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 施設名称 

ブロックＡ 

現市庁舎駐車場 

新市庁舎駐車場 

鶴見区総合庁舎駐車場 

神奈川区総合庁舎駐車場 

西区庁舎駐車場 

中区庁舎駐車場 

南区総合庁舎駐車場 

金沢区総合庁舎駐車場 

緑区総合庁舎駐車場 

青葉区総合庁舎駐車場 

 



ブロックＡ 

現市庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市中区港町１－１ 

②併設施設 － 

③現在の来庁者用駐車台数 

※（ ）内は身体障害者用で内数 

38台 （内訳）第１駐車場：17台（１） 

第２駐車場：21台【2020.4.1～2020.5.31】 

      16台【2020.6.1～2020.6.30】 

④現在の駐車場の構造・形態等 ※第２駐車場に管理ボックス１棟あり 

第１ 

平面式 

メーカー名 アマノ株式会社 

設置機器 パーキングゲート 

設置年 平成 22年 

所有 現指定管理者 

精算機器 

メーカー名 アマノ株式会社 

形式 
発券機 １台 

精算機 １台 

所有 現指定管理者 

第２ 

平面式 

メーカー名 アマノ株式会社 

設置機器 ロック式（フラップ板） 

設置年 平成 22年 

所有 現指定管理者 

精算機器 

メーカー名 アマノ株式会社 

形式 
発券機（小型） １台 

精算機（小型） １台 

所有 現指定管理者 

認証機 

メーカー名 アマノ株式会社 

横浜市所有 AR-100 １台 

現指定管理者所有 AR-150 ６台 

⑤現在の整理員等配置時間、配

置人数 
平日 

第１駐車場 
8：00-18：00 ４人 

第２駐車場 

⑥現在の駐車場供用時間 平日・土・日・

祝日 

第１駐車場 
24時間 

第２駐車場 



 

公募条件 

⑦市が希望する駐車場供用時間 

第１駐車場 

(１)平日（市庁舎開庁日） 

  ２４時間 

(２)休前日 

  １７時３０分まで 

(３)休日（市庁舎閉庁日） 

  供用しない 

第２駐車場 希望なし 

⑧イベント等により市が駐車場

を一部又は全面使用する年間日

数（予定） 

一部使用 第１駐車場 市長及び副市長等への面会及び表敬訪問等 

           １日 １件～２件 

           １件の駐車台数 １～４台程度 

           １件の駐車時間 ２時間程度 

⑨その他 【共通】 

・駐車場（第１駐車場と第２駐車場）への入庫待機車両が、別々に車

列を作らないよう一括で管理すること。 

【第１駐車場】 

・第１駐車場内における車いす利用者優先駐車スペースの確保及び誘

導ができること。 

・市長及び副市長等への面会及び表敬訪問等の依頼があった場合は、

第１駐車場の市役所正面入口前の駐車場所を指定時間の間は確保し

訪問用に使用できるようにすること。また、指定駐車場所まで指定車

両を誘導できる運用をすること。 

・公用車駐車場から第１駐車場に車両が入れるよう導線を確保するこ

と。 

・休日前の１７時３０分以降は第一駐車場内で作業を行う予定がある

ため、原則的に駐車がないようにすること。また、万一残車が発生す

る場合は、利用者に対し案内を行うこと。 

【第２駐車場】 

・第２駐車場に公用車用ガレージがあるため、公用車の出入庫に影響

の無いよう管理すること。また、６月以降は第２駐車場の一部が公用

車駐車場となるため、公用車の動線を確保するとともに一般利用者に

わかりやすい案内を行うこと。 

 



