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１．供用時間 

各駐車場の供用時間を表１に示す。 
 

表１ 各駐車場の供用時間 

駐車場名 供用時間 

北一条地下駐車場 7：30～22：00 

長島地下駐車場 7：30～22：00 

平和通り地下駐車場 7：00～22：00 

泉町駐車場 7：00～22：00 

赤坂公共駐車場 6：00～翌 2：00 

八日町地下駐車場 6：00～24：00 

羽衣・伊勢佐木地下駐車場 24 時間 

静岡駅前地下駐車場 6：00～24：00 

大曽根国道駐車場 7：00～翌 1：00 

四日市地下駐車場 24 時間 

桜橋駐車場 24 時間 

紙屋町地下駐車場 7：30～22：30 

松山地下駐車場 7：30～22：00 

はりまや地下駐車場 8：00～22：00 
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２．駐車料金 

１）駐車料金 

各駐車場の駐車料金を表２に示す。 

表２ 各駐車場の駐車料金 

駐車場名 時間区分 単位時間 
普通 

自動車 

自動 

二輪 

北一条地下駐車場 
7:30～22:00 

30 分毎または 30 分未満 190 円 95 円

3 時間以上 22:00 まで 1,200 円 600 円

21:30～翌 8:00 10 時間 30 分 1,300 円 650 円

長島地下駐車場 

7:30～22:00 

30 分毎または 30 分未満 100 円 50 円

5 時間以上 22:00 まで 

（土・日・祝日） 
1,000 円 500 円

21:30～翌 8:00 10 時間 30 分 530 円 260 円

平和通り地下駐車場 7:00～22:00 12 分毎または 12 分未満 50 円 25 円

21:30～翌 7:30 10 時間 1,000 円 500 円

泉町駐車場 7:00～22:00 30 分毎または 30 分未満 150 円 75 円

21:30～翌 7:30 10 時間 1,500 円 750 円

赤坂公共駐車場 6:00～翌 2:00 30 分毎または 30 分未満 300 円 － 

1:30～6:30 5 時間 1,400 円 － 

八日町地下駐車場 
6:00～24:00 

20 分毎または 20 分未満 100 円 － 

4 時間以上 24 時間以内 1,200 円 － 

23:40～翌 6:20 6 時間 40 分 900 円 － 

羽衣・伊勢佐木 

地下駐車場 0:00～24:00 
15 分毎または 15 分未満 100 円 － 

3 時間 15 分以上 24 時間以内 1,300 円 － 

静岡駅前地下駐車

場 6:00～24:00 

最初の 30 分 100 円 － 

以降 15 分毎または 15 分未満 100 円 － 

10 時間以上 24:00 まで 3,900 円 － 

23:30～翌 6:30 7 時間 1,000 円 － 

大曽根国道駐車場 
7:00～翌 1:00 

20 分毎または 20 分未満 100 円 50 円

5 時間以上 1:00 まで 1,500 円 750 円

0:40～翌 7:20 6 時間 40 分 600 円 300 円

四日市地下駐車場 
0:00～24:00 

30 分毎または 30 分未満 160 円 － 

5 時間以上 24 時間以内 1,600 円 － 

桜橋駐車場 0:00～24:00 30 分毎注１） 300 円 150 円

紙屋町地下駐車場 7:30～22:30 

 

30 分毎または 30 分未満 220 円 － 

2 時間 30 分以上 5 時間 30 分以内 1,000 円 － 

22:00～翌 8:00 10 時間 1,000 円 － 

松山地下駐車場 7:30～22:00 30 分毎または 30 分未満 130 円 65 円

20:30～翌 8:30 12 時間 700 円 350 円

はりまや地下駐車場 8:00～22:00 30 分毎または 30 分未満 150 円 75 円

21:30～翌 8:30 11 時間 1,000 円 500 円

※自動二輪の駐車料金は側車付きを除く。 

注１）桜橋駐車場については、平日（土曜・日曜・祝日を除く）３０分未満の駐車料金は無料。 （ただし

３０分以上駐車した場合は最初の３０分も有料） 
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２）定期駐車券 

各駐車場の定期券の種類及び料金を表３に示す。 
 

表３ 各駐車場の定期券の種類及び料金 

駐車場名 種 類 有効時間 
料 金 

(普通自動車)

