
駐車場概要書（ブロック B） 

 

 

 

 

 

 施設名称 

ブロックＢ 

港南区総合庁舎駐車場 

保土ケ谷区総合庁舎駐車場 

旭区総合庁舎駐車場 

磯子区総合庁舎駐車場 

都筑区総合庁舎駐車場 

港北区総合庁舎駐車場 

栄区庁舎駐車場 

泉区総合庁舎駐車場 

 



ブロックＢ 

港南区総合庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市港南区港南４丁目２番 10号 
②併設施設 港南消防署 
③来庁者用駐車台数 
※( )内は身体障害者用で内数 

52台（２） 

④駐車場の構造・形態等 
 

地下自走式 

メーカー名 アマノ株式会社 
機器 ゲートバー 

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 29 年 
所有者 現指定管理者 

清算機器 

メーカー名  

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 アマノ株式会社 
横浜市所有 AR-150 27 台 
現指定管理者所有 AR-150 ０台 

公募条件 
 ⑦市が希望する駐車場供用 

時間 
8：40～21：30（公会堂利用者対応のため） 
・公用車は 24 時間入出庫あり 

⑧市が希望する繁忙期等（3
月下旬～4 月上旬）の整理

員等追加配置 
配置人数等 １人追加 

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Ｂ 

保土ケ谷区総合庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市保土ケ谷区川辺町２-９ 

②併設施設 消防局 

③現在の来庁者用駐車台数 

※（ ）内は身体障害者用で内数 

44台(内訳)本館（地下自走式）：17台（１台） 

別館（平面自走式）：27台（２台）  

④現在の駐車場の構造・形態等 

 

 

本館 

地下自走

式 

 

設置機器 パーキングゲート 

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 2m 

重量 2.5t 

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 

形式 
駐車券発券機 １台 

料金精算機  １台 

所有 現指定管理者 

別館 

平面自走

式 

設置機器 パーキングゲート 

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 2.5t 

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 

形式 
駐車券発券機 １台 

料金精算機  １台 

所有 現指定管理者 

認証機 

メーカー名 アマノ株式会社 

横浜市所有 
AR-100 ７台 

AR-150 19台 

現指定管理者所有 ０台 

⑤現在の整理員等配置時間、 

配置人数 

本館 
なし 

別館 

⑥現在の駐車場供用時間 

本館 

本館 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 

別館 24時間 



公募条件 
 ⑦市が希望する駐車場供用 

時間 本館 
本館 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 

別館 希望なし 
⑧市が希望する繁忙期等（3

月下旬～4 月上旬）の整理

員等追加配置 
本館・別館 

平成 32年度～平成 35年度までの間、消防局本部

庁舎建設工事に伴い、整理員配置希望。（8：30－

17：30 １名追加） 

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） 

３日程度 

⑩選挙対応 
・期日前投票期間は、本館地下駐車場も運営を行うこと。 
・期日前投票期間中、整理員 1 名配置。 

⑪その他 ・両駐車場の出入口が同じ道路に面しているため、各駐車場への車両

の振分けが円滑に行われるよう、わかりやすいサインを設置する等の

対処法を提案すること。 
・両駐車場とも、台数カウントが実数に合わないことが多いので、こ

まめに台数確認、調整を行うこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 



ブロックＢ 

旭区総合庁舎駐車場 

現況 

①所在地 区役所、第１駐車場：横浜市旭区鶴ケ峰１－４－12 

第２駐車場：横浜市旭区鶴ケ峰本町二丁目１１８３－３ 

②併設施設 旭公会堂、旭消防署 

③現在の来庁者用駐車台数 

※（ ）内は身体障害者用で内数 

51台（内訳）第１駐車場：34台（２） 

第２駐車場：17台 

④現在の駐車場の構造・形態等 

 

第

１ 

立体機械

式（二段

式） 

メーカー名 古川産機（株） 

設置時期 平成 15年  

所有者 横浜市 

保守点検業者 古川産機システムズ㈱ 

保守点検委託 横浜市で実施 

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 

所有 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 
駐車券発券機 １台 

料金精算機  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 パーキングゲート 

所有 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 
駐車券発券機 １台 

料金精算機  １台 

所有 現指定管理者 

認証機 
横浜市所有 AR-150 10台 

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 
第１駐車場 

平日 8:00-18:00 ２人 

土曜開庁日 8:00～12:30  1人 

第２駐車場 なし 

⑥現在の駐車場供用時間 第１駐車場 

第２駐車場 
24時間 

公募条件 

 