ブロックＡ 

新市庁舎駐車場 

※平成 32年６月１日供用開始予定 

①所在地 横浜市中区本町６－50－10 

②併設施設 － 

③【予定】来庁者用駐車台数 

※（ ）内は身体障害者用で内数 

自動車駐車場     約 180台 

自動二輪車等駐車場  約 60台 

自転車駐車場     約 130台 

④【予定】駐車場の構造・形態

等 

地下自走式 

（地下１階） 

（自動車、自動

二輪車等） 

横浜市で機器の設置予定なし 

地上自走式 

（１階及び 

中２階） 

（自転車） 

横浜市で機器の設置予定なし 

認証機 
現市庁舎駐車場の横浜市所有分は使用可能 

（現市庁舎駐車場の駐車場別概要書を参照） 

⑤【予定】整理員等配置時間、

配置人数 

平日・土・日・

祝日 
8：00-21：00 ４人（うち駐車場監視室は２人常駐） 

⑥【予定】駐車場供用時間 平日・土・日・

祝日 
24時間 

公募条件 

⑦市が希望する駐車場供用時間 平日・土・日・

祝日 
24時間 

⑧イベント等により市が駐車場

を一部又は全面使用する年間日

数（予定） 

全面使用 年４日程度（庁舎設備保守点検等） 

一部使用 市長及び副市長等への面会及び表敬訪問等 

      １日 １件～２件 

      １件の駐車台数 １～４台程度 

      １件の駐車時間 ２時間程度 

⑨その他 ・新市庁舎建物管理委託事業者と連携して日常管理を行うこと。また、

月１回程度の定例会議に出席すること。 

・駐車場管制機器等の設置はしゅん工前の平成 31年 11月から平成 32

年１月末（予定）までに完了すること。ただし、他工事や各種検査等

との関係性から、設置工事等が実施できない日程が発生する可能性が

ある。 

・タクシー専用区画を設け、３台分の駐車スペースと１台分の乗車ス

ペースを設けること。 

・電気自動車用急速充電器が設置されているため、指定管理者は保守

点検及び維持管理をすること。 



・駐車場管制機器の必須機能はつぎのとおり。 

 ア 駐車場入口看板に駐車場の満空車状況を表示させること。 

 イ タクシーの待機状況（台数）を駐車場入口看板、１階総合案内、

３階行政機能受付に表示させること。 

 ウ 駐車場出口に出庫車が近づいたときは、公道へ注意を促すこ

と。 

 エ 駐車場内の分岐地点に満空車表示を設置し、空室へ誘導させる

こと。 

 オ 自動車レーンとバイクレーンの入口に駐車券を発券する機械

を設置すること。ただし、自動車レーンとバイクレーンで異なる

種別の駐車券を発行すること。 

 カ 出口に駐車料金を精算する機械を設置すること。 

 キ 出口のゲートと地下２階駐車場（公用車駐車場）の出口ゲート

が同時に開かないように制御すること。 

 ク インターホンを入口の駐車券発券機、及び出口の精算機に設置

し、遠隔操作でゲートを開けられるようにすること。 

 ケ 認証機を設置すること。 

 コ 駐車場内の合流地点及び地下２階と地下１階の合流地点に車

両が近づいたときは、他方へ注意を促すこと。なお、機器ではな

く人的対応でも可とする。 

・駐車場管制機器の必須機能ではないが、設置可能な機能はつぎのと

おり。 

 ア 各車室へ在車センサーを設置し、各車室の在車状況を収集し、

数車室単位の満空車状況を表示させることができる。 

 イ 所定の場所に事前精算機を設置することができる。 

 ウ ナンバープレートを読み取る車番認識システムを設置するこ

とができる。 

 エ 契約車の車番データ登録・削除を行う契約車台帳管理システム

を設置することができる。 

 オ 駐車券発券機及び精算機からのデータを伝送し管理等を行う

料金データ管理システムを設置することができる。 

 カ 駐車券発券機及び精算機の故障表示やログデータの管理を行

う監視計算システムを設置することができる。 

・駐輪場管制機器として、下記機能は必須である。 

 ア 電磁ロック式駐輪ラックを設置すること。 

 イ 所定の場所に精算機を設置すること。 

 



ブロックＡ 

鶴見区総合庁舎駐車場 

現況 
①所在地 横浜市鶴見区鶴見中央３－20－１ 
②併設施設 鶴見消防署 
③現在の来庁者用駐車台数 

※( )内は身体障害者用で内数 
56 台※（内訳）立体機械式：１号機 27 台、２号機 26 台  

平面式   ：３台（１） 
※駐車場が工事中のため、暫定数 

④現在の駐車場の構造・形態等 
 

立体機械式 
１号機 
２号機 

メーカー名 石川島運搬機械（株） 

駐車可能 
車両サイズ 

１
号
機 

長さ：5.05ｍ 
幅 ：1.85ｍ 
高さ：1.58ｍ 
重量：1.6ｔ 

２
号
機 

＜低層車室 16 台＞ 
長さ：5.75ｍ 
幅 ：2.05ｍ 
高さ：1.58ｍ 
重量：1.6ｔ 
＜高層車室 10 台＞ 
長さ：5.75ｍ 
幅 ：2.05ｍ 
高さ：2.05ｍ 
重量：1.6ｔ 

