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ふくおか・まごころ駐車場制度 ○身○知○精○難  
〔対象者〕 

① 障害のある人 

○身体障害 身体障害者手帳を持ち、次の等級以上の人 

▼視覚障害４級以上 ▼聴覚障害３級以上     ▼平衡機能障害５級以上 

▼上肢機能障害２級以上 ▼下肢機能障害６級以上     ▼移動機能障害６級以上 

▼体幹機能障害５級以上 ▼内部機能障害４級以上 

○知的障害 療育手帳「Ａ」の人 

○精神障害 精神障害者保健福祉手帳１級の人 

② 高齢者等 介護保険要介護１以上の人 

③ 難病患者 特定医療費(指定難病)受給者（小児慢性特定疾病医療受給者も含む） 

④ 妊産婦 妊娠７か月から産後３か月の人 

⑤ けが人 けがで車いすなどを使用している人 

〔内容〕 

商業施設や公共施設などの障害者等用駐車場のうち登録された駐車場を、障害のある人や介護

が必要な高齢者、妊産婦などの人々が安心して利用できるための制度です。同制度に登録され

た駐車場の利用には、利用証が必要です（車内の見えやすい場所に掲示します）。 

利用証申請と交付 

利用証は、対象となる人が運転又は同乗されている場合に利用できます。利用証の取得には

本人か代理人による申請が必要です。 

※福岡県障がい福祉課（〒８１２-８５７７ 福岡市博多区東公園７-７ ＴＥＬ ０９２-６４３-３２６４）へ

の郵送申請も可 

申請に必要なもの 

▼ 障害のある人＝各種手帳 

▼ 高齢者等＝介護保険被保険者証 

▼ 難病患者＝特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受診券 

▼ 妊産婦＝母子健康手帳 

▼ けが人＝診断書（車いすなどの補装具等の使用期間と歩行困難な期間の明記が必要） 

及び身分証明書（自ら運転する人は運転免許証） 

※代理人申請の場合は、あわせて代理人の身分証明書が必要 

利用できる施設 

県と協定を締結した商業施設や公共施設等 

※申請書の様式やふくおか・まごころ駐車場登録施設の一覧は県のホームページに掲載。 

httpｓ://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuokamagokorochusyazyou.html 

※利用証は利用を保障するものではありません。台数が限られている場合は駐車できないこと

もありますのでご了承ください。 

※利用証は全国で同様の制度を実施している他府県の対象駐車場でも相互利用することがで

きます。相互利用可能な自治体の詳細は、上記県のホームページ又は福岡県障がい福祉課

（TＥＬ ０９２-６４３-３２６４）にお問い合わせください。 

〔窓口〕 

住所地の各区役所 高齢者・障害者相談コーナー（７頁） 
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市営駐車場等の駐車料金の割引 ○身○知○精  
〔対象者〕 

