
茨城県内の駅周辺　公設駐車場等 常磐線

住所 路線名 駅名 管理主体 駐車場名 一時利用 駐車可能台数 月極（1月・1台） 駅からの距離 問い合わせ先等 電話番号 関連リンク

北茨城市 JR常磐線 大津港駅 北茨城市 大津港駅駐車場 1回の駐車時間は30分以内に限る - 100m以内
北茨城市役所
建設課管理係

0293-43-1111
（内線：244）

北茨城市 JR常磐線 磯原駅 北茨城市
北茨城市磯原駅西
駐車場

- 64台 5,230円 100m以内
北茨城市役所
まちづくり協働課

0293-43-1111
（内線：192）

北茨城市 JR常磐線 磯原駅 北茨城市 磯原駅西駐車場
1回の駐車時間は30分以内に限る
利用時間：午前8時30分から午後8時30分まで

- 100m以内
北茨城市役所
建設課管理係

0293-43-1111
（内線：244）

北茨城市 JR常磐線 南中郷駅 北茨城市
北茨城市南中郷駅
東口駐車場

- 28台 3,850円 100m以内
北茨城市役所
まちづくり協働課

0293-43-1111
（内線：192）

高萩市 JR常磐線 高萩駅 高萩市 本町駐車場 - 18台 3,670円 500ｍ以内
高萩市役所
総務課管財グループ

0293-23-2119

高萩市 JR常磐線 高萩駅 高萩市 春日町第一駐車場
最初の30分までは無料
以後2時間ごとに100円
1日最大500円

14台 有料 150ｍ以内
高萩市役所
総務課管財グループ

0293-23-2119

高萩市 JR常磐線 高萩駅 高萩市 春日町第二駐車場 - 63台 4,200円 500ｍ以内
高萩市役所
総務課管財グループ

0293-23-2119

日立市 JR常磐線 十王駅 日立市 十王駅西口駐車場 - 7台 5,250円 50m
日立市役所
財政部公共財産管理課

0294-22-3111

日立市 JR常磐線 十王駅 日立市 十王駅西口駐車場 - 1台 4,200円 50m
日立市役所
財政部公共財産管理課

0294-22-3111

日立市 JR常磐線 日立駅 日立市
日立駅中央口駐車
場

最初の30分までは無料
以後30分ごとに100円

24台 - 50m
日立市役所
総務部交通防犯課

0294-22-3111

日立市 JR常磐線 日立駅 日立市
日立駅海岸口駐車
場

最初の30分までは無料
以後30分ごとに100円

9台 - 10m
日立市役所
総務部交通防犯課

0294-22-3111

日立市 JR常磐線 日立駅 日立市
日立シビックセン
ター地下駐車場

最初の60分までは無料
以後30分ごとに100円
宿泊駐車は1,100円
宿泊駐車から継続するときは30分ごと100円

一般　156台
定期　52台

11,000円 100m
日立市役所
生活環境部文化・国際課

0294-22-3111

日立市 JR常磐線 日立駅 日立市
幸町2丁目3番駐車
場

- 21台 10,000円 200m
日立市役所
財政部公共財産管理課

0294-22-3111

日立市 JR常磐線 日立駅 日立市
幸町2丁目3番駐車
場

- 1台 8,000円 200m
日立市役所
財政部公共財産管理課

0294-22-3111

東海村 JR常磐線 東海駅 東海村
東海駅西広場駐車
場

最初の30分までは無料
30分を超えて60分までは100円
以後30分ごと50円
1日最大1,000円
連続駐車は2日間

11台 - 100ｍ 東海村役場　道路整備課
029-282-1711
（内線：1235）

ひたちなか
市

JR常磐線 佐和駅 ひたちなか市
佐和駅西口広場駐
車場

最初の30分までは無料
30分を超えて60分までは100円
以後30分ごと50円
1日最大800円

10台 - 20m
ひたちなか市役所
商工振興課

029-273-0111
（内線：
1341,1342）

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/kotsu/1002764/1002769.html

ひたちなか
市

JR常磐線、
ひたちなか海浜鉄
道湊線

勝田駅 ひたちなか市
勝田駅東口広場駐
車場

最初の30分までは無料
30分を超えて60分までは200円
以後30分ごとに100円

14台 - 20m
ひたちなか市役所
商工振興課

029-273-0111
（内線：
1341,1342）

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/kotsu/1002764/1002773.html
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ひたちなか
市

