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平成 28 年 4 月 長崎市土木企画課

駐車場に関する各種届出等について 

駐車場に関しては、駐車場の設置や建築物の新築等の際に、以下に示す法律や条例に

基づく届出等が必要になる場合があります。該当する場合には、事前にご相談ください。 

 

【駐車場の設置等を行う場合】 

関係法律及び条例 担当窓口 

1 駐車場法 ・長崎市土木企画課 

2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の 
促進に関する法律（バリアフリー法） 

・長崎市土木企画課（建築物以外の場合） 

・長崎市建築指導課（建築物の場合） 

3 長崎県福祉のまちづくり条例 
・長崎市土木企画課（建築物以外の場合） 

・長崎市建築指導課（建築物の場合） 
 

   ※建築物以外の駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※建築物の駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建築物の新築等を行う場合】 

関係法律及び条例 担当窓口 

4 長崎市建築物における駐車施設の附置 

及び管理に関する条例（附置義務条例）
長崎市土木企画課 
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１．駐車場法に基づく届出等について 

  駐車場を設置する場合や変更等を行う場合は、駐車場法に基づく基準への適合や届出

等が必要になる場合があります（下表参照）。 

条文 該当要件 基準及び必要な手続き 

第 11 条 路外駐車場(※1)で、駐車の用に供する

部分の面積(※2)が 500 ㎡以上のもの

を設置する場合 

技術的基準に適合する必要があります。

第 12 条 都市計画区域内で、前条の基準を見た

し、駐車場料金を徴収するものを新設

又は変更する場合 

新設又は変更の届出が必要になります。

（設置前・変更前に届出） 

第 13 条 路外駐車場の供用を開始する場合 

 

管理規程の届出が必要になります。 

（供用開始後 10 日以内に届出） 

第 14 条 路外駐車場の全部又は一部の供用を休

止・廃止・再開する場合 

休止等の届出が必要になります。 

（休止・廃止・再開後 10 日以内に届出）

 ※1：道路の路面外に設置される駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの 

（駐車マスを限定した月極駐車場などの専用的に利用される駐車場は除く） 

 ※2：自動車及び自動二輪車の駐車マスの面積の合計 

 

 

 

 

 

 ■詳細についてはこちら 

 

２．高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）に関する 

届出等について 

 

  駐車場の設置や変更を行う場合は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律（以下、「バリアフリー法」という。）」に基づく基準への適合や届出等が必要にな

る場合があります（下表参照）。 

  なお、バリアフリー法第 12 条に基づく届出については、都市計画区域内であれば、

駐車場法第 12 条に基づく届出も必要となりますので、バリアフリー法第 12 条のただ

し書きにより、駐車場法第 12 条の届出に、主務省令に定める書面と図面を添付するこ

とで、バリアフリー法に基づく届出も併せて行うことができます（下表参照）。 

 

条文 該当要件 基準及び必要な手続き 

第 11 条 特定路外駐車場(※1)を設置する場

合 

路外駐車場移動等円滑化基準に適合する必

要があります。 

第 12 条 特定路外駐車場(※1)の設置等を行

う場合 

新設又は変更の届出が必要になります。 

（設置前・変更前に届出） 

○附置義務駐車場も兼ねる場合は、参考資料として、附置義務台数算定表、求積

図、求積表を添付してください。 

○駐車場の設置にあたっては、防犯カメラの設置などの防犯対策にもご協力をお願

いします。 

http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/640000/643000/p005484_d/fil/parking1.pdf
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 ※1：駐車場法第 2 条第 2 号に規定する路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が

500 ㎡以上あり、その利用に当って駐車料金を徴収する駐車場（建築物である駐車場又

は建築物に附属する駐車場を除く） 

 

 

 

 

 

 

■詳細についてはこちら 

 

３．長崎県福祉のまちづくり条例に基づく届出等について 

 

駐車場を設置する場合や変更等を行う場合は、長崎県福祉のまちづくり条例に基づく

基準への適合や届出等が必要になる場合があります（下表参照）。 

条文 該当要件 基準及び必要な手続き 

第 13 条 路外駐車場(※1)で、駐車の用に供す

る部分の面積(※2)が 500 ㎡以上の

ものを設置等する場合 

特定生活関連施設の整備基準に適合する

必要があります。 

第 16 条 路外駐車場(※1)の設置等を行う場合 新設又は変更の届出が必要になります。

第 17 条 第 16 条による届出を行った場合 当該届出に係る工事が完了したときは、

その旨の届出が必要になります。 

※1：道路の路面外に設置される駐車のための施設であって、一般公共のように供される 

もの（機械式駐車場及び施行規則別表第１の特定建築物に該当するものを除く。） 

※2：自動車及び自動二輪車の駐車マスの面積の合計 

 

■詳細についてはこちら 

 

 

 

 

○路外駐車場管理者等は、その管理する特定路外駐車場（新設を除く）を路外駐車場

移動等円滑化基準に適合させるよう努めなければなりません（バリアフリー法第11

条第 4 項）。 

http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/640000/643000/p005484_d/fil/parking3.pdf
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/640000/643000/p005484_d/fil/parking4.pdf
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【駐車場の設置等に伴う届出早見表】 

