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違法駐車のもたらす弊害

○　救急車・消防車等

　緊急車両の通行妨害

○　ゴミ収集作業の妨
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１　違法駐車の現状

刑法犯の認知件数の推移
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駐車違反取締り件数の推移
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現行制度の問題点等

道路交通法の改正へ

違反行為者の特定が困難、呼出しや検挙に多大なコスト（時間・労力）

いわゆる 逃げ得 も発生

治安情勢悪化の中、違法駐車取締りに投入できる警察力の不足

総　合　規　制　改　革　会　議　答　申

放置駐車違反は現場に違反者がいない

　大　量　の　違　法　駐　車　

規　制　改　革　の　流　れ

２　新制度の概要
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新制度の要点

放置駐車に係る使用者責任の拡充

①　運転者責任の追及ができない場合に車両の使用者に放置違反金の納付を命令

②　放置違反金を滞納しているものには車検拒否

③　常習違反には車両の使用制限

放置駐車違反取締り関係事務の民間委託

①　放置違法駐車車両（放置車両）の確認と確認標章の取付けに関する事務（確認
　事務）を公安委員会の登録を受けた法人に委託可能

②　現場において放置車両の確認等に従事する者については資格制度（駐車監視員）

③　その他の関係事務も民間法人に委託可能

（法第５１条の４～第５１ 条の７）

（法第５１条の８～第５１ 条の１５）

　　　○　違反事実の確認
　　○　確認標章の取付け

運転者出頭

　　　　　　

運転者責任の追及
運転者責任の追及

　　常習者

　違反車両の使用制限

放置違反金を滞納した 場合
　　・　滞納処分

　　・　車検拒否

　　○　反則金納付
　　○　公訴提起

　　○　家裁付審判

運転者未出頭

使用者責任の追及
使用者責任の追及

弁明

納付命令

○　放置違反金納付

　　常習者

　運転免許の停止等

新制度における放置駐車違反の責任追及

Ａ　法人

登
録

放置車両の確認作業 資格制度の導入
役員・監視員等の秘密保持義務

みなし公務員規定

高知県公安委員会

Ｃ　法人

登
録

確　認　事　務　の　委　託確　認　事　務　の　委　託

入札等により委託

放 置 車 両 の 確 認 事 務 の イ メ ー ジ

高知警察署長

高知南警察署長

Ｂ　法人

登
録

業務説明会（ １７年５月２８日）

法　　人　　登　　録

駐車監視員資格者講習（７月２３・ ２４日）
修了考査　・　認定考査（７月３１日）　　　

資格者証の交付　　　　

確認事務を行おうとする法人

受講　・　受検　　　　

結　果　通　知

登　　録　　法　　人

参　加

申請（１７年９月ごろから）

入　札　説　明　会　等

従業員等

確認事務の委託までの流れ①（登録・入札関係）

入　　　　　　札

参　加

応　札

入　　札　　通　　知

県の競争入札参加者登録名簿に登録

県の入札参加資格審査

入札参加法人

申請（１８年１月１日から）

競争入札参加資格決定通知

　指名（１８年４月）

確認事務の委託までの流れ②（契約・準備関係）

資格者講習の実施

契　　　　　　　約

委　託　の　公　示

　

運　　　　　　　用　　　　　　　開　　　　　　　始

登　　　録　　　法　　　人

放　置　車　両　確　認　機　関

契約締結

届　出　等

承認・指導、監督等

監　督

巡回計画書の策定

駐車監視員の選任

制服等資機材調達

教育訓練の実施

巡　　　回

確認事務の仕様（例）

契約期間 単年度（１８年度は１０ヶ月）

実施場所

予定数量

高知・高知南警察署の管轄区域（高知市内に限定）

・　委託事務量は、確認標章取付け件数ではなく、原則として、ユニットと
いう駐車監視員の活動単位に よる活動時間の総量に従い 定められる。

・　具体的活動日程等は巡回計画書を事前に作成して決定。
　　(活動時間は、１日８時間、週４０時間、年間２５０日）

　
※　駐車監視員は、２名以上一組のユニット単位で地域を巡回。
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費用負担

