交付事務は振興局が行っていることから、適正かつ円滑な事務処理を行ううえで

参考となるよう、事務処理に関する過去の主な問合せ・回答の一覧を作成し、庁内ネットワ

ークにより各振興局で共有できるよう対応した。 

 

 

４ 今後の対応の方向性 

 

 

 

(1) 適正利用に向けた取組 

① 県政広報等を活用し、制度について県民全体への更なる普及促進を図る。 

② 県において注意喚起文書を作成し、利用証を掲示せずに障がい者用駐車スペースに駐車

している者に交付するよう、施設管理者に協力を依頼する。 

(2) 指定駐車施設の拡大 

① 全県下に展開している大型店等に対し、文書や訪問等により指定駐車施設の設置につい

て協力を求める。 

また、民間施設、公共施設双方の指定駐車施設拡大に向け、県担当課等と連携し、新規

の建築物等の情報を収集のうえ、施設設置者に対し、文書や訪問等により協力を求める。 

  ② これまでのステッカータイプの施設証は、施設管理者が台座等を用意する必要があり、 

   表示が難しいことを理由に協定締結に至らないケースもあったことから、施設設置者が容

制度の周知や駐車スペースの適正利用のための啓発を引き続き行うとともに、指定 

駐車施設の拡大に努め、制度がより適切に運営されるよう取組を進める。 

○ 制度利用による車の停めやすさの変化 
かなり停めやすくなった 88人 
少し停めやすくなった  42人  計 130人（90％） 

※ 「かなり停めやすくなった」以外を回答した 54人中 33人が、車を停められな
い原因として「利用証の掲示のない車が駐車している」と回答。 

○ ひとにやさしい駐車場を設置してほしい施設（複数回答） 
病院・診療所 68人 
銀行・郵便局 40人 
大型ショッピングセンター・百貨店 38人 

○ ひとにやさしい駐車場利用証制度に対する感想 
必要な制度である 133人（92％） 

 
≪意見等≫ 
・ 高齢者マークをつけている車の利用が目立つ。 
・ 利用証を掲示していない車が停まっていることが多い。 
・ 自力で歩ける人が駐車場に停めている。 
・ 対象者の範囲が広く、制度が始まって、かえって車を停められなくなった。駐
車場の数が少ない。 
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易に設置しやすいカラーコーン用カバーの施設証を作成し、指定駐車施設の拡大につなげ

る。 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) その他 

長期利用証については、有効期間が５年間であることから、平成 26年度末から更新手続き 

  を行っている。引続き利用者に更新手続きについて周知し、利用証の適正な交付を行う。 

 

ひとにやさしい駐車場 施設証 

 

カラーコーン用カバー（三重県） 