 

⑦市が希望する駐車場供用 

時間 

第１駐車場 

第２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

等追加配置 
時間、人数 8:30～17:30 １人追加 

 

 

 

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 20日程度 

（代表的なもの） 

・区民まつり（第１駐車場・第２駐車場）２日間（10月） 

・鶴ヶ峰本町町内会イベント（第２駐車場） 

９月の３日間と 10月の１日間 

・鶴ヶ峰本町町内会自主防災訓練（第２駐車場）１日間（午前）×年 

２回 

・鶴ヶ峰本町町内会もちつき大会（第２駐車場）１日間（１月） 

・旭区消防出初式 １日間（１月）             等                            

⑩選挙対応 ・選挙投票日及び選挙投票日の前後日（第２駐車場）３日間  

⑪その他 ・第１駐車場の機械式駐車場の隣にある斜めの３車室については、駐

車区画が狭いため、混雑時に整理員の誘導付きで使用している。また、

機械式駐車場の前の一番端の車室については、現在は安全上から使用

していないが、使用する場合は、整理員の誘導付きにするなど、安全

を確保した上で使用すること。 

・立体機械式駐車場については地上部分の８台分を来庁者用として使

用する。下段は使用しない。 

・立体機械式駐車場の隙間への落し物について対応を行うこと。 

・入庫待ち車列が厚木街道に掛かった場合は、それ以上車列が伸びな

いように状況に応じて、誘導員を配置する等の対応を行うこと。 

 



ブロックＢ 

磯子区総合庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市磯子区磯子３－５－１ 

②併設施設 磯子公会堂、磯子図書館 

③現在の来庁者用駐車場台数 

※（ ）内は身体障害者用で内数 

135台（内訳）立体機械式：97台、地下自走式：18台（２） 

平面式（広場駐車場）：20台 

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（株） 

 

駐車可能 

車両サイズ 

 

長さ：5.0ｍ以下 

幅 ：1.8ｍ以下 

高さ：1.55ｍ以下（普通車）、 

2.05ｍ以下（ハイルーフ） 

重量：2.0ｔ以下（普通車）、 

2.3ｔ以下（ハイルーフ） 

設置時期 平成 11年 10月  

所有者 横浜市 

地下自走式 

メーカー名 三菱プレシジョン（株） 

機器 パーキングゲート １式 

駐車可能 

車両サイズ 

長さ：5.0ｍ以下 

幅 ：2.3ｍ以下 

高さ：2.5ｍ以下 

設置時期 平成 22年 2月 

所有者 現指定管理者 

平面式 

（広場駐車場） 

メーカー名 三菱プレシジョン（株） 

設置機器 パーキングゲート １式 

設置時期 平成 22年 2月 

所有 現指定管理者 

精算機器 
形式 

発券機 １台 

精算機 １台 

事前精算機 １台 

所有 現指定管理者 

認証機 

メーカー名 三菱プレシジョン（株） 

横浜市所有 VD-650 31台 

現指定管理者所有 ０台 

⑤現在の整理員等配置時間、配

置人数 

平日 7：30～22：30 ５人 

土・日・祝日 7：30～22：30 ５人 

⑥現在の駐車場供用時間 立体機械式 8：30～22：30 

地下自走式 24時間（22:30-8:00 は入出場不可） 

平面式 24時間 



公募条件  
 

 

 

 

 

 

⑦市が希望する駐車場供用 

時間 

立体機械式 8：00～22：30 

地下自走式 22:30-翌 8:00 までは入出場不可とする 

平面式 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

等追加配置 

立体機械式 なし 

地下自走式 

平面式 

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 40回程度（平面式駐車場のみ、主に土・日・祝日に使用） 

（使用例） 

・がん検診 

・いそごまつり、いそごこどもまつり 

・いそごエコフェスタ 

・磯子国際交流フェスティバル 

・防災フェスタ                       等 

 ⑩選挙対応 ・選挙投票日は、午前４時 30分から午前６時 00分までの間、地下自

走式駐車場及び平面式駐車場を全面的に使用する。 

・選挙投票日前後に物品の搬出入のため平面式駐車場の一部を使用す

ることがある。 

 ⑪その他 ・平面式駐車場は、広場を転用して開設しているため、車止め等を設置

する場合には、移動が可能なものとすること。 

・利用車が平面式駐車場に偏らないように、平面式駐車場入口に整理員

を配置するなどの対処法を提案すること。現在は、比較的短時間の駐

車を平面式駐車場に、長時間の駐車（公会堂の行事、区役所での会議

等）を機械式駐車場に広場入口の整理員が振分け、効率的に駐車場を

運営している。 

 