後　　　述

委託費の計算

事務内容

　委託費は、いわゆる出来高制ではない。

　放置車両の確認等に当たって必要とな る専用の携帯端末、所定の帽子・
腕章は警察より貸与。駐車監視員の制服その他必要となる備品等は受託法
人において用意（予定）
　※　駐車監視員の制服に ついては、色、型、縫製法等を記載した仕様を
　　　提示。

統括責任者～ 受託法人を代表し、警察との連絡を行い 、業務を統括管
　　　　　　　　　 理する者
駐車監視員～　 駐車監視員資格者証を有する者で、警察署長が示すマ
　　　　　　　　　 ニュアルについて一定時間以上の研修を受けたもの。
　　　　　　　　　　　（ ２名以上一組で活動。）
　※　このほか、健康状態、年齢上限等の条件が付されることもある。

必要人員

制　服　と　記　章

確認事務の流れ

○　受託法人は、受託決定後、従業員等に駐車監視員資格者講習を受講させ、
　又は資格者証保有者を採用するなどし、当該委託事務に必要かつ十分な資格
　者証保有者を確保する。

○　受託法人は、当該事務を統括する統括責任者及び巡回活動に従事する駐車
　監視員を選任し、届け出る。

○　受託法人は、制服等必要な備品を用意し、警察署長から示される「マニュ
　アル」について、従事予定の駐車監視員に教育訓練を行う。

　※　「マニュアル」・・・放置車両の確認及び確認標章の取付けに当たって
　　の判断基準、具体的活動要領等を定めたもの。

○　駐車監視員は、巡回計画書に従い、制服、所定の帽子・腕章を着用の上、
　２名以上１組で地域を巡回する。

○　受託法人は、警察署長が策定する取締り活動ガイドラインを参照し、巡回計
　画書を作成し、同警察署長の了承を得る。
　※　「取締り活動ガイドライン」・・・当該警察署における重点取締り区域、
　　時間帯、違反態様等を記載したもの。警察署長が策定し、公表される予定。

○　駐車監視員は、貸与される専用の携帯端末を用い、マニュアルの定める基準
　・手法に従い、放置車両の発見・確認、写真撮影・データ登録及び確認標章の
　取付けを行う。

○　巡回を終了した駐車監視員は、警察署において確認データを報告（データ転
　送）する。

○　受託法人は、活動結果報告書を作成し、警察に提出する。

放置車両の確認と確認標章の取付け

①　放 置車両 の確 認①　放 置車両 の確 認

③　確 認標章 の作 成・取付 け③　確 認標章 の作 成・取付 け ④　放 置車両 の撮 影（２回 目）④　放 置車両 の撮 影（２回 目）

⑤　警 察署の 端末 にデー タの 登録⑤　警 察署の 端末 にデー タの 登録

②　放 置車両 の撮 影、違 反デー タの入力②　放 置車両 の撮 影、違 反デー タの入力

携帯端 末

データ登録

公安委員会の登録

登　　録

欠格事由　～　次のいずれかに該当する法人は登録を受けることができない

登録基準　～　次の要件のすべてを満たす法人は登録を受けることができる

・　所要の機械器具等を用いて確認事務を行うものであること
・　駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること
　　（登録申請時に最低２名の駐車監視員資格者証保有者を確保しておく必要）
・　当該都道府県内に事務所を有するものであること（第５１条の８第４項）

・　過去２年以内に登録の取消しを受けた法人
・　役員のうちに次のような者がある法人
　　　成年被後見人等、一定の刑に処せられその執行を終えてから２年を経過しない者
　　　等、暴力団関係者、アルコール・薬物中毒者など（第５１条の８第３項）

・　確認事務の委託対象は、都道府県公安委員会の登録を受けた法人に限定されている
・　登録は受託しようとする各都道府県ごとに受ける必要がある
・　登録の有効期間は３年

（法第５１条の８）
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登録を受けようとする法人は、登録申請書に所要の添付書類を添えて公安委員会に申請

