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保険の窓口インズウェブ [調査レポート] 

「駐車場の利用形態」についてのアンケート調査を実施 

賃貸駐車場の料金、東京が最高額で最安値の県に比べ 5.8 倍 

 

 今年（2008年）はガソリンの価格が急上昇したりと、車にかかる費用が高くなった年でした。今回
はその高くなった車にかかる費用の一つとして、駐車場について調査しました。 
 

≪質問内容≫ 

◇質問１ ご自宅の車の駐車場はどうしていますか？（回答項目からの回答） 

（※複数台お持ちでそれぞれ違う場合は一番利用される車についてお答えください。） 

◎回答項目 

・屋根つきのご自身で所有している駐車場を使っている 

  ・屋根なしのご自身で所有している駐車場を使っている 

・屋根つきの賃貸駐車場を使っている 

・屋根なしの賃貸駐車場を使っている 

◇質問２ 駐車場代に月いくらつかっていますか？（自由記入） 

 

≪調査概要≫ 

調査方法   インセンティブなしのインターネットによる任意回答 

（保険の窓口インズウェブ会員へのメール配信） 

メール配信数 586,650 通 

有効回答数  6,652 件 

調査期間   2008 年 9月 18 日～9月 30 日 

 

 

≪調査結果≫ 

 賃貸駐車場を使っていると回答した人は全国で 42.2％いるという結果となった。そして賃貸駐車場
の月々の料金は、平均で 10,563円かけている事がわかった。また屋根付きか屋根なしかで賃貸駐車場
の費用を比較でみると、屋根付き賃貸駐車場は屋根無しの賃貸駐車場と比べると実に約 1.5倍ものコス
トがかかる事が合わせてわかった。（屋根付きの平均価格は 14,148円、屋根無しの場合は 9,553円） 
 地域別に見ると、賃貸駐車場の利用率が最も高かったのは東京都で、58.7％の方が賃貸の駐車場を
使用され、費用についても 17,565円と東京都が最も高い結果となり、全国最安値となった青森県と比
べると約 5.8倍の費用がかかっている結果となった。 

 
 
 



◇結果グラフ 

＜駐車場の利用動向について＞ 

賃貸率 金額  

都道府県 
賃貸率 

(うち屋根有りの賃貸

率) 
平均賃貸金額 (平均屋根なし賃貸) (平均屋根有り賃貸)  