ブロックＢ 

都筑区総合庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市都筑区茅ケ崎中央 32-１ 
②併設施設 都筑公会堂、都筑図書館、都筑消防署、 

北部児童相談所、北部農政事務所 
③現在の来庁者用駐車台数 
※( )内は身体障害者用で内数 

162 台（内訳） 平面式：127 台（３） 
地下自走式：.35 台（２）  

④現在の駐車場の構造・形態

等 
 

平面式 

設置機器 パーキングゲート 等 
メーカー名 アマノ株式会社 
設置時期 平成 22 年 
所有者 現指定管理者 

地下自走式 機器等設置なし 

平面式、地下自走

式で共有 
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 
事前精算機 ２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 8 台 
AR-150 13 台 

現指定管理者所有 
AR-100 1 台 
AR-150 15 台 

⑤現在の整理員等配置時間、 
配置人数 

平面式 
なし 

地下自走式 
⑥現在の駐車場供用時間 平面式 24 時間 

地下自走式 24 時間（22：00-8:00 入出場不可） 

公募条件 
 ⑦市が希望する駐車場供用 

時間 
平面式 希望なし 

地下自走式 22:00 から翌 8:00 までは入出場不可とする 

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 
時間、人数 １名 



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） 
平面式 

一部使用：年５日程度 
・区民まつり（11 月） 
・自家発電設備給油（不定期） 
・消防署イベント（１月） 
・３Ｒ夢イベント（５月） 
・その他工事等実施時 

地下自走式 
一部使用：年２～３回 
・区庁舎改修工事等実施時 

⑩選挙対応 ・平面式駐車場の一部占有（２日間） 
・投票日当日、多数のタクシーが平面式駐車場から入り、地下駐車場

の公用車専用出口から出ていくため、満空表示の台数調整が必要 
⑪その他 ・区役所開庁時間中に公会堂の行事が終了する場合は、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

く等の対応を検討すること。 
・図書館の休館日に気がつかず入庫してしまった来庁者への対応を検

討すること。 
 



ブロックＢ 

港北区総合庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市港北区大豆戸町 26-１ 
②併設施設 港北公会堂、港北消防署 
③現在の来庁者用駐車台数 
※( )内は身体障害者用で内数 

60 台（１） 
※現在職員用に１台使用 

④現在の駐車場の構造・形態等 
 

 

平面式 

設置機器 パーキングゲート １式 
メーカー名 アマノ株式会社 

製品番号 NT-1500,NT-1520 
所有者 横浜市 

設置時期 平成 19 年、平成 20 年 

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 
発券機 横浜市 
精算機 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 38 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 8：00～18：00 2 人 
土曜開庁日 8：00～12：30 １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（3 月

下旬～4 月上旬）の整理員

等の追加配置 

配置時間 8：00-17：00 

配置人数 

４人 
※そのうち１名は、交通誘導警備業務１級又は２

級検定の合格証書の交付を受けた警備員とするこ

と。 



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） 

・半面程度を使用するイベント等 
0.5 日（半日）×２日間×２回/年（機密文書廃棄） 
0.5 日（半日）×１日間（粗大ごみ廃棄） 
１日（終日）×５日間（職員健康診断） 