設置時期 昭和 63 年 3 月 
所有 横浜市 

精算機器 

メーカー名 アマノ株式会社 

形式 
駐車券発券機 １台 
事前精算機  １台 

所有者 現指定管理者 
平面式 機器等設置なし 

認証機 

メーカー名 アマノ株式会社 

横浜市所有 AR-100 ８台 
AR-150 ８台 

現指定管理者所有 AR-150 ２台 
AR-150 １台 

⑤現在の整理員等配置時間、 
配置人数 

立体機械式 7：30～18：00  4 人   
平面式 なし 

⑥現在の駐車場供用時間 平日 8：00～18：00 
土曜開庁日 8：00～12：30 
土曜閉庁日 
・日・祝日 

供用しない 

公募条件 
 ⑦市が希望する駐車場供用時

間 
平日 8：00～18：00 

土曜開庁日 8：00～12：30 



土曜閉庁日 
・日・祝日 

供用しない 

⑧市が希望する繁忙期（3 月

下旬～4 月上旬）の整理員

等の追加配置 
なし 

⑨イベント等により市が駐車

場を一部又は全面使用する

年間日数（予定） 
なし 

⑩選挙対応 ・期日前投票期間（土日を含む）は、8：00-20：15 の間機械式駐

車場を供用すること。 
・投票日当日は、車路を使用するが、機械式駐車場は使用しない。 

⑪その他 
 

・ １号機は、来庁者用 27 台以外に、公用車用として３台使用して

いる。公用車の出し入れの際にも、指定管理者が配置する機械

操作員が操作するものとする。 
・ 立体機械式駐車場の入出庫に時間がかかることなどから、待機

待ち車両の発生が多いため、必要に応じて、国道１５号から駐

車場出入口の範囲において、入庫状況の案内、路上駐車の監視、

車道からの進入時の誘導を行うことができる整理員を配置する

などの対処法を提案すること。 
 

 
 
 
 



ブロックＡ 

神奈川区総合庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市神奈川区広台太田町３－８ 

②併設施設 神奈川消防署、県税事務所 

③現在の来庁者用駐車台数 

※( )内は身体障害者用で内数 

48台（内訳）立体機械式：32台 

庁舎地下自走式： 16台（１） 

④現在の駐車場の構造・形態等 

 

立体機械式 

メーカー名 石川島播磨重工業（株） 

 

駐車可能 

車両サイズ 

 

長さ：5.05ｍ 

幅 ：1.85ｍ 

（パレット幅：1.77ｍ） 

高さ：1.55㎝ 

設置時期 平成２年７月  

所有者 横浜市 

精算機器 

メーカー名 日本信号株式会社 

形式 
駐車券発券機 １台 

事前精算機  １台 

所有者 現指定管理者 

地下自走式 

メーカー名 日本信号株式会社 

設置機器 ロック板(フラップ式) 15台 

所有者 現指定管理者 

精算機器 発券精算機 １台 

認証機 

メーカー名 日本信号株式会社 

横浜市所有 TC250 9台 

現指定管理者所有 TC250 13台 

⑤現在の整理員等配置時間、 

配置人数 

立体機械式 平日    7：45～16：45 2人 

9：00〜18:00 2人 

土曜開庁日 8：00～12：30 ３人 
地下自走式 

⑥現在の駐車場供用時間 平日 8：00～18：00 

土曜開庁日 8：00～12：30 

土曜閉庁日 

・日・祝日 
供用しない 

公募条件 
 ⑦市が希望する駐車場供用 

時間 
平日 8：00～18：00 

土曜開庁日 8：00～12：30 

土曜閉庁日 
・日・祝日 

供用しない（選挙対応時を除く） 



⑧市が希望する繁忙期（3 月

下旬～4 月上旬）の整理員

等の追加配置 
なし 

⑨イベント等により市が駐車

場を一部又は全面使用する

年間日数（予定） 
なし 

⑩選挙対応 ・期日前投票期間は、地下駐車場の運営を行うこと。 
・投票の前日に地下駐車場を一部使用する。 

⑪その他 ・立体機械式駐車場の操作員は、車高による入庫可否の判断や待機

車両の整理等も行うこと。 

・２つの駐車場の出入口が互いに見えない位置にあるので、車高に

より立体機械式駐車場に入庫できない車両の誘導等が安全に効率

よく行えるよう、地下自走式駐車場出入口に、機械操作員とは別

に常時１名以上の整理員を配置する等、対処法を提案すること。 
 

 