次のいずれかに該当する方  

① 身体障害者手帳の所持者で車を運転、又は同乗される方 

② 療育手帳の所持者で車を運転、又は同乗される方 

③ 精神障害者保健福祉手帳の所持者で車を運転、又は同乗される方 

④ 特定医療費（指定難病）受給者証及び特定疾患医療受給者証の所持者で車を運転、又は同

乗される方（総合保健福祉センター（アシスト２１））に限る。） 

〔内容〕 

上記の普通自動車（軽自動車も含む）について、次の市営駐車場等の普通駐車料金が５割引に

なります。（１０円未満の端数は切り上げ） 

名 称 所 在 地 電話番号 

※ 市営 九州鉄道記念館西駐車場 門司区清滝二丁目３番 ０９３-３３１-１８８４ 

市営 天神島駐車場 小倉北区古船場町１-２７ ０９３-５３１-０７１３ 

市営 室町駐車場 小倉北区室町三丁目２ ０９３-５８１-６１４５ 

市営 勝山公園地下駐車場 小倉北区城内１ ０９３-５８２-３８６６ 

市営 黒崎駅西駐車場 八幡西区黒崎三丁目１５-３ （コムシティ横） ０９３-６４５-９５３０ 

※北九州市立男女共同参画センター・ムーブ駐車場 小倉北区大手町１１-４ ０９３-５８３-３９３９ 

ＡＩＭ（アジア太平洋インポートマート）地下駐車場 小倉北区浅野三丁目８-１ ０９３-５４１-５９３１ 

※総合保健福祉センター（アシスト２１）駐車場 小倉北区馬借一丁目７-１ ０９３-５２２-５３１１ 

国際村交流センター駐車場 八幡東区平野一丁目１-１ ０９３-６６１-２３７０ 

※レインボープラザ駐車場 八幡東区中央二丁目１-１ ０９３-６６１-７３３４ 

※ウェルとばた駐車場 戸畑区汐井町１-６ ０９３-８７１-７２００ 

※黒崎ひびしんホール駐車場 八幡西区岸の浦二丁目１-１ ０９３-６２１-４５６６ 

※小倉南図書館駐車場 小倉南区若園四丁目１-６０ ０９３-９５２-４５１１ 

※八幡図書館駐車場 八幡東区尾倉二丁目６-１ ０９３-６７１-１１２３ 

※八幡西図書館駐車場 八幡西区岸の浦二丁目２-１ ０９３-６４２-１１８６ 

いのちのたび博物館駐車場 八幡東区東田二丁目４-１ ０９３-６８１-１０１１ 

〔手続き〕 

割引対象者は、上記の市営駐車場等をご利用の際、各種障害者手帳を提示してください。 

料金精算時に割引をいたします。 

駐車場入口に駐車場係員がいる場合、各種障害者手帳を提示し、係員の指示する場所に駐車し

てください。 

※市営九州鉄道記念館西駐車場をご利用の場合は、駐車料金の精算前に九州鉄道記念館西ゲートに手帳と駐車券を

提示してください。なお、無人駐車場のため、九州鉄道記念館開館時間（休館日を除く日の午前９時～午後５時）

以外は対応できません。上記表中の電話番号は、管理者である門司区役所まちづくり整備課のもの。 

※北九州市立男女共同参画センター・ムーブ駐車場をご利用の場合は、３階受付窓口、１階図書・情報室又は１階

防災センターに手帳と駐車券を提示し、駐車場出口で割引料金をお支払いください。 

※総合保健福祉センター（アシスト２１）駐車場をご利用の場合（ただし、当施設の利用者に限る。）は、お帰りの際

に１階中央監視室又は３階地域リハビリテーション推進課に手帳もしくは受給者証と駐車券を提示してくださ

い。 

※レインボープラザ駐車場をご利用の場合は、お帰りの際に２階管理事務室に手帳と駐車券を提示してください。 

※ウェルとばた駐車場をご利用の場合は、お帰りの際に１階エレベーターホール横の防災センター（警備員控室）

又は２階総合案内窓口に手帳と駐車券を提示してください。 

※黒崎ひびしんホール駐車場をご利用の場合は、お帰りの際に１階受付に手帳と駐車券を提示してください。 

※小倉南図書館駐車場、八幡図書館駐車場、八幡西図書館駐車場、いのちのたび博物館駐車場をご利用の場合は、

お帰りの際にカウンターに手帳と駐車券を提示してください。 
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市営自転車駐車場の料金割引 ○身○知○精  
〔対象者〕 

① 身体障害者手帳の所持者 

② 療育手帳の所持者 

③ 精神障害者保健福祉手帳の所持者 

〔内容〕 

自転車とバイクについて駐輪料金が５割引になります。 

名 称 所 在 地  電話番号 

門司駅前自転車駐車場  門司区中町２ ０９３-３７１-７５４４ 

門司港駅前自転車駐車場  門司区西海岸一丁目６ ０９３-３３１-００４４ 

小倉駅北口自転車駐車場  小倉北区浅野一丁目２ ０９３-５３１-２３１０ 

小倉駅南口自転車駐車場  小倉北区浅野一丁目１ ０９３-５３１-２３１１ 

西小倉駅前自転車駐車場  小倉北区室町三丁目２ ０９３-５８２-６２３４ 

南小倉駅前自転車駐車場 
南 小倉北区弁天町５ ０９３-５９１-６０２６ 

北 小倉北区木町三丁目１１ ０９３-５９１-６０２４ 

徳力嵐山口自転車駐車場  小倉南区徳力六丁目９ ０９３-９６３-４２１１ 

下曽根駅北口自転車駐車場  小倉南区下曽根三丁目１ ０９３-４７２-７２４１ 

下曽根駅南口自転車駐車場  小倉南区下曽根新町１３ ０９３-４７５-２９９７ 

朽網駅前自転車駐車場 
西 小倉南区朽網東一丁目１ ０９３-４７２-６８８３ 

東 小倉南区朽網西一丁目２１  

若松駅前自転車駐車場  若松区白山一丁目１８ ０９３-７７１-２０９９ 

若松渡船場前自転車駐車場  若松区本町一丁目１０ ０９３-７５１-２４４１ 

八幡駅前自転車駐車場  八幡東区西本町三丁目５ ０９３-６６２-４７７５ 

折尾駅北自転車駐車場  八幡西区折尾二丁目１ ０９３-６９３-７８６０ 

折尾駅東自転車駐車場  八幡西区中須二丁目１１ ０９３-６９２-０５８１ 

折尾駅前自転車駐車場  八幡西区南鷹見町１３ ０９３-６０１-０８６８ 

陣原北自転車駐車場  八幡西区夕原町１ ０９３-６２１-１１８２ 

陣原南自転車駐車場  八幡西区陣原三丁目２３ ０９３-６２１-１１８３ 

黒崎駅前自転車駐車場  八幡西区黒崎三丁目７ ０９３-６４１-２０２８ 

本城駅前自転車駐車場  八幡西区力丸町２５ ０９３-６０１-３４４３ 

九州工大前駅前自転車駐車場  戸畑区中原西一丁目１２ ０９３-８８１-８８４４ 

戸畑駅前自転車駐車場  戸畑区汐井町１-６ ０９３-８６１-１１２１ 

〔手続き〕 

料金支払の際、自転車駐車場係員に手帳を提示し、割引を受けてください。 
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エレベーター自動運転システムの導入 