北一条地下駐車場 全日定期駐車券 全日 36,000 円

昼間定期駐車券 7:30～22:00 27,000 円

長島地下駐車場 全日定期駐車券 全日 26,300 円

昼間定期駐車券 7:30～22:00 15,800 円

夜間定期駐車券 19:00～翌 9:30 11,200 円

平和通り地下駐車場 全日定期駐車券 全日 20,000 円

昼間定期駐車券 7:00～22:00 15,000 円

夜間定期駐車券 １７：30～翌 8:00 10,000 円

一週間定期駐車券 

（有効 7 日間） 

全日 6,200 円

7:00～22:00 4,200 円

泉町駐車場 全日定期駐車券 全日 20,000 円

昼間定期駐車券 7:00～22:00 15,000 円

夜間定期駐車券 17:30～翌 8:00 8,000 円

平日定期駐車券 平日 15,000 円

赤坂公共駐車場 全日定期駐車券 全日 60,000 円

昼間定期駐車券 6:00～20:00 50,000 円

夜間定期駐車券 17:30 分から翌 9:00 50,000 円

一週間定期駐車券 

（有効 7 日間） 

全日 15,000 円

6:00～20:00 12,500 円

八日町地下駐車場 全日定期駐車券 全日 20,000 円

昼間定期駐車券 6:00～24:00 18,000 円

夜間定期駐車券 18:00～翌 9:00 12,000 円

平日定期駐車券 平日 15,000 円

羽衣・伊勢佐木 

地下駐車場 

全日定期駐車券 全日 35,000 円

昼間定期駐車券 7:00～24:00 25,000 円

夜間定期駐車券 16:00～翌 9:00 20,000 円

静岡駅前地下駐車場 定期券なし － － 

大曽根国道駐車場 全日定期駐車券 全日 20,000 円

昼間定期駐車券 7:00～22:00  15,000 円

夜間定期駐車券 17:00～翌 8:00 8,000 円

一週間定期(有効 7 日間) 7:00～22:00 5,000 円

四日市地下駐車場 全日定期駐車券 全日 23,100 円

平日定期駐車券 平日 16,800 円

平日昼間定期駐車券 平日 7:00～20:00 10,500 円

夜間定期駐車券 16:00～翌 8:00 8,400 円

桜橋駐車場 全日定期駐車券 全日 63,000 円

夜間定期駐車券 17:00～翌 5:00 37,000 円

平日昼間定期駐車券 平日 6:00～19:00 27,000 円

自動二輪車定期駐車券 全日 21,000 円
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駐車場名 種 類 有効時間 
料 金 

(普通自動車)

紙屋町地下駐車場 全日定期駐車券 全日 40,000 円

昼間定期駐車券 7;30～22:30 30,000 円

夜間定期駐車券 17:30～翌 8:00 20,000 円

平日定期駐車券 平日 25,000 円

松山地下駐車場 全日定期駐車券 全日 25,000 円

昼間定期駐車券 7:30～22:00 18,000 円

平日定期駐車券 平日 12,000 円

はりまや地下駐車場 全日定期駐車券 全日 20,000 円

平日定期駐車券 平日 15,000 円

 

 

３）回数券及びプリペイドカード 

各駐車場の回数券、プリペイドカードの種類及び販売価格を表４に示す。 
 

表４ 各駐車場の回数券、プリペイドカードの種類及び販売価格 

駐車場名 種 類 
券片数又は 

利用可能額 
販売価格 

北一条地下駐車場 
30分回数券 

11券片 1,900円

110券片 16,700円

60分回数券 
11券片 3,800円

110券片 33,400円

長島地下駐車場 30分回数券 11券片 1,000円

60分回数券 11券片 2,000円

平和通り地下駐車場 無し － － 

泉町駐車場 30分回数券 11券片 1,500円

60分回数券 11券片 3,000円

赤坂公共駐車場 30分回数券 11券片 3,000円

60分回数券 11券片 6,000円

八日町地下駐車場 20分回数券 11券片 1,000円

60分回数券 11券片 3,000円

羽衣・伊勢佐木地下駐車場 100円回数券 11券片 1,000円

300円回数券 11券片 3,000円

1,300円回数券 11券片 13,000円

100円･300円回数券 62,500円 50,000円

プリペイドカード 
5,500円 5,000円

11,500円 10,000円
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駐車場名 種 類 
券片数又は 