 



ブロックＡ 

西区庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市西区中央一丁目５－10 

②併設施設 なし 

③現在の来庁者用駐車台数 
※( )内は身体障害者用で内数 

９台（１） 

④現在の駐車場の構造・形態等 平面式 メーカー名 日本信号株式会社 

設置機器 ロック板（フラップ板） 

駐車可能 

車両サイズ 

全長 5m 

全幅 1.9m 

全高 2.1m 

重量 2.5t 

所有者 現指定管理者 

清算機器 

メーカー名 日本信号株式会社 

形式 発券精算機 １台 

所有者 現指定管理者 

認証機 メーカー名 日本信号株式会社 

横浜市所有 ＴＣ500 ９台 

指定管理者所有 ＴＣ250 10台 

⑤現在の整理員等配置時間、 
配置人数 

なし 

⑥現在の駐車場供用時間 平日 24時間 

土曜開庁日 24時間 

土曜閉庁日 

・日・祝日 
24時間 

公募条件 
 ⑦市が希望する駐車場供用 

時間 
希望なし 

⑧市が希望する繁忙期（3 月

下旬～4 月上旬）の整理員

等の追加配置 

開庁時間 １名以上 

⑨イベント等により市が駐車

場を一部又は全面使用する

年間日数（予定） 

全面使用 年間 12日程度 

（区民まつり準備及び開催時（11月上旬２日）、その他作業 10 日）） 

⑩選挙対応 なし 

⑪その他 
開庁時整理員１名常駐希望 

身体障害者用駐車スペースへのロック板設置希望 

 



ブロックＡ 

中区庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市中区日本大通 35 

②併設施設 なし 

③現在の来庁者用駐車台数 ７台（１） 

④現在の駐車場の構造・形態等 

立体機械式 

車輌用ｴﾚﾍﾞｰﾀ

による地下駐

車場への自走

駐車方式 

メーカー名 日本オーチス・エレベータ（株） 

駐車可能 

車両サイズ 

長さ：4.9ｍ未満 

幅 ：1.9ｍ未満 

高さ：1.9ｍ未満 

重量：2.0ｔ未満 

設置時期 昭和 58年 10月 

所有 横浜市 

保守点検 横浜市で実施 

駐車場

機器 

メーカー名 日本信号株式会社 

設置機器 
ロック板（フラップ式） 

６台 

所有 現指定管理者 

精算 

機器 

メーカー名 日本信号株式会社 

形式 発券・精算機 １台 

所有 現指定管理者 

認証機 

メーカー名 日本信号株式会社 

横浜市所有 TC250 ８台 

現指定管理者所有 TC250 10台 

⑤現在の整理員等配置時間、配置

人数 

平日 8：00～18：00  １人 

土曜開庁日 8：00～12：30  １人 

⑥現在の駐車場供用時間 

 

 

 

平日 8：30～18：00 

土曜開庁日 8：45～12：30 

土曜閉庁日・

日・祝日 
供用しない 

公募条件 

 

 

 

⑦整理員等配置時間、配置人数 平日 8：00～18：00  １人 

土曜開庁日 8：00～12：30  １人 

⑧市が希望する駐車場供用時 

間 

平日 8：30～18：00 

土曜開庁日 8：45～12：30 

土曜閉庁日・

日・祝日 
供用しない 



⑨市が希望する繁忙期（3 月下旬

～4 月上旬）の整理員等の追加

配置 
なし 

⑩イベント等により市が駐車場

を一部又は全面使用する年間日

数（予定） 

なし 

⑪選挙対応 ・期日前投票期間（土日を含む）の 8：15-20：15 の間は、供用時

間とすること。 

・投票日は 6：45-20：15を供用時間とすること。 

⑫その他  

 
 