　・　定款、登記簿の謄本等
　・　役員名簿
　・　各役員について、
　　　　・戸籍謄本（又は抄本）
　　　　・成年被後見人等とする記録がない旨の登記事項証明書
　　　　・アルコール中毒等ではない旨の診断書　　等
　・　法人が欠格要件に該当しないことに関する誓約書
　・　登録基準に適合することに関する説明書
　　　　・所要の機械器具等を整備することに関する誓約書
　　　　・２名以上の駐車監視員資格者証の写し
　　　　・当該都道府県内の事務所に係る不動産登記簿謄本、賃貸借契約書
　（確認事務の委託の手続等に関する規則第２条）　　

登録手数料

　なお、・・・登録を受けたからといって、必ず受託できるとは限らない。
　　　　　　　別途入札参加資格が定められた場合には、これを満たす必要がある場合がある。

２３，０００円（標準額）

競争入札参加資格者名簿への登録

登　　録

資格審査を申請できない者

・　成年被後見人、被保佐人、被補助人及び未成年者並びに破産者で復権を得ない者
・　営業に関し法令上必要な要件を備えていない者
・　経営状態が著しく不健全であると認められる者
・　手形又は小切手の不渡り事故を起こし、銀行当座取引を停止されている者
・　審査基準日（申請月の前月の初日とする。）の前日までに納期限の到来した都道
　府県税を滞納している者（ただし、資格審査の申請をするまでに完納した場合は、
　この限りでない。）
・　消費税及び地方消費税を滞納している者（ただし、資格審査の申請をするまでに
　完納した場合は、この限りでない。）
・　審査基準日の前日までの営業実績が１年未満の者

・　県が発注するサービスの契約に係る競争入札に参加するには、競争入札資格者登
　録名簿に登録が必要　
・　登録は、希望する営業種目（１８年１月以降は、放置車両確認事務等という種目
　を追加予定）を選択し申請。

資格審査申請に必要な提出書類

　・　競争入札参加資格審査申請書
　・　営業概要書
　・　営業種目一覧表
　・　登録事項証明書
　・　印鑑証明書
　・　都道府県税すべてに係る納税証明書
　・　地方税及び地方消費税の納税証明書
　・　財務諸表
　・　公安委員会の登録通知書の写し　　　　　　　等

　なお、・・・　競争入札参加者登録名簿に登録されると、一般競争入札及び指名なお、・・・　競争入札参加者登録名簿に登録されると、一般競争入札及び指名なお、・・・　競争入札参加者登録名簿に登録されると、一般競争入札及び指名なお、・・・　競争入札参加者登録名簿に登録されると、一般競争入札及び指名
　　　　　　　競争入札に参加する資格が得られますが、必ずしもすべての方が指　　　　　　　競争入札に参加する資格が得られますが、必ずしもすべての方が指　　　　　　　競争入札に参加する資格が得られますが、必ずしもすべての方が指　　　　　　　競争入札に参加する資格が得られますが、必ずしもすべての方が指
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名されるとは名されるとは名されるとは名されるとは限りません。限りません。限りません。限りません。

駐車監視員資格者証

駐車監視員資格者証

取得の方法

　・　駐車監視員として、街頭における放置車両の確認作業に従事できるのは、駐車
　　監視員資格者証を有する者に限定されている。　
　・　登録とは異なり、駐車監視員資格者証は、全国で有効。有効期限もない。

講　習　の　受　講 認　　定　　申　　請

修了考査に合格 認定考査に合格

交　　　付　　　申　　　請

駐車監視員資格者証の交付

駐車監視員資格者講習

１４時間の講義～２日間

１時間の修了考査

受講申込方法

・　講習実施日の１月以上前に講習の日時・場所等を公示
・　受講希望者は、受講申込書を提出して申込み

・　正誤式の試験（運転免許筆記試験のようなもの）、講義の約１週間後に実施
・　修了考査に合格すると、講習修了証明書を交付
　　（認定考査も、修了考査と基本的に同一）

・　駐車問題、駐車対策や交通警察の概要
・　違法駐車取締りや民間委託の仕組み
・　道路や車両に関する基礎知識・・車両の種類と見分け方など
・　駐車に関する交通規制・・違法駐車とは何か、どのような場合に違法駐車となるのかなど
・　放置車両の確認等の実施要領・・どのような場合にどのような方法で確認するのかなど