ＪＲ駅やモノレール停留場に接続する立体横断施設での上下移動のバリアを解消するため、特に

利用者の多い主要駅やモノレール停留場等にエレベーター自動運転システムを導入しています。 

 
エレベーター自動運転システム導入箇所一覧表 

Ｎｏ． 導 入 箇 所 箇所数 Ｎｏ． 導 入 箇 所 箇所数 

１ 門司駅南北公共連絡通路 ２ １６ モノレール競馬場前停留場 ２ 

２ 吉志複合公共施設連絡通路 ２ １７ モノレール守恒停留場 ２ 

３ 
小倉駅小倉城口ペデストリアンデッキ 

(西側エレベーター) 
１ １８ モノレール徳力公団前停留場 ２ 

４ あさの汐風公園歩道橋 １ １９ モノレール徳力嵐山口停留場 ２ 

５ スタジアム前歩道橋 １ ２０ モノレール志井停留場 ２ 

６ 西小倉駅前南北公共連絡通路 １ ２１ モノレール企救丘停留場 ２ 

７ 
医療センター前歩道橋 
(市立総合福祉センター前、市立医療センター前) 

２ ２２ スペースワールド前歩道橋 ２ 

８ モノレール三萩野停留場 ２ ２３ スペースワールド駅前歩道橋 ３ 

９ モノレール片野停留場 ２ ２４ 八幡駅東田方面連絡通路 １ 

１０ 城野駅南北公共連絡通路 ２ ２５ 
黒崎駅前ペデストリアンデッキ 
(駐車場含) 

３ 

１１ 安部山公園駅北側歩道部 １ ２６ 黒崎東(藤田)歩道橋 ２ 

１２ 下曽根駅南北公共連絡通路 ２ ２７ 本城駅公共連絡通路 ２ 

１３ 朽網駅公共連絡通路 ２ ２８ 陣原駅歩道橋 ２ 

１４ モノレール城野停留場 １ ２９ 
戸畑駅周辺歩道橋 
(ウェルとばた前歩道橋、中央通り歩道橋) 

６ 

１５ モノレール北方停留場 ２ ３０ 九工大前駅歩道橋 ２ 

 
白杖を持った視覚障害のある人が
エレベーター入口前に接近 

白杖のマグネット磁気を入口に埋
め込んだセンサーが感知 

音声案内とともにドアが自動的に
開く 

カゴの中に入るとドアが自動的に
閉じる 

音声案内が流れ、ボタンを押さな
くても自動的に移動 

到着後、音声案内が流れドアが自
動的に開く 
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ハート・プラスマークの配布 ○身○難  

〔内容〕 

「ハート・プラスマーク」とは心臓や呼吸器、腎臓、膀胱、腸、免疫、肝臓機能など、身体内

部に障害があることを示すマークです。 

身体内部に障害のある人に、名刺サイズの「ハート・プラスマーク」カードや、直径３ｃｍの 

「ハート・プラスマーク」バッジを配布しています。 

〔配布場所〕 

各区役所 高齢者・障害者相談コーナー（７頁） 

各出張所 

〔問合せ〕 

保健福祉局障害福祉企画課 ＴＥＬ ０９３－５８２－２４５３  ＦＡＸ ０９３－５８２－２４２５ 

ヘルプマーク・ヘルプカードの配布 

〔対象者〕 

  聴覚障害、視覚障害、内部障害などを含む身体障害や知的障害、精神障害、発達障害、難病又は 

  妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人 

〔内容〕 

「ヘルプマーク」とは、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に

配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。

障害の特性や具体的な支援内容をあらかじめ記入できる、ストラップ型のマークやヘルプマー

クがデザインされたカードを配布しています。 

 

<ホームページ> 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600437.html 

〔配布場所〕 

ヘルプマーク  下記の問合せ先へお問い合わせください 

ヘルプカード 各区役所 高齢者・障害者相談コーナー（７頁） 

各出張所 

〔問合せ〕 

保健福祉局障害福祉企画課 ＴＥＬ ０９３－５８２－２４５３  ＦＡＸ ０９３－５８２－２４２５ 

マスク着用が困難なことを意思表示するステッカーの配布 

〔対象者〕 

  知的障害や発達障害、精神障害、認知症、脳の障害、皮膚の病気、呼吸器の病気などの理由に 

より、マスクを着用することが困難な人 

〔内容〕 

疾病や障害などの理由で、マスクの着用が困難なことを意思表示し、やむを得ずマスクの着用が

できないことへの無理解や偏見による誹謗・中傷を防ぐためのステッカーを配布しています。 

 

<ホームページ> 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600480.html 

 

〔申し込み・問合せ〕 

保健福祉局障害福祉企画課 ＴＥＬ ０９３－５８２－２４５３  ＦＡＸ ０９３－５８２－２４２５ 

（ホームページ QRコード） 

（ホームページ QRコード） 
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