ブロックＡ 

南区総合庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市南区浦舟町２-33 

②併設施設 南公会堂、南消防署、南土木事務所 

③現在の来庁者用駐車台数 

※（ ）内は身体障害者用で内数 
132台（４） 

④現在の駐車場の構造・形態等 

立体 

自走式 

メーカー名 日本信号株式会社 

機器 パーキングゲート 

駐車可能 

車両サイズ 

全長 5m 

全幅 1.9m 

全高 2.1m 

重量 2.5t 

設置時期 平成 28年 

所有者 現指定管理者 

精算機器 

メーカー名 日本信号株式会社 

形式 
発券機 １台 

精算機 １台 

所有者 現指定管理者 

認証機 

メーカー名 日本信号株式会社 

横浜市所有 TC250 ９台 

現指定管理者所有 TC250 12台 

⑤現在の整理員等配置時間・人数 平日 なし 

土曜開庁日 なし 

⑥現在の駐車場供用時間 平日 

24時間 
土曜開庁日 

土曜閉庁

日・日・祝日 

公募条件 

 

 

 

 

 

 

⑦市が希望する駐車場供用時間 

駐車場 希望なし 

⑧市が希望する繁忙期（３月下

旬～４月上旬）の整理員等の

追加配置 
駐車場 １名 



⑨イベント等により市が駐車場

を一部又は全部を使用する年間

日数（予定） 

年６日程度 

＜内訳＞ 

・浦舟町東部町内会【日枝例大祭】の際、出入口封鎖のため全面

使用不可（９月中４日程度） 

・電気設備点検のため全面使用不可（11月中２日程度） 

⑩選挙対応 現況ではなし 

⑪その他 ・定期的に巡回に来ること 

・区役所開庁時間中に公会堂等併設施設の行事が終了する場合な

どは、出庫の混雑に区役所利用者も巻き込まれるため、出庫待ち

時間を料金対象から除く等の対応を検討し、提案すること。 

・必要に応じて公用車駐車スペース等数台（2～3台）の確保がで

きる運用をすること。 

 



ブロックＡ 

金沢区総合庁舎駐車場 

区庁舎（公会堂棟）建替え工事しゅん工後 
※平成 31 年 1 月４日から 来庁者駐車場は公会堂棟１階の駐車場のみ 

①所在地 横浜市金沢区泥亀２－９－１ 

②併設施設 金沢公会堂、金沢消防署 

③現在の来庁者用駐車台数 

※（ ）内は身体障害者用で内数 
平面自走式 74台（３） 

④現在の駐車場の構造・形態等 

総合駐車場 

管理機器 

メーカー名 アマノ（株） 

設置機器 パーキングゲート 

所有者 現指定管理者 

精算機器 

メーカー名 アマノ（株） 

設置機器 
発券機 １台 

精算機 １台 

所有 現指定管理者 

認証機 

メーカー名 アマノ（株） 

横浜市所有 
AR-100 ５台 

AR-150 ８台 

現指定管理者所有 
AR-100 ３台 

AR-150 ８台 

⑤現在の整理員等配置時間、配置

人数 
なし 

⑥現在の駐車場供用時間 24時間 

区庁舎（公会堂棟）建替え工事しゅん工後 
※平成 31 年 1 月４日から 来庁者駐車場は公会堂棟１階の駐車場のみ 
公募条件 

 

 

 

 

⑦市が希望する駐車場供用時 

間 
24時間 

⑧市が希望する繁忙期（3 月下

旬～4 月上旬）の整理員等追

加配置 
9:00～17:00 

 

 

 

⑨イベント等により市が駐車 

場を一部又は全面使用する 

年間日数（予定） 

なし 

⑩選挙対応 なし 

⑪その他 なし 

 

 



