
ブロックＡ 

市庁舎駐車場 

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 

81 台   第１駐車場：59 台（３） 

      第２駐車場：22 台   

④現在の駐車場の構造・形態等 
平面式 

機器等設置なし 

※第１・第２駐車場に管理ボックス１棟ずつあり 

第１駐車場 
８：30～17：30 ２名 

（10：00～15：30 は４名） 

⑤現在の整理員等配置時間、配

置人数 平日 

第２駐車場 10：00～16：00  １名 

第１駐車場 ８：30～17：30 ⑥現在の駐車場供用時間 
平日 

第２駐車場 10：00～16：00 

公募条件 

第１駐車場 ⑦市が希望する駐車場供用時間 

第２駐車場 
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 第１駐車場 年２日程度 

第２駐車場 年８日程度 

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 ・第１駐車場内における身体障害者駐車スペースの確保及び誘導がで

きること。また駐輪場への導線確保・安全管理に配慮すること。 

・市長及び副市長等への面会及び表敬訪問等については、第１駐車場

の市役所正面入口前の駐車場所を、指定時間について確保し、指定車

両を誘導できる運用をすること。また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。 

・市のイベント等で第１駐車場及び第２駐車場を全面使用することが

あるため、支障のないよう運用すること。 

・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。 

・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。 

 



ブロックＡ 

鶴見区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市鶴見区鶴見中央３－20－１ 
②併設施設 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  立体機械式：１号機 27 台、２号機 26 台  

平面式   ：３台（２） 
メーカー名 石川島運搬機械（株） 

１
号
機 

長さ：5.05ｍ 
幅 ：1.85ｍ 
高さ：1.58ｍ 
重量：1.6ｔ 
＜低層車室 16 台＞ 
長さ：5.75ｍ 
幅 ：2.05ｍ 
高さ：1.58ｍ 
重量：1.6ｔ 

駐車可能 
車両サイズ 

２
号
機 ＜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／賃貸 所有 

保守点検業者 石川島運搬機械株式会社 

 
 
 
 
 
 
 
 

立体機械式 
１号機 
２号機 

H20 年度 
保守点検委託金額 

3,427,000 円 

④現在の駐車場の構造・形態等 
 

平面式 機器等設置なし 
立体機械式 ７：30～17：45  4 人   ⑤現在の整理員等配置時間、 

配置人数 平面式 なし 
平日 ８：30～17：15 

土曜開庁日 ８：30～12：15 
⑥現在の駐車場供用時間 

土曜閉庁日 
・日・祝日 

供用せず 

公募条件 
平日 ８：00～18：00 

土曜開庁日 ８：00～12：30 
⑦市が希望する駐車場供用時

間 
土曜閉庁日 
・日・祝日 

供用せず 

配置時間 なし ⑧市が希望するポリオ予防接

種日の整理員等配置時間、

配置人数 配置人数 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。 
・ 選挙が行われる場合、期日前投票期間は駐車場を供用すること。 

 
 
 
 



ブロックＡ 

神奈川区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市神奈川区広台太田町３－８ 
②併設施設 消防署、水道局地域サービスセンター、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 

46 台  立体機械式：32 台 
地下自走式：14 台（１） 

メーカー名 石川島運搬機械（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／賃貸 所有 

保守点検業者 石川島運搬機械（株） 

立体機械式 

H20 年度 
保守点検委託金額 

3,597,300 円 

設置機器 パーキングゲート等 
メーカー名 日本信号株式会社 
製品番号 不明 
設置時期 平成４年１月 

④現在の駐車場の構造・形態等 
 

地下自走式 

所有／賃貸 所有 
立体機械式 常時３人 ⑤現在の整理員等配置時間、 

配置人数 地下自走式 常時１人 
平日 ８：15～17：45 

土曜開庁日 ８：45～12：30  
⑥現在の駐車場供用時間 

土曜閉庁日 
・日・祝日 

供用せず 

公募条件 
平日 ８：00～18：00 

土曜開庁日 ８：00～12：30 
⑦市が希望する駐車場供用 
時間 

土曜閉庁日 
・日・祝日 

供用せず 

配置時間 なし ⑧市が希望するポリオ予防接

種日の整理員等配置時間、

配置人数 配置人数 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その他 ・安全確保のため、地下自走式駐車場には、常時必ず１名以上の整

