
（お知らせ） 

令 和 ４ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

京 都 市 建 設 局 

担当：建 設 総 務 課 

電話：０７５－２２２－３５４５ 

担当：自転車政策推進室 

電話：０７５－２２２－３５６５ 

担当：市 街 地 整 備 課 

電話：０７５－２１３－３５３７ 

 

建設局所管の市営駐車場における駐車料金等の改定について 

 

建設局が所管する市営駐車場において，令和４年６月１日（水）から，下記のとお

り駐車料金等の改定を行いますので，お知らせします。 

 

記 

 

１ 主な改定内容（詳細な改定内容は別紙参照） 

  各条例において，利用の態様，近傍類似の施設の使用料との均衡等を考慮して

駐車料金を定める旨が規定されていることから，近傍の民間駐車場の料金相場を

踏まえ，駐車料金を改定します。 

 

【自動車】           （現行）         （改定後） 

  御池駐車場（昼間）   ２６０円／３０分  →  ３００円／３０分 

  円山駐車場       ２６０円／３０分  →  ３００円／３０分 

  山科駅前駐車場     １５０円／３０分  →  １７０円／３０分 

【バス】        

  清水坂観光駐車場   １日１回２，６１０円 → ２時間まで３，０００円 

                          以降１時間１，５００円 

  嵐山観光駐車場    １日１回２，６１０円 → ３時間まで３，０００円 

                          以降１時間１，０００円 

  銀閣寺観光駐車場   １日１回２，６１０円 → ２時間まで３，０００円 

                          以降１時間１，５００円 

  高雄観光駐車場    １日１回２，６１０円 → １日１回 ３，０００円 

【自家用車等】 

  清水坂観光駐車場   １日１回１，０４０円 → １日１回 １，６００円 

【タクシー及びハイヤー】 

  清水坂観光駐車場   １日１回  ８３０円 → １日１回 １，２８０円 

                                   など 

  



２ 問合せ先 

施設名 
問合せ先 

本市窓口 管理者 

御池駐車場 
建設総務課 

０７５－２２２－３５４５ 

京都御池地下街株式会社 

０７５－２５３－２７６０ 

円山駐車場 
自転車政策推進室 

０７５－２２２－３５６５ 

一般財団法人京都市都市整備公社 

０７５－３６１－７４３１ 

山科駅前駐車場 
市街地整備課 

０７５－２１３－３５３７ 

ラクト山科・公共施設コンソーシアム 

０７５－５０１－２７０２ 

清水坂観光駐車場 

自転車政策推進室 

０７５－２２２－３５６５ 

一般財団法人京都市都市整備公社 

０７５－３６１－７４３１ 

嵐山観光駐車場 

銀閣寺観光駐車場 

高雄観光駐車場 

 

（参考）各施設のホームページ 

施設名 ＵＲＬ 

御池駐車場 https://www.zestoike.com/parking/ 

円山駐車場 
https://www.kyotopublic.or.jp/parking/search/det

ail/0f596a2b-268e-4b84-892e-c843c7429584 

山科駅前駐車場 http://yamashina-parking.jp 

清水坂観光駐車場 
https://www.kyotopublic.or.jp/parking/search/det

ail/8799bfd4-d202-4ef9-b7f7-d0af6096af83 

嵐山観光駐車場 
https://www.kyotopublic.or.jp/parking/search/det

ail/e2d40cf6-216c-415e-9176-e494e1b11adb 

銀閣寺観光駐車場 
https://www.kyotopublic.or.jp/parking/search/det

ail/d5972d6b-ae3c-44ad-80d4-cf2f624dc6cf 

高雄観光駐車場 
https://www.kyotopublic.or.jp/parking/search/det

ail/35dc45f6-9205-4e4a-bae0-96a907f0f003 
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駐車料金等の改定内容一覧 