JR常磐線、
ひたちなか海浜鉄
道湊線

勝田駅 ひたちなか市
勝田駅東口南駐車
場

○午前6時から午後6時まで
最初の30分までは無料
30分を超えて60分までは100円
以後30分ごとに50円
○午後6時から翌日の午前6時まで
最初の30分までは無料
30分を超えて60分までは200円
以後30分ごとに100円
○1日最大1,500円

219台 - 50m
ひたちなか市役所
商工振興課

029-273-0111
（内線：
1341,1342）

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/kotsu/1002764/1002774.html

ひたちなか
市

JR常磐線、
ひたちなか海浜鉄
道湊線

勝田駅 ひたちなか市 元町駐車場

最初の30分までは無料
30分を超えて60分までは100円
以後30分ごとに50円
1日最大1,200円

117台 - 400m
ひたちなか市役所
商工振興課

029-273-0111
（内線：
1341,1342）

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/kotsu/1002764/1002767.html

ひたちなか
市

JR常磐線、
ひたちなか海浜鉄
道湊線

勝田駅 ひたちなか市
勝田駅西口広場駐
車場

最初の30分までは無料
30分を超えて60分までは200円
以後30分ごとに100円

17台 - 20m
ひたちなか市役所
商工振興課

029-273-0111
（内線：
1341,1342）

https://www.city.hitachinaka.lg.jp/kurashi/kotsu/1002764/1002772.html

水戸市

JR常磐線、
JR水郡線、
鹿島臨海鉄道大洗
鹿島線

水戸駅
ジェイアール東
日本都市開発
水戸支店

水戸千波大橋下 - 55台 （全日）7,700円 800ｍ
ジェイアール東日本都市
開発　水戸支店

029-227-4306

水戸市

JR常磐線、
JR水郡線、
鹿島臨海鉄道大洗
鹿島線

水戸駅
水戸市商業・駐
車場公社

水戸駅南パーキン
グ

30分ごとに100円
1日最大800円

256台
(平日のみ) 12,800円
(全日) 15,000円

500ｍ 水戸市商業・駐車場公社 029-257-6656

水戸市 JR常磐線 赤塚駅
ジェイアール東
日本都市開発
水戸支店

赤塚駅北口駐車場 1日500円
80台

（月極15台、
　時間制65台）

（全日）6,050円 徒歩すぐ
ジェイアール東日本都市
開発　水戸支店

029-227-4306

水戸市 JR常磐線 赤塚駅
水戸市商業・駐
車場公社

水戸市赤塚駅北口
駐車場

最初の30分までは無料
30分を超えて60分までは200円
以後30分ごとに100円
1日最大500円

521台
(平日のみ)5,000円
(全日)6,000円

徒歩すぐ 水戸市商業・駐車場公社 029-257-6656

笠間市
JR常磐線、
JR水戸線

友部駅 茨城県道路公社 友部駅北口駐車場 1日500円 131台 5,300円 100m
茨城県道路公社総務課業
務管理室

029-301-1131 http://www.i-road.or.jp/contents/tomobe/index.html

笠間市
JR常磐線、
JR水戸線

友部駅 笠間市
友部駅北口駅前広
場駐車場

最初の30分までは無料
30分を超えて1時間までは100円
1時間を超える30分ごとに200円
4時間を超え24時間までは1,500円
以後24時間ごとに1,500円

16台 - 10m 笠間市役所　管理課 0296-77-1101 https://www.city.kasama.lg.jp/page/page001355.html

笠間市
JR常磐線、
JR水戸線

友部駅 笠間市
友部駅南口駅前広
場駐車場

最初の30分までは無料
30分を超えて1時間までは100円
1時間を超える30分ごとに200円
4時間を超え24時間までは1,500円
以後24時間ごとに1,500円

20台 - 10m 笠間市役所　管理課 0296-77-1101 https://www.city.kasama.lg.jp/page/page001355.html

笠間市 JR常磐線 岩間駅 笠間市
岩間駅東口駅前広
場駐車場

最初の30分までは無料
30分を超えて1時間までは100円
1時間を超える30分ごとに200円
4時間を超え24時間までは1,500円
以後24時間ごとに1,500円

15台 - 10m 笠間市役所　管理課 0296-77-1101 https://www.city.kasama.lg.jp/page/page003139.html