理員を配置すること。 
・機械式駐車場については、土曜日の閉庁時間帯、日曜日、休日の

うち年間 40 日程度、「財団法人神奈川体育館」に目的外使用許可

を行っている。指定期間開始後も引続き目的外使用許可を行う予

定であり、事前に「横浜市、指定管理者、財団法人神奈川体育館」

の三者において、機械式駐車場の取扱い等を定めた覚書等を締結

する。 
・選挙が行われる場合、期日前投票期間は両駐車場とも供用するこ

と。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ブロックＡ 

中区庁舎駐車場 

①所在地 横浜市中区日本大通 35 

②併設施設 － 

③現在の来庁者用駐車台数 ７台 

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  

④現在の駐車場の構造・形態等 立体機械式 

車輌対応ｴﾚﾍﾞｰ

ﾀによる地下駐

車場への自走

駐車方式 

所有／賃貸 所有 

平日 ８：00～17：30  １人 ⑤現在の整理員等配置時間、配置

人数 土曜開庁日 ８：00～13：00  １人 

平日 ８：30～17：15 

土曜開庁日 ８：45～12：00 

⑥現在の駐車場供用時間 

 

 

 

土曜閉庁日・

日・祝日 
供用せず 

公募条件 

平日 ８：00～18：00 

土曜開庁日 ８：00～12：30 

⑦市が希望する駐車場供用時 

間 

土曜閉庁日・

日・祝日 
供用せず 

配置時間 なし ⑧市が希望するポリオ予防接種

日の整理員等配置時間、配置人

数 
配置人数 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その他 ・自動車用エレベータ（カーリフト）の保守点検については、庁

舎内のエレベータ３機と一体で行っているため実施の必要はな

い。 

 
 



ブロックＡ 

港北区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市港北区大豆戸町 26-１ 
②併設施設 公会堂、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 

61 台（１） 

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 

製品番号 ＫＷ2902 
所有／賃貸 所有 
設置時期 平成 19 年、平成 20 年 

品番 ＡＲ100 

④現在の駐車場の構造・形態等 
 

 

平面式 

認証機 
台数 36 台 

⑤現在の整理員等配置時間、 
配置人数 

９：00～17：15  ４人 

⑥現在の駐車場供用時間 ８：30～22：15 

公募条件 
⑦市が希望する駐車場供用 

時間 
24 時間 

配置時間 11：00～16：00 ⑧市が希望するポリオ予防接

種日の整理員等配置時間、

配置人数 配置人数 4 人 

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その他 
  

・区役所駐車場出入口は、横浜市計画道路環状２号線に面しており、ま

た、約 100ｍ離れた大豆戸交差点において神奈川県道２号東京丸子横浜

線（綱島街道）と接続しているため、交通量の激しいエリアである。 
また、区役所駐車場出入口から大豆戸交差点にかけて、併設する消防

署の緊急車両の出入りのための駐停車禁止区域や、バス停留所（港北区

総合庁舎前）等が設置されている。 
そのため、特に混雑時には、区役所駐車場利用車両と他の通行車両の

捌きや、区役所駐車場利用車両が消防署やバス停前で駐停車をしないよ

うにするなどの誘導が行えるよう、考慮すること。 
 

 

 

 

 



ブロックＡ 

緑区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市緑区寺山町 118 
②併設施設 公会堂、消防署、水道局地域サービスセンター 
③現在の来庁者用駐車台数 
※( )内は身体障害者用で内数 

