
 

自動車駐車場管理運営規程 

制定 平成２２年 ３月１９日 

改正 平成２３年１１月 ９日 

平成２５年 ３月 ８日 

平成２５年 ６月２０日 

平成２５年１２月１９日 

平成２７年 ８月２７日 

（設置） 

第１条 公益財団法人平塚市まちづくり財団は、道路交通の円滑化を図り、市街地の自動車の駐車

の利便に資するため路外駐車場（以下「駐車場」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名   称 位     置 

錦町駐車場 平塚市錦町４番 25号 

紅谷町駐車場 平塚市紅谷町 18番８号 

見附町駐車場 平塚市見附町１番１号 

（管理者） 

第３条 駐車場の管理者の氏名及び住所等は、次のとおりとする。 

法人の名称  公益財団法人平塚市まちづくり財団 

事務所の所在地  平塚市豊原町２番１４号 

代表者の氏名  理事長 

（休業日等） 

第４条 駐車場は、年中無休とする。ただし、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるとき

には、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、あらかじめ

当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示しなければならない。 

（供用時間） 

第５条 駐車場の供用時間は、別表第１のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認め

る場合には、供用時間を変更することができる。この場合においては、変更した時間を駐車場の

見やすい場所に掲示しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める場合には、供用時間終了後においても引

き続き駐車させることができる。 



 

（開場時間） 

第６条 駐車場の開場時間は別表第１のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたとき 

は、開場時間を変更することができる。この場合においては、変更した時間を駐車場の見やすい

場所に掲示しなければならない。 

（利用時間の制限） 

第７条 駐車場の１回の利用（定期利用を除く。）は、駐車券を受け取った日から起算して７日目

の午後１２時までを限度とする｡ただし、管理者がやむを得ない場合と認めたときは、これを延

長することができる。 

（駐車できる自動車） 

第８条 駐車場に駐車できる車両は、次の各号に定めるものとする。ただし、第２号の規定は、錦

町駐車場及び見附町駐車場の定期利用に限る。 

（１） 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する普通自動車で、積載物又は取

付物を含め、長さ４．７メートル以下、幅１．７メートル以下、高さ２．０メートル以下、

重さ２,０００キログラム以下のもの 

（２） １２５CC を超える普通自動二輪車及び大型自動二輪車（駐車場の構造等の理由により管

理者が不適当と認めたものは、除く。以下「大型バイク」という。） 

（駐車料金） 

第９条 駐車場に駐車する者（以下「利用者」という。）からは、別表第２及び別表第３に定める

ところにより駐車料金を徴収する。 

（回数専用券及び定期券の発行） 

第１０条 利用者の利便に資するため回数専用券及び定期券を発行することができる。 

２ 回数専用券は、１，１００円に相当する回数専用券を１，０００円で発行する。 

３ 定期券の種類及び料金は、別表第３に定めるとおりとする。ただし、月の途中で定期券の発行

を受けた場合は、日割計算による料金とする。 

（定期券の利用） 

第１１条 定期券による駐車場の利用等については、次の各号に定めるところによる｡ 

（１） 定期券は、他人に譲渡又は転貸してはならない｡ 

（２） 駐車場が満車であるときは、駐車できないことがある。この場合、定期料金の還付はしな

い｡ 

（３） 定期券による利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合、超過時間の駐車

料金の算定は別表第２に規定する普通駐車料金を適用する。 



 