利用可能額 
販売価格 

静岡駅前地下駐車場 

100円回数券 

11券片 1,000円

22券片 2,000円

60券片 5,000円

250券片 20,000円

300円回数券 

11券片 3,000円

22券片 6,000円

60券片 15,000円

250券片 60,000円

400円回数券 

11券片 4,000円

22券片 8,000円

60券片 20,000円

250券片 80,000円

大曽根国道駐車場 100円回数券 11券片 1,000円

四日市地下駐車場 30分回数券 11券片 1,600円

60分回数券 11券片 3,200円

プリペイドカード 
5,500円 5,000円

11,500円 10,000円

桜橋駐車場 30分回数券 11券片 3,000円

60分回数券 11券片 6,000円

プリペイドカード 

3,300円 3,000円

5,500円 5,000円

11,000円 10,000円

紙屋町地下駐車場 30分回数券 11券片 2,200円

60分回数券 11券片 4,400円

松山地下駐車場 30分回数券 11券片 1,300円

はりまや地下駐車場 150円回数券 11券片 1,500円

300円回数券 11券片 3,000円
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４）料金割引 

各駐車場の料金割引を表５に示す。 
 

表５ 料金の割引 

駐車場名 割引きの対象とする手帳等 割引率 

北一条地下駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

５割引 

長島地下駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

５割引 

平和通り地下駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

５割引 

泉町駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

５割引 

赤坂公共駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

５割引 

八日町地下駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

最初の２時間無料 

羽衣・伊勢佐木地下駐車場 身体障害者手帳 １～４級 

精神障害者保健福祉手帳 

療育手帳 （Ａ１、Ａ２、Ｂ１） 

「時間制駐車料金」 
・３時間まで 無料 
・３時間を超えた分 ５割引

「定期料金」 
・５割引 

身体障害者手帳 ５～６級 

療育手帳 （Ｂ２） 

「時間制駐車料金」 
・５割引 

「定期料金」 
・３割引 

静岡駅前地下駐車場 対象なし － 

大曽根国道駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

５割引 

四日市地下駐車場 対象なし － 

桜橋駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

５割引 

紙屋町地下駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

５割引 

松山地下駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

５割引 

はりまや地下駐車場 身体障害者手帳 
精神障害者保健福祉手帳 
療育手帳 

最初の１時間無料 
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３．既存サービス等 

 

機構が行っている既存サービス等について、主要なものを以下に示す。なお、その他のもの

も含めて、詳細については、募集要項の公表時に示す。 

 

１）地元と提携しているサービス 

各駐車場で提携している割引サービスを表６に示す。 
 

表６ 割引サービスの継承 

平成23年5月末現在 

駐車場名 契約相手等 駐車場利用者へ提供 

するサービス内容 

契約相手等が機構に納付する金額 

北一条 

地下駐車場 

地元団体 共通駐車券 

・30 分無料駐車券発行 

・60 分無料駐車券発行 

・90 分無料駐車券発行 

・30 分券（190 円相当）１枚につき 173 円 

・60 分券（380 円相当）１枚につき 346 円 

・90 分券（570 円相当）１枚につき 519 円 

長島 

地下駐車場 

地元商工会 ・１時間無料駐車券発行 ・1 時間券（200 円相当）１枚につき 180 円 

地元商店街 ・１時間無料駐車券発行 ・1 時間券（200 円相当）１枚につき 180 円 

地元商店街 ・休日に限り 

 １時間無料駐車券２枚 

 持参の場合終日無料 

・1 時間券（200 円相当）１枚につき 180 円 

平和通り 

地下駐車場 

地元商店街 ・30 分無料駐車券発行 

・１時間無料駐車券発行 

・30 分（125 円相当）１枚につき 122 円 

・1 時間（250 円相当）１枚につき 244 円 

地元企業 ・30 分無料駐車券発行 

・１時間無料駐車券発行 

・30 分（125 円相当）１枚につき 122 円 

・1 時間（250 円相当）１枚につき 244 円 

 

［駐車場が契約者へ支払う手数料］ 

・１時間ｻｰﾋﾞｽ券 1 枚につき 6 円 

・30 分ｻｰﾋﾞｽ券 1 枚につき 3 円 

・事務手数料 

（振込明細送付１回につき 100 円） 

地元企業 ・日曜限定 

 ２時間無料駐車券発行 

・2 時間（500 円相当）１枚につき 350 円 

 