73 台  立体機械式：68 台 
平面式  ：５台（１） 

メーカー名 富士変速機株式会社 

駐車可能 
車両サイズ 

長さ：４．７０ｍ 以下 
幅 ：１．８５ｍ 以下 
高さ：２．００ｍ 以下 
重量：１．８０ｔ 以下 

設置時期 平成５年 
所有／賃貸 所有 

保守点検業者 富士変速機株式会社 

立体機械式 

H20 年度 
保守点検委託金額 

3,026,142 円 

④現在の駐車場の構造・形態等 
 

平面式 機器等設置なし 
⑤現在の整理員等配置時間、配

置人数 
 

立体機械式 
（平面式の 

車両誘導等

含む） 

【平日・祝日】 
８：15 ～ ９：15 ３人 
９：15 ～ 15：15 ４人 
15：15 ～ 17：15 ３人 
17：15 ～ 22：30 １人 

 
【土曜日・日曜日】 
８：15 ～ 17：15 ２人 

 17：15 ～ 22：30 1 人 
 
※４・10 月のポリオ対応時には、12：00～16：00
に整理員として５人増員しており、主に駐車場の場外

での車両誘導業務に従事している。 
⑥現在の駐車場供用時間 ８：30～22：15 

公募条件 
⑦市が希望する駐車場供用 
時間 

８：00～22：30 

配置時間 12：00 ～ 16：00 ⑧市が希望するポリオ予防接

種日の整理員等配置時間、

配置人数 配置人数 5 人 

 

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その他 
 

・ポリオ予防接種日の混雑時には、駐車場の場外において車両誘導を

行うこと。また、近隣の「こどものはらっぱ」への誘導も行うこと。 
・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

車等については、庁舎前広場に駐車することがある（管理は区が行

う）。 
・駐車場出入り口にゲートバーを設置し、打刻して入場する場合、立

体機械式駐車場については入庫に時間を要することから、トラブル

となる可能性が高い。また、ゲートバーの設置により入場待ち時間

が長くなることから、消防車両への支障や、区庁舎周辺道路の渋滞

が懸念される。ゲートバーを設置せずに管理する方法を考慮するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 



ブロックＡ 

青葉区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市青葉区市ケ尾 31－４ 

②併設施設 公会堂、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 

181 台    第１駐車場：82 台（１） 

第２駐車場：88 台 

第３駐車場：11 台 

機器 パーキングゲート等 ３式 

メーカー名 アマノ株式会社 

設置時期 平成７年  

所有／賃貸 所有 

品番 ＴＦ3900Ｎ、ＡＲ100 等 
認証機 

台数 24 台 

保守点検業者 アマノ株式会社 

④現在の駐車場の構造・形態等 

 

平面式 

Ｈ20 年度 

保守点検委託金額
945,000 円 

第１駐車場 

第２駐車場 

⑤現在の整理員等配置時間・配置

人数 

 
平日 

第３駐車場 

９：30～15：30  ２人 

※ ４・10 月のポリオ対応時、

年始、３月の繁忙期等は、２人

増員（年 24 日程度）  

第１駐車場

第２駐車場 
⑥現在の駐車場供用時間 

第３駐車場 
8：30～23：30 

公募条件 
第１駐車場

第２駐車場

⑦市が希望する駐車場供用時 

間 

第３駐車場

 

24 時間 

配置時間 11：30～15：30 ⑧市が希望するポリオ予防接 

種日の整理員等配置時間、配 

置人数 

配置人数 ４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） 

年６日程度 

・区民まつり準備①水道仮設（半日、第１駐車場の一部） 

・区民まつり準備②電源工事（半日、第１駐車場の一部） 

・区民まつり準備②前日（１日、第１～第３駐車場） 

・区民まつり当日（１日、第１～第３駐車場） 

・消防署出初式予行（１日、第２駐車場） 

・消防署出初式（１日、第２、第３駐車場） 

・選挙投票日（１日、第１～第３駐車場） 

 