ブロックＡ 

緑区総合庁舎駐車場

現況

①所在地 横浜市緑区寺山町 118 

②併設施設 緑公会堂 

③現在の来庁者用駐車台数

※( )内は身体障害者用で内数

立体自走式：42台（１） 

平面自走式（臨時）：35台（１） 

④現在の駐車場の構造・形態等

立体自走式 

メーカー名 アマノ株式会社

駐車可能 

車両サイズ 

全長 5m 

全幅 1.9m 

全高 2.1m 

重量 2t 

設置時期 平成 29年 

機器 パーキングゲート 

清算機器 

メーカー名 アマノ株式会社

形式 発券精算機 

所有者 現指定管理者 

平面式自走式

（臨時） 

設置機器 設置なし 

駐車可能 

車両サイズ 

全長 5m 

全幅 1.9m 

全高 2.1m 

重量 2t 

設置時期 平成 29年 

機器 パーキングゲート 

清算機器 

メーカー名 アマノ株式会社

形式 発券機、精算機 

所有者 現指定管理者 

認証機 

メーカー名 アマノ株式会社

横浜市所有 AR-150 10台 

現指定管理者所有 AR-150 13台 

⑤現在の整理員等配置時間、配

置人数（平面自走式の車両誘

導等含む）

平日 ８：00～17：30 ２人 

土曜開庁日 ８：30～12：30 ２人 

⑥現在の駐車場供用時間 24時間 

公募条件 

⑦市が希望する駐車場供用時間 希望なし 

⑧市が希望する繁忙期の整理

員等の追加配置

現況はなし 



⑨イベント等により市が駐車

場を一部又は全面使用する

年間日数（予定） 

未定 

⑩選挙対応 
期日前投票期間の整理員配置時間は７：45～20：00 

投票日当日の整理員配置時間は６：45～20：00 

⑪その他 

 

・公会堂利用者による機材搬入のためのトラックあるいはレントゲン

車等について、区庁舎北側植栽前に駐車することがある（管理は区

が実施）。 

・立体自走式駐車場は車路が狭いことや、平面自走式臨時駐車場の取

扱いに関してトラブルとなる可能性が高い。 

・区庁舎南側に整備される駐車場の隣地に保育園があるため、車の入

出庫時の安全確保の対処法を検討すること。 

 



ブロックＡ 

青葉区総合庁舎駐車場 

現況 

① 在地 横浜市青葉区市ケ尾 31－４ 

② 設施設 青葉公会堂、青葉スポーツセンター 

③現在の来庁者用駐車台数 

※（ ）内は身体障害者用で内数 

178台（内訳）第１駐車場：91台（２） 

第２駐車場：87台（１） 

④現在の駐車場の構造・形態等 

 

第１ 

平面式 

メーカー名 アマノ株式会社 

機器 パーキングゲート 

設置時期 平成 22年  

所有者 現指定管理者 

精算機器 

メーカー名 アマノ株式会社 

設置機器 
発券機 １台 

精算機 １台 

所有者 現指定管理者 

第２ 

平面式 

メーカー名 アマノ株式会社 

機器 パーキングゲート 

設置時期 平成 22年  

所有者 現指定管理者 

精算機器 

メーカー名 アマノ株式会社 

設置機器 
発券機 １台 

精算機 １台 

所有者 現指定管理者 

認証機 

メーカー名 アマノ株式会社 

横浜市所有 AR-150 18台 

現指定管理者所有 AR-150 12台 

⑤現在の整理員等配置時間・配

置人数 
平日 

第１駐車場 
なし 

第２駐車場 

⑥現在の駐車場供用時間 第１駐車場 
24時間 

第２駐車場 
公募条件 
 

 

 

 

 

 

⑦市が希望する駐車場供用時 

間 

第１駐車場 希望なし 

第２駐車場 

⑧通常時における整理員等の

配置 
配置時間 平日 8:30～17:30、土曜開庁日 8:30～12:30 

期日前投票所設置期間 8:30～20:30 

配置人数 
平日２名程度希望、土曜開庁日２名程度希望 

期日前投票所設置期間３名程度希望 



⑨イベント等により市が駐車 

場を一部又は全面使用する年 

間日数（予定） 

年 10日程度 

・区民まつり ４日間（第１駐車場（一部使用）半日×2日間） 

（第１駐車場（全面使用）全日×２日間） 

（第２駐車場（全面使用）全日×３日間） 

・区民マラソン ３日間（第１駐車場（全面使用）全日×１日間） 

（第１駐車場（全面使用）半日×２日間） 

・消防署出初式予行 ２日間（第２駐車場（全面使用）全日×2日間） 

・消防署出初式 １日間（第２駐車場（全面使用）全日×１日間） 

⑩選挙対応 

・投票日前日、第１駐車場の一部を使用 

・投票日当日、早朝及び夜間は第１と第２駐車場を全面使用 

・投票日翌日、第１駐車場の一部を使用 

⑪その他 ・区役所開庁時間中に公会堂等併設施設の行事が終了する場合など

は、出庫の混雑に区役所利用者も巻き込まれるため、出庫待ち時間

を料金対象から除く等の対応を検討し、提案すること。 
・ガードマンハウスを設置する場合は、別途協議すること。 
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