YES 

路外駐車場で、駐車マスの面積の合計が５００ｍ２以上あり、一時預り駐車場である場合

都市計画区域内 

①駐車場法第 12 条による届出が必要  

②バリアフリー法第 12 条による届出が必要 

③長崎県福祉のまちづくり条例第１６条による届出が必要  

※建築物の場合、②・③の届出は建築指導課へご提出いただくこととなります。 

②バリアフリー法第 12 条による届出が必要 

③長崎県福祉のまちづくり条例第１６条による届出が必要 

⇒ 建築物以外の場合 土木企画課へ 

  建築物の場合   建築指導課へ 

利用に当たって料金を徴収する場合 

※駐車マスを限定しない月極駐車の場合は 

一時預り扱いとなります。 

届出の必要はありません。 

 

NO 

③長崎県福祉のまちづくり条例第１６条 

による届出が必要  

⇒ 建築物以外の場合 土木企画課へ 

  建築物の場合   建築指導課へ 

YES 

NO 

YES NO 

⇒ 土木企画課へ 
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４．長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例に基づく届出について 

 

  建築物の新築、増築や用途変更などを行うことで一定の要件を満たす場合、「長崎市建

築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例（以下、「附置義務条例」という。）」

に基づく、駐車場の設置と届出が必要になります。 

 

附置義務条例に基づく届出が必要となるケース 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ■詳細についてはこちら 

 

駐車場整備地区 

商業地域 

近隣商業地域 

駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地

域、第一種低層住宅専用地域、第二種低

層住宅専用地域 以外の市街化区域 

（以下、｢周辺地区｣という。） 

特定用途 1)の延べ面積が 1,000ｍ２を超える 

非特定用途 2)の延べ面積が 2,000ｍ２を超える

※混合用途の場合、特定＋非特定×1/2 

が 1,000ｍ２を超える 

特定用途 1)の延べ面積が 2,000ｍ２を超える

附置義務条例に基づく届出が必要

＜①対象建築物の敷地の用途の確認＞

＜②対象延床面積の確認＞ 

1）特定用途 ：百貨店その他の店舗、事務所、病院、ホテル、工場など 

2）非特定用途：住宅、学校、寺社など 

☆注意事項 

・設置（変更）届出にあたっては、建築確認申請前に届け出る必要があります。

・届出から受理書の発行まで、通常 1～2 週間の期間がかかります。 

・対象延べ面積には、駐車の用に供する部分の床面積は含みません。 

・建物の規模や用途によっては、車椅子や荷捌きのための駐車施設の設置が必要

となる場合があります。 

・駐車の用に供する部分の面積が 500 ㎡以上で、一般公共の用に供する駐車場に

ついては、駐車場法の技術的基準への適合及び別途届出が必要となります。 

 

☆協力依頼 

・一般公共の用に供する駐車場については、防犯カメラの設置などの防犯対策に

ご協力をお願いします。 

・附置義務条例において、自転車及び二輪車の設置義務の規定はありませんが、

路上駐輪防止などのため、駐輪場の確保についてもご協力をお願いします。 

＜①・②の要件を満たした場合＞ 

http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/640000/643000/p005484_d/fil/parking2.pdf
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【長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例の概要】 

 

地区 駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域 周辺地区 

建築物の種別 特定用途 非特定用途 特定用途 

駐車施設の設置が義務付け 
られる建築物の延べ面積 1,000m2を超える 2,000m2を超える 2,000m2を超える 

設置基準 150m2に 1 台 400m2に 1 台 150m2に 1 台 

中小規模建築物に対する 
緩和措置（6,000m2未満） 1- 

1,000×(6,000-(A1+A2))
1- 

6,000-(A1+A2)
6,000×(A1+A2/2)-1,000×(A1+A2) 

A1､A2 については表下部※参照

2×(A1+A2) 

荷捌きのための駐車場の 
設置が義務付けられる 
建築物の延べ面積 

2,000m2を超える なし 3,000m2を超える 

ただし、敷地面積 1,000m2未満は除く 

荷捌きのための駐車場 
施設の設置基準 

・百貨店その他の店舗
3,000m2に 1 台 

・事務所 
5,000m2に 1 台 

・倉庫 
1,500m2に 1 台 

・上記の用途以外 
4,000m2に 1 台 

なし 5,000m2に 1 台 

中小規模建築物に対する 
荷捌きのための駐車施設の 
緩和措置（6,000m2未満） 

1- 6,000－建築物の延べ面積

 

1- 

6,000-建築物の 
延べ面積 

２×建築物の延べ面積 建築物の延べ面積

事務所の用途に供する  
大規模建築物に 
対する逓減措置 

事務所の用途に供する建築物に限り一部緩和 
10,000m2超
50,000m2超
100,000m2超

50,000m2まで
100,000m2まで

床面積 30％免除 
床面積 40％免除 
床面積 50％免除 

1 台あたりの 
駐車マスの面積 

 ①一般的な乗用車のための駐車マス 2.3m×5.0m 以上 
②車イス利用者のための駐車マス  3.5m×5.0m 以上 
③荷捌きのための駐車施設     3.0m×7.7m 以上 

                   はり下の高さ 3.0m 以上 

駐車場の設置が義務付けら
れている特定・非特定用途
の混合建築物の延べ面積 

特定用途部分の延べ面積＋非特定用途部分
の延べ面積の 1/2 が 1,000m2を超える 

 

※条例で算出された駐車場の附置義務台数は、車いす対応の駐車施設及び荷捌きのための駐車施設
の台数含む 

※A1 特定用途の面積、A2 非特定用途の面積 

※特定用途：自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で駐車場法施行令第 18 条で定め 

られた用途をいう。（百貨店その他の店舗、事務所、病院、ホテル、工場など） 

※非特定用途：自動車の駐車需要を生じさせる程度の小さい用途で特定用途以外の用途をいう。 

（住宅、学校、寺社など） 

 