⑩その他 － 
 



ブロックＡ 

都筑区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市都筑区茅ケ崎中央 32-１ 
②併設施設 公会堂、図書館、消防署、児童相談所、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 

180 台  平面式  ：144 台（３） 
地下自走式： 36 台（２）  

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 
製品番号 NT1500 外 
設置時期 平成 15 年 
所有／賃貸 所有 

品番 AR-100 
認証機 

台数 15 台 
保守点検業者 アマノ株式会社 

平面式 

H20 年度 
保守点検委託金額 

693,000 円 

④現在の駐車場の構造・形態

等 
 

地下自走式 機器等設置なし 
平面式 なし ⑤現在の整理員等配置時間、 

配置人数 地下自走式 なし 
⑥現在の駐車場供用時間 ８：30～22：30 

公募条件 
平面式 24 時間 ⑦市が希望する駐車場供用 

時間 
地下自走式 

24 時間 
（22:30 から翌 8:00 までは入出場不可とする） 

配置時間 12：30 ～ 15：00 ⑧ポリオ予防接種日の整理

員等配置時間、配置人数 配置人数 1 名 

平面式 一部使用：年５日程度 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） 地下自走式 選挙が行われる場合、一部使用する。 

 

⑩その他 ・現状のバイク置き場を撤去し、車室２台をバイク置き場として整備

予定（「駐車場別参考図」参照）。 
 

 

 

 

 

 

 



ブロックＢ 

南区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市南区花之木町３－48－１ 

②併設施設 公会堂、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 

36 台  第１駐車場：16 台（１） 

第２駐車場：20 台 

④現在の駐車場の構造・形態等 平面式 機器等設置なし 

第１駐車場 
８：30～17：30  １人 

※10：00～14：00 は１人増 平日 

第２駐車場 ８：40～17：20  １人 

第１駐車場 ８：45～12：15  １人 

⑤現在の整理員等配置時間・人数 

土曜開庁日 
第２駐車場 ８：55～12：05  １人 

第１駐車場 ８：15～22：00   
平日 

第２駐車場 ８：40～17：20   

第１駐車場 ８：45～12：15   
土曜開庁日 

第２駐車場 ８：55～12：05 

第１駐車場 

⑥現在の駐車場供用時間 

土曜閉庁

日・日・祝日 第２駐車場 
供用せず 

公募条件 

第１駐車場⑦市が希望する駐車場供用時 

間 第２駐車場 
24 時間 

配置時間 13：00～15：00 

 

⑧市が希望するポリオ予防接 

種日の整理員等配置時間、 

配置人数 

配置人数 整理員５人 

（第１・第２駐車場出入口 各 1人 

 第１・第２駐車場待機車列 各 1 人 

 交差点誘導 1 人） 



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４日程度 

＜内訳＞ 

・人生記念樹の配布事業（例年６月の土・日２日間、第１駐車場

の数台分を使用） 

・南区桜まつりで雨天時に使用する可能性がある。（３月下旬か

ら４月上旬の間の土・日２日間。ただし、これまでの使用実績は

なし） 

・狂犬病予防注射の集合接種会場及び事務受付出張会場として、

獣医師会と共催の事業に使用。（４月の土又は日に１日） 

・福祉の集い 愛ふれあいの広場（横浜労福協西南支部共催）（６

～７月の土又は日に１日） 

・サマーキャンプ（区役所主催）、隣接する教会のサマーキャン

プにおいて、朝・夕の集合場所及び解散場所として、第２駐車場

を使用する。（７～８月の出発日の朝、及び帰着日の夕方） 

・選挙時の第１駐車場の区役所の専用使用。（投票日の前日の朝

から当日の朝まで） 

 

⑩その他  ・業務用駐車スペースが少ないため、現在は、必要に応じて第１

駐車場の一部にカラーコーンを置くなどして確保し、対応してい

るため、数台（１～２台）の確保ができる運用をすること。 

・第２駐車場については、敷地に高低差があるため、平にするな

ど利用者の利便性に配慮すること。   

・第１、第２駐車場にガードマンハウス１棟ずつあり（平成 22

年１月 31 日までのレンタル契約） 

 