・全面使用するイベント等 
１日（終日）×２日間×２回/年（敷地内植木剪定） 

・法定電源設備点検（原則閉庁日（年１回））に伴う全館停電時には、

パーキングゲートにも通電しないため、来庁者が駐車場を利用できな

い。 
・マイクロバスや検診車が入出庫することがあるため、来庁者用車室数

台分の事前の確保や、入出庫時の誘導などの柔軟な対応を行うこと。 

⑩選挙対応 投票日前日 22:00 から当日 20:00 まで全面使用。 

⑪その他 
  

・区役所周辺の道路は、環状２号と神奈川県道２号東京丸子横浜線（綱

島街道）が接続する大豆戸交差点が近く、駐車場出入口前の道路は常に

交通量が激しくなっている。 
・駐車場満車時に区役所駐車場の入庫待ち車両が環状２号の片側車線を

塞いでしまい、環状２号に渋滞を引き起こしてしまうことがある。 
・駐車場出入口から大豆戸交差点の間には、消防署前の駐停車禁止区域、

バス停留所、隣接マンションの駐車場出入口もあり、駐停車については

特段の配慮が必要となる。 
⇒区役所駐車場の入庫待ちによる駐停車について、誘導できる整理員の

人数を確実に確保し、配置などの対処法を提案すること。 
・周辺道路で交通渋滞を起こさないように、検定合格警備員の配置が必

要とされる路線であることを考慮した上で、対処法を提案すること。 
・業務用駐車スペースが少ないため、必要に応じて、業務用駐車ス

ペース数台（１～２台）の確保ができる運用をすること。現在は、

必要に応じて駐車場の一部にカラーコーンを置くなどして対応して

いる。 

・車いす優先駐車スペースや、電気自動車充電スタンド前の駐車スペー

スについて、満車時以外は一般車両が駐車しないよう配慮、工夫された

提案をすること。 

 



ブロックＢ 

栄区庁舎駐車場 

現況 

①所在地 区庁舎：横浜市栄区桂町 303-19 

公会堂及びスポーツセンター：横浜市栄区桂町 279 

②併設施設 栄公会堂、栄スポーツセンター（道路介して隣接） 

③現在の来庁者用駐車台数 

※( )内は身体障害者用で内数 

第１ 

（区役所駐車場） 
58 台（２） 

第２（公会堂・ス

ポーツセンター

地下駐車場） 

47 台（１） 

④現在の駐車場の構造・形態等 

第１（区役所）

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 

所有 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 

区役所第２ 

（公会堂棟地

下）地下自走式 

機  器 パーキングゲート 

メーカー名 アマノ株式会社 

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 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 12 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 

第１ 
なし 

第２ 

⑥現在の駐車場供用時間 第１ 24 時間 

第２ 
24 時間 

公会堂・ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ閉館後 30 分後から開館 30 分前ま
で入出場不可 

公募条件 

 ⑦市が希望する駐車場供用 

時間 

第１（区役所） 24 時間 

第２（公会堂

棟地下） 

24 時間 

（公会堂・スポーツセンターの閉館 30 分後から、翌

開館 30 分前までは入出場不可とする） 



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 

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：２日程度 

・一部使用：月３日、年 36 日程度 

⑩選挙対応 第１は、選挙が行われる前日及び当日の終日に、全面又は半面程度

使用する。また、選挙に伴う事務で計７日間程度一部使用する。 

第２は、選挙が行われる当日の終日、全面使用する。 

⑪その他 ・大型バスや検診車が入出庫することがあるため、柔軟な対応を検討

すること 

 

 



ブロックＢ 

泉区総合庁舎駐車場 

現況 

①所在地 横浜市泉区和泉中央北 5丁目 1-1 

②併設施設 泉公会堂、泉消防署 

③現在の来庁者用駐車台数 

※（ ）内は身体障害者用で内数 
96台（5） 

④現在の駐車場の構造・形態等 

地下自走式 

機器 パーキングゲート 

メーカー名 アマノ株式会社 

設置時期 平成 22年設置 

所有 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 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 12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・人数 なし 

⑥現在の駐車場供用時間 24時間（22:30-8:00 入出場不可） 

公募条件 
 

 

 

 

 

 

⑦市が希望する駐車場供用時 

間 

22：30から翌８：00までは入出場不可とする 

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 
10：00～15：00 １名 

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４回程度 

・地下駐車場下の汚水槽等清掃時において、作業スペースとして１

回約５～７台分を確保している。 

⑩選挙対応 ・選挙投票日の前日及び当日は、来庁者用駐車台数の半数以上を使

用する。 

・投票日前５日間程度と後１日は、10台程度使用する。 

⑩その他 ・ハトが地下駐車場にも入ってくることがあり、糞害で路面等が汚

れる頻度が多いので、こまめな清掃等対策や侵入防止策を検討する

こと。 

・乳幼児健診や公会堂でイベントが実施される時などは、入庫待ち

車両が長後街道まで連なることがある。その際には、入庫待ち車列

の最後尾に人員を配置し案内をするなど、周辺道路で交通渋滞を起

こさないように、対処法を提案すること。 
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