駐車監視員資格者講習は、放置車両の確認と標章の取付け を正確に行う 上で必要な知識等について実施。

駐車監視員資格者証の交付

欠格事由　～　次のいずれかに該当する者は駐車監視員資格者証の交付を受けることができない

交付要件　～　次のいずれかに該当する者でなければ駐車監視員資格者証の交付を受けることができない

・　駐車監視員資格者講習を受講し、修了考査（試験）に合格した者
・　警察官等として一定の経歴を有する者で、認定考査（試験）に合格したもの

・　１８歳未満の者
・　成年被後見人等、一定の刑に処せられその執行を終えてから２年を経過しない者
　等、暴力団関係者、アルコール・薬物中毒者など
・　過去に２年以内に駐車監視員資格者証の返納命令を受けたことがある者

駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、交付申請書に所要の添付書類を添えて公安委員会に申請

・　修了証明書又は認定書
・　戸籍謄本（又は抄本）、成年被後見人等とする記録がない旨の登記事項証明書、
　アルコール中毒等ではない旨の診断書等
・　欠格要件に該当しないことに関する誓約書
・　写真２枚（申請書、資格者証）

（法第５１条の１３）
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各手数料（標準額）

　
　駐車監視員資格者講習手数料・・・１９，０００円
　
　認定手数料・・・・・・・・・・・　４，５００円
　
　駐車監視員資格者証交付手数料・・　９，９００円

第○○○○○○○○○号

　　　　　　　駐車監視員資格者証　　　　　　　　　　写　　真

氏　　　名　駐　　車　　太　　郎　

生年月日　昭和○○年○○月○○日

　上記の者は、道路交通法第51条の12第

　３項の駐車監視員としての資格を有する

　者であることを証明する。

　　　　　　平成○○年○○月○○日　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県公安委員会 ○ ○ 県
公 安 委 員

会 之 印

押し出し

スタンプ

注　意　事　項

　　１　駐車監視員 として放置 車両の確認等を行 うときは、この駐車

　　　監視員資格者 証を携帯し、警察 官等から提示を求められた とき

　　　は、これを提示 しなければならない。

　　２　この駐 車監視員資格 者証の記載事 項に変更があ ったときは、

　　　この資格 者証の交付を受けた公安 委員会に提出 して、その書換

　　　えを受けること。

　　３　この駐 車監視員資格 者証を失った ときは、この資格 者証の

　　　交付を受けた公安委員会に申 請して再交付を受ける ことが

　　　できる。

（表） （裏）
駐車監視員資格者証

受託法人の選定

受託法人の選定方法

入札参加資格

・　公安委員会の登録を受けている法人
・　県の競争入札参加資格者登録名簿に登録
　　されている法人

入札の方式

　　最低価格落札方式（最低制限価格と予定価格の間の範囲内で最も応札価格が
　低い法人を落札者とする）を予定

　入札が原則　（初年度は、指名競争入札を予定）

指名された法人

○　入札等を経て、警察から確認事務の委託を受けた法人は、「放置車両確認機
　関」となる。

○　放置車両確認機関は、公正に確認事務を行わなければならない。

○　放置車両確認機関は、駐車監視員資格者証の交付を受けている者のうちから
　選任した駐車監視員以外の者に現場における放置車両の確認等を行わせてはな
　らない。

○　放置車両確認機関は、駐車監視員に記章・制服を着用させなければならない。

○　放置車両確認機関の役職員（過去に放置車両確認機関の役職員であった者を
　含む。）は、確認事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない（違反した
　場合、１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金）

○　確認事務に従事する放置車両確認機関の役職員（駐車監視員等）は、みなし
　公務員
　→　確認事務に関して賄賂を受け取った場合には収賄罪として処罰（５年以下
　　の懲役）、確認事務実施中に暴行等を受けた場合には相手方に公務執行妨害
　　罪が成立

放置車両確認機関 （法第５１条の１２）

○　事務日報や月間報告書等に基づき、適切に巡回等を行っているかチェック

○　必要に応じ巡回現場に赴き事務の遂行ぶりをチェック

○　上記の日常的な監督等を通じて、放置車両確認機関の仕事ぶりを評価し、
　事務遂行が不良であった放置車両確認機関については、次回入札の参加停止
　等の不利益措置をとる場合があり得る。

放置車両確認機関の監督

高知県警察本部交通部交通指導課