ブロックＢ 

港南区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市港南区港南中央通 10-1 
②併設施設 公会堂、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（２）   

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 
製品番号 TF2800N、TF6700N ほか 
設置時期 平成 19 年 
所有／賃貸 所有 

品番 AR100 

④現在の駐車場の構造・形態等 

平面式 

認証機 
台数 27 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 ８：15～22:00 

公募条件 
⑦市が希望する駐車場供用 

時間 
24 時間 

配置時間  13：00 ～ 15：00 ⑧市が希望するポリオ予防接

種日の整理員等配置時間、

配置人数 配置人数  ２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） 

全面使用：１日程度 

 

⑩その他 ・ポリオ予防接種日は、予防接種を受ける方を近隣の契約駐車場（商

業施設付帯駐車場）に誘導すること。 

 



ブロックＢ 

保土ケ谷区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市保土ケ谷区川辺町２-９ 
②併設施設 消防署、安全管理局 
③現在の来庁者用駐車台数 48 台  地下自走式駐車場：17 台（うち身体障害者用１台） 

平面式駐車場  ：30 台（うち身体障害者用２台）  
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 
所有／賃貸 賃貸 

リース相手先 リコーリース株式会社 

リース期間 
平成 18 年５月１日 
～平成 25 年４月 30 日 

月額賃借料 107,940 円（消費税等込） 
品番 AR100、AR150 

④現在の駐車場の構造・形態等 
 

地下自走式 
平面式 

認証機 
台数 11 台 

地下自走式 8：30～16：00 １人 ⑤現在の整理員等配置時間、 
配置人数 平面式 8：30～16：00 １人 

平 日 8：30～17：30 
土曜開庁日 8：45～12：15   

⑥現在の駐車場供用時間 

土曜閉庁日 
・日・祝日 

供用せず 

公募条件 
平 日 ８：00～18：00 

土曜開庁日 ８：00～12：30 
地下自走式 

土曜閉庁日 
・日・祝日 

供用せず 

⑦市が希望する駐車場供用 
時間 

平面式 24 時間 

配置時間 12：30 ～ 16：00 ⑧市が希望するポリオ予防

接種日の整理員等配置時

間、配置人数 配置人数 ２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） 

３日程度 

 

⑩その他 ・両駐車場の出入り口が同じ動線にあるため、各駐車場への車両の振

分けが円滑に行われるよう配慮すること。（これまで混雑時には整理

員を配置のうえ対応している。） 
・地下自走式駐車場にはゲート内に来庁者用とは別に搬入車専用の駐

車スペースがあるが、満車表示の台数カウントについて工夫するこ

と。（これまでは搬入車がゲートを通るたびに整理員が台数カウント

を修正している。） 



ブロックＢ 

旭区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市旭区鶴ケ峰１－４－12 

②併設施設 公会堂、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 

73 台    第１駐車場：48 台（２） 

第２駐車場：25 台 

メーカー名 古川産機（株） 

設置時期 平成 15 年  

所有／賃貸 所有 

保守点検業者 古川産機システムズ㈱ 

立体機械式 

（二段式） 

Ｈ20 年度 

保守点検委託金額
369,600 円 

④現在の駐車場の構造・形態等 

 

平面式 機器等設置なし 

第１駐車場 

８：30～16：30  ２人 

※４・10月のポリオ対応時は、

13：00～15：00 に１人増員 
平日 

第２駐車場 

市が指定する日のうち 

８：30～13：00  １人 

13：00～17：30  １人  

第１駐車場 ８：30～12：00  ２人  

⑤現在の整理員等配置時間、配

置人数 

 

 

 

 

土曜開庁日 
第２駐車場 なし 

第１駐車場 ８：30～17：30 
平日 

第２駐車場 ８：30～17：30 

第１駐車場 ８：30～17：30 
土曜開庁日 

第２駐車場 ８：30～11：30 

第１駐車場 

⑥現在の駐車場供用時間 

 