（４） 定期券による利用者は、管理者に申請して登録した車両以外に駐車場を利用してはならな

い。またその車両を変更しようとする場合は、所定の変更届を事前に提出し、管理者の承認

を得なければならない｡ 

（５） 定期券による利用者は、定期券を破損又は紛失したときは、所定の届書により管理者に提

出するものとする。この場合において、定期券を再発行するときは、別表第３に定めるとこ

ろにより定期券の再発行に要する費用を徴収する。 

（６） 定期券による利用者が駐車場内で著しく秩序を乱し、管理上支障を及ぼすおそれがある場

合は、管理者は定期券の返還を求めることができる。 

（駐車券の交付及び返却） 

第１２条 利用者は、入場の際駐車券の交付を受け、退出の際これを返却するものとする。 

（駐車料金の納付） 

第１３条 利用者は、駐車料金を駐車場から自動車を退出させる際納付しなければならない。ただ

し、第１０条に規定する回数専用券及び定期券の利用者については、これを発行する際に納付し

なければならない。 

（駐車料金の免除） 

第１４条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、駐車料金を免除

することができる。 

（１） 道路交通法第３９条第１項に規定する緊急自動車 

（２） 国又は、地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用する

自動車 

（３） その他管理者が特に必要と認めた自動車 

（駐車料金の還付） 

第１５条 既納の駐車料金は還付しない。ただし、第 4条の規定により駐車場の全部又は一部の供

用を休止したときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（駐車の禁止） 

第１６条 次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車させないものとする。 

（１） 発火性又は引火性の物品、その他の危険物を積載しているとき。 

（２） 駐車場の施設設備又は他の自動車等をき損し、汚損し、若しくは滅失するおそれがあると

き。 

（３） その他管理上支障があると認めるとき。 

（禁止行為及び退去措置） 



 

第１７条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為はしてはならない。 

（１） 他の自動車の駐車を妨げること。 

（２） 駐車場の施設設備又は他の自動車をき損し、汚損し、若しくは滅失すること。 

（３） 火気の使用又は他人に迷惑を及ぼす騒音を発すること。 

（４） 営業行為、宣伝、募金その他これらに類似する行為をすること。 

（５） その他管理上不適当と認める行為をすること。 

２ 管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は該当する行為をするおそれ

があるときは、当該利用者の自動車の駐車を取り消し、退去させることができる。 

（事故等の届出及び応急措置） 

第１８条 利用者は、次の各号に掲げる場合には、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。 

（１） 駐車場の施設設備又は他の自動車等をき損し、汚損し、若しくは滅失したとき。 

（２） 駐車する自動車について異常若しくは事故又は盗難等を発見したとき。 

（３） 駐車場において不審な者を発見したとき。 

２ 係員は、前項の届出があったときは、速やかに所要の処置を講ずるとともに、その旨を管理者

に報告しなければならない。 

（引取り請求） 

第１９条 利用者が第７条に規定する利用期間を超えて車両を駐車している場合又は定期券利用

者が定期利用契約期間の終了、解約又は解除となった日から起算して 7 日を超えて車両を駐車

している場合において、管理者はこれらの利用者に対して、通知又は駐車場における掲示の方

法により、管理者が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができる。 

２ 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み若しくは引き取ることができないとき又は

管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、車両の所有者等（自動車検査

証に記載された所有者及び使用者をいう｡以下同じ。）に対して通知又は駐車場における掲示の

方法により、管理者が指定する日までに車両を引き取ることを請求し、これを引き渡すことが

できる｡この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみな

し、管理者に対して車両の引渡しその他の異議又は請求の申し立てをしないものとする｡ 

３ 前 2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは

引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができる｡ 

４ 管理者は、第１項の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害について

は、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わない。 

 



 

（車両の調査） 

第２０条 管理者は、前条第１項の場合において、利用者又は所有者等を確知するために必要な

限度において、車両（車内を含む｡）を調査することができる 

（車両の移動） 

第２１条 管理者は、第１９条第１項の場合において管理上支障があるときは、その旨を利用者

若しくは所有者等に通知し又は駐車場において掲示して、車両を他に移動することができる。 

（車両の処分） 

第２２条 管理者は、利用者及び所有者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ること

ができず又は管理者の過失なくして利用者及び所有者等を確知することができない場合であっ

て、利用者に対して通知又は駐車場における掲示の方法により期限を定めて車両の引取りの催

告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされていないときは、催告をした日から３

箇月を経過した後、利用者に対して通知又は駐車場における掲示して予告した上で、公正な第

三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる。この場合において、

車両の時価が売却に要する費用（催告後の車両の保管に要する費用を含む。）に満たないことが

明らかである場合は、利用者に通知し又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期

限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができる｡ 

２ 管理者は前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者に対して通知し、又は、

駐車場において掲示する｡ 

３ 管理者は、第 1 項の規定により車両を処分したときは、駐車料金並びに車両の保管、移動及

び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除し、不足があると

きは利用者に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを利用者に返還するものとす

る｡ 

（損害賠償の免責） 

第２３条 管理者は、盗難又は利用者等によって生じた損害については、その責めを負わない。 

２ 管理者は駐車場内の自動車及び積載物の自然災害、不可抗力その他管理者の責めに帰さない事

由によって生じたき損、汚損又は滅失の損害については、その責めを負わない。 

（損害賠償請求等） 

第２４条 利用者は、管理者の責めに帰すべき事由により生じた損害の賠償を請求しようとする場

合には、直ちにその被害について管理者の確認を受け、書面によりこれを請求しなければならな

い。 

２ 自動車の損害賠償は、当該自動車の時価、使用年限及びき損、汚損又は滅失の程度その他の状



 