※ 下線部分が改定箇所 

１ 御池駐車場 

（駐車料金の改定） 

区分 
現行 改定後 

駐車料金 最大料金 駐車料金 最大料金※ 

自動車 
昼間 ２６０円／３０分 １，５６０円 ３００円／３０分 １，８００円 

夜間 ２６０円／６０分 １，５６０円 ２６０円／６０分 ７８０円 

自動二輪車 

原動機付自転車 

昼間 １００円／３０分 ５２０円 １００円／３０分 ５２０円 

夜間 １００円／６０分 ５２０円 １００円／６０分 ５２０円 

※ 最大料金は，全ての曜日（日曜日及び祝日を含む。）の昼間午前７時から午後１０

時まで，夜間午後１０時から午前７時までに適用します。 

２ 円山駐車場 

（駐車料金の改定） 

区分 

現行 改定後 

駐車料金 最大料金 駐車料金 
最大料金※ 

(駐車時間１２時間まで) 

自動車 ２６０円／３０分 ― ３００円／３０分 １，５００円 

自動二輪車 

原動機付自転車 
１００円／３０分 ― １００円／３０分 ５００円 

※ 最大料金は，平日（土曜日を除く。）に適用します。ただし，１月１日から同月

３日までの間において市長が必要があると認める場合，その他市長が特に必要が

あると認める場合は最大料金を適用しません。 

３ 山科駅前駐車場 

（駐車料金の改定） 

区分 
現行 改定後 

駐車料金 最大料金 駐車料金 最大料金※ 

自動車 １５０円／３０分 １，２５０円 １７０円／３０分 １，３６０円 

※ 最大料金は，平日（土曜日を除く。）の午前５時から翌日の午前１時までに適用します。 

（定期駐車券の新たな区分の設定） 

区分 自動車等を駐車させることができる時間 現行 改定後 

平日※ 
午前５時から翌日の午前１時まで １５，７１０円 １５，７１０円 

午前０時から午後１２時まで ２５，１４０円 ２５，１４０円 

全日 

午後５時から翌日の午前１０時まで ９，４２０円 ９，４２０円 

午前５時から翌日の午前１時まで【新設】 ― ２３，５６０円 

午前０時から午後１２時まで【新設】 ― ３７，７１０円 

※ 「平日」とは，土曜日，日曜日及び祝日を除く日をいいます。 

  

別 紙 



４ 観光駐車場 

（普通駐車料金の改定） 

駐車場名 区分 現行 改定後 

清水坂 

観光駐車場 

※１ 

バス 

昼間 

（午前８時から 

午後５時） １日１回 

２，６１０円 

２時間まで３，０００円 

以降，１時間ごと１，５００円 

夜間 

（午後５時から 

午前８時） 

１回 ３，０００円 

自家用車等 
１日１回 

１，０４０円 
１日１回 １，６００円 

タクシー 
１日１回 

８３０円 
１日１回 １，２８０円 

嵐山 

観光駐車場 

バス 
１日１回 

２，６１０円 

３時間まで３，０００円 

以降，１時間ごと１，０００円 

銀閣寺 

観光駐車場 

２時間まで３，０００円 

以降，１時間ごと１，５００円 

高雄 

観光駐車場 
１日１回 ３，０００円 

（特別駐車料金※２の改定） 

駐車場名 区分 現行 改定後 

清水坂 

観光駐車場 

※１ 

バス 

昼間 

（午前８時から 

午後５時） １日１回 

３，１４０円 

２時間まで３，６００円 

以降，１時間ごと１，８００円 

夜間 

（午後５時から 

午前８時） 

１回 ３，６００円 

自家用車等 
１日１回 

１，２５０円 
１日１回 １，９２０円 

タクシー 
１日１回 

１，０４０円 
１日１回 １，５３０円 

嵐山 

観光駐車場 

バス 
１日１回 

３，１４０円 

３時間まで３，６００円 

以降，１時間ごと１，２００円 

銀閣寺 

観光駐車場 

２時間まで３，６００円 

以降，１時間ごと１，８００円 

高雄 

観光駐車場 
１日１回 ３，６００円 

※１ 清水坂観光駐車場においては，午後５時から午後１２時までに入場し，翌日の

午前０時から午前８時までに退場するときは，午後５時から翌日の午前８時まで

を「１日」とします。 

※２ １月１日から同月３日までの間において市長が必要があると認める場合，そ

の他市長が特に必要があると認める場合に適用します。 