笠間市 JR常磐線 岩間駅 笠間市
岩間駅西口駅前広
場駐車場

最初の30分までは無料
30分を超えて1時間までは100円
1時間を超える30分ごとに200円
4時間を超え24時間までは1,500円
以後24時間ごとに1,500円

14台 - 10m 笠間市役所　管理課 0296-77-1101 https://www.city.kasama.lg.jp/page/page003139.html

小美玉市 JR常磐線 羽鳥駅 小美玉市
東口駅前広場駐車
場

最初の30分までは無料
以後30分ごとに100円

23台 - 50ｍ
小美玉市都市建設部都市
整備課

0299-48-1111

石岡市 JR常磐線 石岡駅 石岡市
石岡市営駅東駐車
場

最初の1時間までは200円
以後1時間ごとに100円
1日最大500円

一般：158台
定期：118台

5,500円 150m
石岡市役所　都市計画課
（管理委託先：茨城県シル
バー人材センター連合会）

0299-23-1111
（石岡市役所）
0299-24-2904
（管理事務所）
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石岡市 JR常磐線 石岡駅 石岡市
石岡駅東交通広場
駐車場

最初の30分までは無料
以後30分ごとに100円

9台 - 140ｍ 石岡市役所　都市計画課 0299-23-1111

石岡市 JR常磐線 石岡駅 石岡市
石岡駅西口駅前広
場駐車場

最初の30分までは無料
以後30分ごとに100円

9台 - 140ｍ 石岡市役所　都市計画課 0299-23-1111

石岡市 JR常磐線 石岡駅 石岡市
石岡ステーション
パーク駐車場

最初の30分までは無料
以後30分ごとに100円

18台 - 140ｍ 石岡市役所　都市計画課 0299-23-1111

土浦市 JR常磐線 土浦駅 土浦市 土浦駅西駐車場
最初の1時間までは200円
以後30分ごとに100円
1日最大1,000円

467台 10,000円(全日) 100m 土浦駅西駐車場 029-823-0220

土浦市 JR常磐線 土浦駅 土浦市 土浦駅東駐車場
最初の1時間までは200円
以後30分ごとに100円
1日最大1,000円

1,155台 10,000円(全日) 100m 土浦駅東駐車場 029-823-4815

土浦市 JR常磐線 土浦駅 土浦市
土浦駅東口広場駐
車場

60分ごとに100円 13台 - 20ｍ 土浦市役所　都市整備課 029-826-1111

土浦市 JR常磐線 荒川沖駅 土浦市
荒川沖東口広場駐
車場

60分ごとに100円 6台 - 20ｍ 土浦市役所　都市整備課 029-826-1111

土浦市 JR常磐線 荒川沖駅 土浦市
荒川沖西口広場駐
車場

60分ごとに100円 6台 - 20ｍ 土浦市役所　都市整備課 029-826-1111

牛久市 JR常磐線 ひたち野うしく駅
牛久都市開発
(株)

ひたち野駅うしく駅
東駐車場

- 8台 7,870円 70m 牛久都市開発（株） 029-874-3311

牛久市 JR常磐線 ひたち野うしく駅
牛久都市開発
(株)

ひたち野駅東口広
場駐車場

- 14台 7,870円 90m 牛久都市開発（株） 029-874-3311

牛久市 JR常磐線 ひたち野うしく駅
牛久都市開発
(株)

ひたち野うしく駅西
口広場駐車場

- 26台 7,870円 90m 牛久都市開発（株） 029-874-3311

牛久市 JR常磐線 牛久駅
牛久都市開発
(株)

牛久駅かっぱ口第1
駐車場

- 10台 10,490円 120m 牛久都市開発（株） 029-874-3311

牛久市 JR常磐線 牛久駅
牛久都市開発
(株)

牛久駅かっぱ口第2
駐車場

1時間ごとに100円
1日最大500円

定期利用：38台
一時利用：14台

8,390円 200m 牛久都市開発（株） 029-874-3311

龍ケ崎市
JR常磐線、
関東鉄道竜ケ崎線

JR：龍ケ崎市駅、
関鉄：佐貫駅

龍ケ崎市
龍ケ崎市駅東口広
場駐車場

最初の30分までは無料
以後20分ごとに100円

9台 - 50m
龍ケ崎市役所
道路整備課

0297-64-1111