［駐車場が契約者へ支払う手数料］ 

・駐車券 1 枚につき 10 円 

地元企業 ・96 分無料駐車券発行 ・96 分（400 円相当）券１枚につき 280 円 

地元商工会 各種イベント時の料金割引 

・１時間無料 

－ 
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駐車場名 契約相手等 駐車場利用者へ提供 

するサービス内容 

契約相手等が機構に納付する金額 

泉町 

駐車場 

地元店舗 ・１時間無料駐車券発行 ・1 時間（300 円相当）券１枚につき 240 円 

地元商店街 共通駐車券 

・100 円無料駐車券発行 

・150 円無料駐車券発行 

・300 円無料駐車券発行 

・100 円券１枚につき 80 円 

・150 円券１枚につき 120 円  

・300 円券１枚につき 240 円 

地元商店街 ・30 分無料駐車券発行 

・１時間無料駐車券発行 

・30 分（150 円相当）１枚につき 120 円 

・1 時間（300 円相当）１枚につき 240 円 

地元商店街 ・30 分無料駐車券発行 

・１時間無料駐車券発行 

・30 分（150 円相当）１枚につき 120 円 

・1 時間（300 円相当）１枚につき 240 円 

赤坂 

公共駐車場 

地元商店街 共通駐車券 

・300 円無料駐車券発行 

・300 円券１枚につき 240 円 

八日町 

地下駐車場 

地元店舗 ・20 分無料駐車券発行 

・40 分無料駐車券発行 

・20 分（100 円相当）１枚につき 85 円 

・40 分（200 円相当）１枚につき 170 円 

地元企業 ・20 分無料駐車券発行 

・60 分無料駐車券発行 

・20 分（100 円相当）１枚につき 85 円 

・60 分（300 円相当）１枚につき 255 円 

地元商工会 共通駐車券 

・100 円無料駐車券発行 

・200 円無料駐車券発行 

・300 円無料駐車券発行 

・100 円券１枚につき 83 円 

・200 円券１枚につき 166 円  

・300 円券１枚につき 249 円 

地元店舗 ・20 分無料駐車券発行 

・60 分無料駐車券発行 

・20 分（100 円相当）１枚につき 85 円 

・60 分（300 円相当）１枚につき 255 円 

地方公共団体 夢きっず会員割引 

・１時間回数券（11 枚綴） 

 を 20%割引 

－ 

地元団体 ・1 日上限 1,000 円 

（200 円割引） 

 いちょうホール、市民会館 

 学園都市ｾﾝﾀｰ利用者 

・100 円割引 

 夢美術館利用者 

－ 

羽衣・伊勢佐木 

地下駐車場 

地元企業 ・30 分無料駐車券発行 

・60 分無料駐車券発行 

・30 分券（200 円相当）１枚につき 160 円 

・60 分券（400 円相当）１枚につき 320 円 

地元商店街 ・30 分無料駐車券発行 

・60 分無料駐車券発行 

・30 分券（200 円相当）１枚につき 160 円 

・60 分券（400 円相当）１枚につき 320 円 

地元店舗 ・30 分無料駐車券発行 

・60 分無料駐車券発行 

・30 分券（200 円相当）１枚につき 160 円 

・60 分券（400 円相当）１枚につき 320 円 

地元店舗 ・30 分無料駐車券発行 

・60 分無料駐車券発行 

・30 分券（200 円相当）１枚につき 160 円 

・60 分券（400 円相当）１枚につき 320 円 
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駐車場名 契約相手等 駐車場利用者へ提供 