土曜閉庁日 

・日・祝日 第２駐車場 
供用せず 

公募条件 

第１駐車場 ⑦市が希望する駐車場供用 

時間 第２駐車場 
24 時間 

配置時間 13：00 ～ 15：00 

 

⑧市が希望するポリオ予防 

接種日の整理員等配置時間、 

配置人数 

配置人数 ３人 



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 

・区民まつり（第１駐車場・第２駐車場）1.5 日（10 月） 

・緑地整備（第１駐車場）１日（９月） 

・犬のマナー教室（第２駐車場）午前×年２回（５月、11 月） 

・鶴ヶ峰まつり（第２駐車場）６月の２日間 

・鶴ヶ峰本町町内会納涼盆踊り（第２駐車場）８月の３日間 

・鶴ヶ峰本町町内会神社祭礼（第２駐車場）９月の３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）×２

・鶴ヶ峰本町町内会もちつき大会（第２駐車場）12 月の１日間 

・選挙投票日及び選挙投票日の前後日（第２駐車場）３日間   

他

 

⑩その他 ・第１駐車場の車室番号１～５の５台分（駐車場別参考図参照）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。 

・立体機械式駐車場については地上部分の８台分だけ使用する。 

 



ブロックＢ 

磯子区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市磯子区磯子３－５－１ 

②併設施設 公会堂、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 

139 台  立体機械式：100 台 

地下自走式：18 台（２） 

平面式（広場駐車場）：21 台 

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  

立体機械式 

所有／賃貸 所有 

機器 パーキングゲート等 １式 

メーカー名 三菱プレシジョン㈱ 

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 11 年 10 月 

地下自走式 

所有／賃貸 所有 

機器 パーキングゲート等 １式 

メーカー名 三菱プレシジョン㈱ 

設置時期 平成 13 年２月 

平面式 

（広場駐車場） 

所有／賃貸 所有 

品番 三菱プレシジョン㈱VD-650 認証機 

 個数 29 台 

保守点検業者 石川島運搬機械（株） 

④現在の駐車場の構造・形態 

等 

Ｈ20 年度 

保守点検委託金

額 

9,183,300 円 

⑥現在の整理員等配置時間、配

置人数 平日 

８：00～９：00  ２人 

８：00～19：00  ４人 

19：00～23：00  ２人 

 

土・日・祝日 

８：00～９：00  ２人 

９：00～19：00  ３人 

19：00～23：00  ２人 



立体機械式 

地下自走式 
８：30～22：30 

⑦現在の駐車場供用時間 

平面式 ８：30～19：30 

公募条件  
立体機械式 ８：00～22：30 

地下自走式 
24 時間 

（22：30 から翌８：00 までは入出場不可とする）

⑧市が希望する駐車場供用 

時間 

平面式 24 時間 

配置時間 11：00 ～ 15：30 ⑨市が希望するポリオ予防 

接種日の整理員等配置時 

間、配置人数 

配置人数 ４人  

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） 

年 32 回程度（平面式駐車場のみ、土・日・祝日に使用） 

・Ｇ30 音楽隊イベント、リサイクル・マーケット（２回） 

・ウイークエンド広場（和太鼓演奏・フリーマーケット）（８回） 

・健康づくりフェスタ、乳がんキャンペーン（３回） 

・公会堂利用者駐車場（消防音楽隊バス２台他）（４回） 

・スイッチＯＮ磯子ラジオ体操（６回） 

・ハイブリットバスお目見えイベント（１回） 

・磯子まつり（含：こどもまつり）（３回） 

・狂犬病予防注射会場（２回） 

・戸籍電算化作業（業者駐車場）（１回） 

・子ども会、サマーキャンプ 集合解散場所（２回） 

＜以上は平成 20 年度実績＞

 