況を勘案してこれを行うものとする。 

（損害賠償義務） 

第２５条 利用者は、駐車場の施設設備をき損し、汚損し又は滅失したときは、管理者の認定する

ところによりその損害を賠償しなければならない。 

（その他） 

第２６条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、その都度定める。 

附 則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２５年６月２８日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この規程による改正後の別表第２の規定、第２条の別表の規定及び第３条の別表第３の規定は、平

成２６年４月１日以後の駐車料金等から適用し、同日前の駐車料金等については、なお従前の例によ

る。 

附 則 

この規程は、平成２７年８月２７日から施行する。 

 

別表第１（第５条及び第６条関係） 

駐車場の供用時間及び開場時間 

名  称 供用時間 開場時間 

錦町駐車場 

紅谷町駐車場 

見附町駐車場 

２４時間 ２４時間 

 

 

 



 

別表第２（第９条関係） 

普 通 駐 車 料 金  

名称 区分 金額 備考 

 

 

 

 

 

錦町駐車場 

見附町駐車場 

普通駐車料金 

（２時間４０分以内

の利用に適用する。） 

２０分ごとに１台１０

０円 

平塚市民センター利用者

については、２５分ごと

に１台１００円 

長時間利用料金 

（２時間４０分を超

える利用時間に適用

する。） 

１２時間まで１台９０

０円（１２時間を超える

利用については、１２時

間を超えて２０分ごと

に１台１００円を上記

の料金に加算する。なお

更に１２時間を超える

時間に２時間４０分を

超えて、１２時間までは

１台９００円とし以後

は同様とする。） 

平塚市民センター利用者

については､１２時間ま

で１台７００円（１２時

間を超える利用について

は、１２時間を超えて２

０分ごとに１台１００円

を上記の額に加算する。） 

紅谷町駐車場 普通駐車料金 

（２時間４０分以内

の利用に適用する。） 

２０分ごとに１台１０

０円 

平塚市民センター利用者

については、２５分ごと

に１台１００円 

平塚市総合公園利用者に

ついては、２０分ごとに

１台１００円 

長時間利用料金 

（２時間４０分を超

える利用時間に適用

する。） 

１２時間まで１台９０

０円（１２時間を超える

利用については、１２時

間を超えて２０分ごと

に１台１００円を上記

の料金に加算する。なお

更に１２時間を超える

平塚市民センター利用者

については､１２時間ま

で１台７００円（１２時

間を超える利用について

は、１２時間を超えて２

０分ごとに１台１００円

を上記の額に加算する。） 



 

時間に２時間４０分を

超えて、１２時間までは

１台９００円とし以後

は同様とする。） 

平塚市総合公園利用者に

ついては､１２時間まで

１台５００円（１２時間

を超える利用について

は、１２時間を超えて２

０分ごとに１台１００円

を上記の額に加算する。） 

（注）長時間利用料金は、七夕期間中は適用しない。 

 

別表第３（第９条、第１０条及び第１１条関係） 

定期の種類等及び料金 

名称 車 種 区 分 単 位 金 額 備 考 

錦町駐車場 

紅谷町駐車場 
自動車 

平日 １箇月 15,420円 
日曜日及び土曜日並びに

休日を除く。 

夜間 １箇月 10,280円 
ただし、午後５時から翌午

前９時まで 

錦町駐車場 
自動車 全日 １箇月 19,540円 

２階所定の場所に駐車す

る。 

大型バイク  1箇月 3,080円  

紅谷町駐車場 自動車 全日 １箇月 20,570円  

見附町駐車場 大型バイク  1箇月 3,080円  

定期券の再発行   １回 1,000円  

（注） 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日をいう。 

 