するサービス内容 

契約相手等が機構に納付する金額 

 地元店舗 ・60 分無料駐車券発行 ・60 分券（400 円相当）１枚につき 320 円 

地方公共団体 ・無料駐車券発行 

（文化ｾﾝﾀｰ会館時間） 

・駐車場利用料月 375,000 円 

静岡駅前 

地下駐車場 

地元商店街 共通駐車券発行 

・1 枚目 100 円無料駐車券 

・2 枚目以降 

  1 枚 200 円無料駐車券 

・無料駐車券 1 枚利用の場合 100 円 

・無料駐車券 4 枚まで利用の場合 

 1 枚目は 100 円、2 枚目以降は１枚 200 円

大曽根国道 

駐車場 

地元商店街 ・20 分無料駐車券発行 

・40 分無料駐車券発行 

・20 分券（100 円相当）１枚につき 85 円 

・40 分券（200 円相当）１枚につき 170 円 

地元企業 ・20 分無料駐車券発行 

・40 分無料駐車券発行 

・20 分券（100 円相当）１枚につき 85 円 

・40 分券（200 円相当）１枚につき 170 円 

四日市 

地下駐車場 
契約なし － － 

桜橋 

駐車場 

地方公共団体 共通回数券（ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ） 

販売 

・3,000 円券（3,300 円分） 

・5,000 円券（5,500 円分） 

・10,000 円券（11,000 円分） 

・共通回数券使用額に 11分の 10 を乗じた額

紙屋町 

地下駐車場 

地元企業 地下街会員割引 

・1 時間迄無料サービス 

・30 分迄（220 円相当）につき 187 円 

・1 時間迄（440 円相当）につき 374 円 

地元商店街 共通駐車券発行 

・１枚 30 分無料駐車券 

・30 分券（220 円相当）１枚につき 204 円 

地元店舗 駐車券へ利用認証 

・2 時間迄無料サービス 

・30 分毎（220 円相当）につき 176 円 

 

松山 

地下駐車場 

地元団体 共通駐車券発行 

・１枚 100 円無料駐車券 

・無料駐車券１枚につき 100 円 
 
［駐車場が契約者へ支払う手数料］ 
・共通駐車券 1 枚につき 10 円 

地方公共団体 市役所来庁者割引 

・60 分迄無料 

・30 分迄（130 円相当）につき 112 円 

・60 分迄（260 円相当）につき 224 円 

はりまや 

地下駐車場 

地元団体 駐車券へ利用認印 

・3 時間以内駐車料金無料 

・1 時間毎（300 円相当）につき 270 円 

地元店舗 駐車券へ利用認印 

・3 時間以内駐車料金無料 

・1 時間毎（300 円相当）につき 270 円 

地元店舗 駐車券へ利用認印 

・2 時間以内駐車料金無料 

・1 時間毎（300 円相当）につき 270 円 

地元企業 駐車券へ利用認印 

・１時間以内駐車料金無料 

・1 時間毎（300 円相当）につき 270 円 
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２）駐車場案内システムへの参加 

 

駐車場案内システムは、駐車場に設置された端末機により自動収集された各駐車場の満空情

報等をインターネットまたは道路に設置した案内板により駐車場利用者に提供し、円滑な駐車

場利用に関する情報システムである。 

現在、機構が参加している駐車場案内システムを表４に示す。 

 

表４ 駐車場案内システムに参加している駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事業者による維持管理・運営の開始日以降に発生する、駐車場案内システムへの参加負担金は、 

事業者が負担するものとする。 

 

 

 

平成23年5月末現在

駐車場名 協議会等 備　　考

支払時期

札幌市 インターネットによる運用

北一条地下駐車場 駐車場案内システム運営協議会 113,400 ４月 http://parking-info.jp/sapporo/pc/

水戸市役所

泉町駐車場 （水戸市駐車場案内システム） 0 － 案内板による運用

八王子市役所 インターネットによる運用

八日町地下駐車場 （八王子市駐車場案内システム） 24,000 ３月 http://www.pg-system.jp/hachioji/

インターネットによる運用

羽衣・伊勢佐木地下駐車場 横浜駐車場案内システム協議会 104,240 １１月 http://www.pg-system.jp/kannai/main_frame.html

平成22年度実績

運営負担金
（円/年,税込）
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３）携帯電話通信環境の確保 

 

以下の駐車場内には、社団法人移動通信基盤整備協会等（以下「協会等」という。）が携帯

電話通信環境を確保し、携帯利用者の利便性向上させることを目的に、携帯電話中継施設（移

動無線基地局）を設置している。  

各駐車場において機構と協会等が締結している協定の概要を表５に示す。 

 

表５ 移動無線基地局に関する協定の概要 

 

 

 

 

駐車場名 契約相手 協定等の主要な事項

北一条地下駐車場
社団法人移動通信基盤整備協会
北海道事務局

長島地下駐車場
平和通り地下駐車場
泉町駐車場
八日町地下駐車場
羽衣・伊勢佐木地下駐車場
大曽根国道駐車場
四日市地下駐車場
桜橋駐車場

社団法人移動通信基盤整備協会

静岡駅前地下駐車場 株式会社ウィルコム

松山市役所前地下駐車場
はりまや地下駐車場

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
KDDI（株）

・協会が移動無線基地局を設置し、道路占用
　申請を行う。
・機構は、移動無線基地局に必要な電力を
　協会等に供給する。
・移動無線基地局の電気料金は、協会等が機
　構に前納し、機構が電気事業者に支払う。