東京都 58.6% 30.0% ¥17,565 ¥16,527 ¥19,983  

大阪府 55.0% 32.1% ¥13,998 ¥12,703 ¥16,742  

神奈川県 49.2% 26.5% ¥12,193 ¥11,493 ¥14,131  

兵庫県 46.0% 24.8% ¥11,576 ¥11,373 ¥12,191  

京都府 38.0% 17.4% ¥11,078 ¥10,282 ¥14,863  

広島県 36.9% 37.8% ¥10,112 ¥7,886 ¥13,779  

奈良県 35.4% 11.4% ¥9,430 ¥7,187 ¥26,813 ※ 

埼玉県 47.0% 16.5% ¥9,264 ¥9,073 ¥10,237  

長崎県 36.7% 33.3% ¥9,056 ¥6,125 ¥14,917  

宮城県 41.3% 9.6% ¥8,910 ¥8,836 ¥9,600  

愛知県 45.7% 14.1% ¥8,279 ¥7,738 ¥11,562  

福岡県 45.2% 21.2% ¥8,125 ¥6,893 ¥12,716  

和歌山県 32.5% 30.8% ¥8,014 ¥7,744 ¥8,620  

千葉県 45.8% 18.0% ¥7,906 ¥7,600 ¥9,304  

新潟県 28.6% 27.3% ¥7,539 ¥6,163 ¥11,209  

北海道 34.0% 17.8% ¥7,017 ¥6,966 ¥7,250  

香川県 27.0% 10.0% ¥7,000 ¥7,445 ¥3,000 ※ 

岐阜県 25.0% 13.6% ¥6,966 ¥5,645 ¥15,333 ※ 

大分県 35.0% 28.6% ¥6,714 ¥5,650 ¥9,375 ※ 

滋賀県 30.4% 16.7% ¥6,417 ¥5,125 ¥12,875 ※ 

石川県 25.6% 9.1% ¥6,209 ¥5,430 ¥14,000 ※ 

富山県 19.3% 9.1% ¥6,182 ¥6,100 ¥7,000 ※ 

熊本県 42.0% 33.3% ¥6,145 ¥5,325 ¥7,786  

愛媛県 30.4% 28.6% ¥6,036 ¥5,650 ¥7,000 ※ 

山梨県 50.0% 15.0% ¥5,955 ¥3,477 ¥20,000 ※ 

高知県 47.1% 0.0% ¥5,875 ¥5,875 -  

鹿児島県 42.5% 17.6% ¥5,847 ¥4,314 ¥13,000 ※ 

秋田県 13.2% 0.0% ¥5,500 ¥5,500 -  

静岡県 34.9% 14.7% ¥5,458 ¥5,280 ¥6,490  

岩手県 18.4% 0.0% ¥5,445 ¥5,445 -  

岡山県 25.3% 9.1% ¥5,157 ¥4,923 ¥7,500 ※ 

宮崎県 21.7% 0.0% ¥5,000 ¥5,000 -  

長野県 13.4% 9.1% ¥4,955 ¥5,150 ¥3,000 ※ 

三重県 24.7% 11.1% ¥4,851 ¥4,644 ¥6,500 ※ 

茨城県 34.0% 12.7% ¥4,792 ¥4,427 ¥7,292  

群馬県 18.8% 0.0% ¥4,732 ¥4,732 -  

鳥取県 56.5% 7.7% ¥4,692 ¥4,667 ¥5,000 ※ 



栃木県 25.8% 4.0% ¥4,578 ¥4,728 ¥1,000 ※ 

福島県 24.4% 10.5% ¥4,448 ¥3,589 ¥11,750 ※ 

福井県 27.6% 25.0% ¥4,250 ¥4,167 ¥4,500 ※ 

山口県 30.9% 17.6% ¥4,203 ¥3,389 ¥8,000 ※ 

佐賀県 41.7% 40.0% ¥4,120 ¥2,534 ¥6,500 ※ 

島根県 30.4% 14.3% ¥3,845 ¥4,402 ¥500 ※ 

山形県 17.1% 28.6% ¥3,572 ¥4,000 ¥2,501 ※ 

徳島県 19.2% 0.0% ¥3,450 ¥3,450 -  

沖縄県 35.3% 0.0% ¥3,281 ¥3,281 -  

青森県 14.6% 14.3% ¥3,029 ¥3,034 ¥3,000 ※ 

平均（ユーザー数ベース） 42.2% 22.0% ¥10,563 ¥9,553 ¥14,148  

※記載がある県の屋根有りの賃貸の平均額については、対象者数が少ない為参考程度とお考えくだ

さい。 
 

○自動車保険一括見積もりサービス ～簡単 5分で自動車保険を見直し～ 

＜PC 版＞ 

http://www.insweb.co.jp/ 

⇒分かりやすい解説動画はこちら 

http://www.insweb.co.jp/0autoins/01howto/howto.htm 

 

＜携帯版＞ 

http://www.insweb.co.jp/i/auto/mobAuto100.mob 

  

 

アンケート結果の WEB ページはこちらからご覧になれます。 

http://www.insweb.co.jp/research/report/vol004.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



■「保険の窓口インズウェブ」について 

 「保険の窓口インズウェブ」は、2000年にインズウェブ株式会社（ソフトバンク・ファイナンス株
式会社とアメリカの InsWeb, Inc.、米金融会社のMarsh、& McLennan Capitalによる合弁会社）が
サービスを開始した「自動車保険一括見積もりサービス」を中心とした保険比較サイトです。1回の見
積もり依頼で複数の保険会社から見積もりが取れる等のサービスの利便性の高さから、現在までに述

べ 280万人（2008年 6月現在）以上の方に利用されており、インターネットにおける自動車保険比較
サイトとして確固たる地位を確立しております。現在の運営会社は SBIホールディングス株式会社と
なり、自動車保険だけに留まらず、生命保険・バイク保険・ペット保険等の比較サービスも合わせて

展開しており、中立的な立場からより一層のサービス向上と利用者拡大に注力しております。 
 
・ 自動車保険一括見積もりサービス 参加会社数：21社 

・ 生命保険等一括資料請求サービス 参加会社数：20社 

                  商品数：約 55商品 

※2008 年 11 月 11 日現在 

○保険の窓口インズウェブ 運営サイト 

 自動車保険一括見積もり ：http://www.insweb.co.jp/ 

生命等保険等一括資料請求 ：http://life.insweb.co.jp/ 

バイク保険一括資料請求 ：http://bike.insweb.co.jp/ 

ペット保険一括資料請求 ：http://pet.insweb.co.jp/ 

生命保険相談「保険＠カルテ」：http://life.insweb.co.jp/karte/index.html 

 

※アンケートデータをご掲載いただく場合のクレジットは、 

 「保険の窓口インズウェブ調べ」等でお願い致します。 

 

今後保険の窓口インズウェブでは、会員ユーザーに対して定期的にアンケートを実施し、「ネッ

トで保険を比較したユーザーの声」としてアンケートの結果を適宜公表してまいります。 

 

≪保険の窓口インズウェブ会員属性≫ 

男性 約 73％ 女性 約 27％ 

年代 10 代 約 1％ 20 代 約 19％ 30 代 約 40％ 40 代 約 25％ 50 代 約 10％ 60 代以上 約 5％ 

（11/20 現在） 

※自動車保険の一括見積もりのサービスを提供しており、大多数のユーザーが車を所有している点が大きな

特徴です。 

■本プレスリリースについてのお問い合わせ先 

SBI ホールディングス株式会社 インズウェブ事業部 安井・紀山 

〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー19F  

TEL 03-6229-0817 FAX 03-6229-0583 

Email insweb_press@sbigroup.co.jp 

アンケートに関するご要望等についても上記までご連絡下さい。 

（回答が出来ない場合もございますので、予めご了承下さい。） 

 