※選挙の公示又は告示日の翌日から投票日までの間の土・日・祝日は、 
投票時間の前後１時間程度、平面式駐車場を全面的に使用する。 
また、選挙投票日は、午前４時 30 分から午前５時 30 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。 

 

※立体機械式駐車場設備の工事等の実施 

リスク回避のための立体機械式駐車場設備の工事等は、原則として夜

間に実施するが、分割の行えない作業の場合は年間 10 日間程度、駐車場

を閉鎖して実施する場合がある。 



 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、車止め等は設置

せず、また、区画ラインも引かないこと。 

・平面式駐車場入口に整理員を配置しないと、平面式駐車場が空くのを

待 

つ車が産業道路に常時並ぶことが懸念される。 

また、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。無人化する場合、短時間

利用者でも出庫待ちの比較的長い機械式駐車場を利用することになり

サービス低下になるため、十分に配慮すること。（平均利用時間 機械

式：１時間 44 分、地下：１時間 23 分、地上：39 分） 

・機械式駐車場の出庫時間は、純粋に機械が駐車場所から出庫口まで車

を搬送する時間、駐車場管理員が安全確認し運転者を車まで誘導する時

間、運転者及び同乗者が乗車し出発するまでの時間等で構成される。 

１台当たりの出庫時間は、午後５時以後で入庫がほとんどない時間帯

で１分 30 秒～３分、区役所開庁時間帯の入出庫が輻輳する時には、２

分～５分以上必要となっている。 

出庫車が集中するのは、公会堂の行事終了時及びポリオ接種時が主な

時間帯で、公会堂行事終了時には 30 台以上出庫待ち行列ができること

もあるため、区役所開庁時間中に公会堂の行事が終了する場合には、区

役所利用者も巻き込まれるため、搬出待ち時間を料金対象から除く必要

がある。 

・公会堂の行事等一度に出庫が集中する場合には、機械式駐車場には、

当該行事利用者の出庫が大部分の時間帯で最大 40 台に、当該行事以外 

の利用者も入出庫する時間帯の場合で最大 20～30 台に制限しないと、出

庫待ち時間が長くなりトラブルが懸念される。 

・機械式駐車場設備の故障等に伴う運転停止について 

機械式駐車場設備は、故障等により平成 19 年度には 15 回延 36 時間、

平成 20 年度には８回延 27 時間 25 分停止した。 

また、サイドブレーキが完全に掛かっていない、駐車位置が正規の位

置でなかった等、委託業者又は利用者のいずれか若しくは双方が原因

で、平成 19 年度は２回延２時間、平成 20 年度は３回延４時間５分停止

した。 

これ以外に、平成 20 年度には虫や風雨の影響で２回延１時間 30 分停止

した。 

 
 
 
 
 
 



ブロックＢ 

金沢区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市金沢区泥亀２－９－１ 

②併設施設 公会堂、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 

62 台   第１駐車場：24 台 

     第２駐車場：38 台（２） 

機器 パーキングゲート等 ２式 

メーカー名 アマノ株式会社 

所有／賃貸 賃貸 

リース相手先 リコーリース株式会社 

リース期間 
平成18年11月１日～平成25年３

月 31 日 

月額賃借料 156,450 円（消費税等込） 

品番 ＡＲ100 

④現在の駐車場の構造・形態等 

平面式 

認証機
台数 ５台 

⑤現在の整理員等配置時間、配置

人数 
平日 

12：45～14：45  １人 

※ポリオ予防接種日は、12：30～15：30 ２人 

第１駐車場 ８：30～17：30 

平日 

第２駐車場 ８：30～17：30 

夜間については、

公会堂利用者に限

り、事前申込で有

料貸出  

第１駐車場 ８：30～12：30 

土曜開庁日 
第２駐車場

公会堂利用者に限り事前申込で有料

貸出  

⑥現在の駐車場供用時間 

土曜閉庁日・

日・祝日 
公会堂利用者に限り、事前申込で有料貸出  

⑦保険加入状況 

 

 

 

種類  ：特約保険付動産総合保険 

保険金額：損害額（修理代金）※ただし時価を基準とする限度額あり 

適用範囲：リースしている駐車場管制装置一式 

保険期間：平成 18 年 11 月１日～平成 25 年３月 31 日まで 

公募条件 
第１駐車場 ⑧市が希望する駐車場供用時 

間 第２駐車場 
24 時間 

配置時間 12：30～15：30 

 
⑨市が希望するポリオ予防接 

種日の整理員等配置時間、 

配置人数 

配置人数 ２人 



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その他 ・第１駐車場及び第２駐車場へ入場する際の車の導線は、区役所

側からのみとし、地方法務局側からも車が入場し、交錯すること

がないよう配慮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ブロックＢ 

栄区庁舎駐車場 

①所在地 横浜市栄区桂町 303-19 
②併設施設 公会堂、スポーツセンター（道路介して隣接） 

区役所駐車場 62 台（１） ③現在の来庁者用駐車台数 
※( )内は身体障害者用で内数 公会堂・スポ

ーツセンター

地下駐車場 
54 台（２） 

区役所駐車場 平面式 機器等設置なし 
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３年 
所有／賃貸 所有 

品番 不明 

④現在の駐車場の構造・形態等 

公会堂等 
地下駐車場 

地下自走式 

認証機 
台数 ２台 

平 日 ８：15 ～ 16：15  ２人 
区役所駐車場 

開庁土曜日 ８：30 ～ 12：00  ２人 
⑤現在の整理員等配置時間、 
配置人数 

公会堂等 
地下駐車場 

８：15～22：30 
※スポーツセンター指定管理者による時間延長あり 
 平成２１年度実績 土曜日：22:30～23:30 

月・日・祝日：７:15～８:15  
区役所駐車場 ８：15～22：00 ⑥現在の駐車場供用時間 

公会堂等 
地下駐車場 

８：30～22：30 
※スポーツセンター指定管理者による時間延長あり

平成２１年度実績 同上 
公募条件 

区役所駐車場 24 時間 ⑦市が希望する駐車場供用 
時間 

公会堂等 
地下駐車場 

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） 

配置時間 12：00 ～ 16：00 ⑧市が希望するポリオ予防

接種日の整理員等配置時

間、配置人数 

区役所駐車場

のみ 配置人数 ３人 

区役所駐車場 

・選挙が行われる場合は、前日・当日の終日、全面

又は半面程度使用する。 
・その他の使用  

全面使用：１日程度 
一部使用：月１日、年 12 日程度 

（ただし、午前７：00～８：30 頃まで） 

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） 

公会堂等 
地下駐車場 

・選挙が行われる場合は、当日終日、全面使用する。 

 

⑩その他 ・大型バスやレントゲン車が出入りできるようにすること。 



ブロックＢ 

泉区総合庁舎駐車場 

①所在地 横浜市泉区和泉町４、636－２ 

②併設施設 公会堂、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 
104 台（４） 

機器 パーキングゲート等 １式 

メーカー名 アマノ株式会社 

設置時期 
平成３年９月の公会堂に設置後、平

成７年 11 月に区役所に移転設置 

所有／賃貸 所有 

品番 ＨＰ－100 

④現在の駐車場の構造・形態等 

地下自走式

認証機
台数 13 

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 
８：15～22：00 

公募条件 
⑦市が希望する駐車場供用時 

間 

24 時間 

（22：30 から翌８：00 までは入出場不可とする） 

配置時間 10：00～15：00 ⑧市が希望するポリオ予防接 

種日の整理員等配置時間、 

配置人数 

配置人数 ２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。 

・選挙投票日及び選挙投票日の前日において、来庁者用駐車台数の

半数以上を使用する。 

 

⑩その他 ・中央監視室において、駐車場監視業務、駐車場設備管理業務及び

利用者の初期対応業務を、庁舎の総合管理業務に含め一括で行って

いる。 
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