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施　　主 広島県

建 設 地 広島県福山市鞆町鞆

工　　期 平28年9月1日～平29年1月31日

構　　造 2層3段フラット式ラーメン構造

建設面積 2,015㎡

延床面積 3,800㎡

収容台数 205台

収容台数
内訳 1F：65台　2F：69台　RF：71台

【表紙説明】
広島県営鞆町鍛冶駐車場

場所はジブリ映画「崖の上のポニョ」のイメージ地、ドラ

マ「流星ワゴン」や映画「銀魂」のロケ地でもある広島県の

東部に位置する福山市の港町「鞆の浦」。

この地で観光客増大による駐車場不足解消、渋滞緩和

へ一翼を担っております。

当立体駐車場は駐車場機能だけでなく、２階・屋上階の

海側には波穏やかな瀬戸の海に仙酔島や弁天島がぽっかり

浮かぶのどかな風景を一望できる展望スペースを確保し、

外周部は7.0ｍの高さまで壁面緑化を設置致しました。
景勝地の町並みに調和した「人に優しく、地球にも優し

く」を実現した立体駐車場…癒しの港町「鞆の浦」へお越し

の際は是非ご活用下さい。
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DSRCを活用した入退場システム
株式会社富士ダイナミクス パーキングシステム営業部

小坂田 弘也

この度は誌面を拝借し、車路管制システムについ

て記載させていただきます。

車路管制というと、真っ先に思いつくのがループ

コイルであろうと思います。車両の通過を感知し、

警報や注意灯を作動させたり、通過車両台数からフ

ロア満空表示、ゲートの開閉との連動にも使用され

ております。会員企業の皆様は既にご承知のことと

思いますので、今回は趣向を変えてDSRCについて

ご紹介したいと思います。

DSRCとは、Dedicated Short Range Communications

の略称であり、一方向、または双方向の無線通信（専

用狭域通信または狭域通信）をいいます。

皆様が一般的によく見かけるのが、高速道路で使

用されているETC車載器と高速道路上の料金ゲー

トに設置されているアンテナとの通信がこのDSRC

を利用しています。

ETCの高速道路以外での使用を促す、民間開放

の動きが昨年以降活発になってきております。三

菱プレシジョン株式会社でもETC2 . 0普及促進研
究会のメンバー各社と共に民間駐車場のご協力を

得て運用実験を繰り返しており、国土交通省には結

果報告を提出しております。国土交通省のETC民

間開放まではいくつかのハードルがあり、少し時間

を要しておりますが、DSRCを活用した、すなわち

ETC車載器を活用したシステムは今すぐでも導入

ができるのです。

今回は、このDSRCを活用したシステムがどのよ

うに構築できるかをご紹介いたします。

巻頭
特集① ETCで変わる駐車場
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DSRCを活用した入退場システム巻頭
特集①

まずはじめに、DSRCシステムに必要な機器と基

本動作について記載します。

出入り口にDSRC用アンテナと無線制御装置を

設置します。ETC車載器搭載車がゲートに近づ

くと、ETC車載器のWCN（Wireless　Cal l　

Number）という車載器に割振られた12桁の番号を

１	 DSRCの基本動作

出口ゲートでも、DSRCのアンテナによりETC車

載器のWCNを読み取ります。読み取られたWCN

が定期登録されていればゲートが開き退場できます。

定期車両の入退場管理だけでなく、ゲートを設置

せずフリーで入退場にした場合でも、入場時間や退

場時間を記録することで、場内にいる車両の管理や

在車時間の割り出し等の管理、場内の満車空車情報

にも利用することができます。

DSRCのWCNを活用し、定期車両の入退場管

理を行えます。そのためには、事前にWCNを管

理計算機に登録しておく必要があります。

定期登録車両が入口ゲートに近づくと、DSRC

のアンテナによりETC車載器のWCNを読み取

ります。

読取られたWCNが定期登録されていればゲー

トが開き入場できます。

2	 DSRCを使った定期車管理

読み取ります。

この番号はETCカード情報や車載器情報とは切離

れており、各ETC車載器に割振られた番号で自由に

読み取ることが可能です。

DSRCを利用する場合は、このWCNを活用して

入退場管理を行います。

アンテナ 無線制御装置

ETC
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DSRCを活用した入退場システム巻頭
特集①

ナによりETC車載器のWCNを読み取ります。

読み取られたWCNは管理計算機に入場時間と紐

づけられ登録されます。

この時、WCNを読み取れなかった車両や、元々

ETC車載器を搭載していない車両の場合は、発券機

から駐車券が発券されますので、それを持って入場

することが可能です。

出口ゲートでは、DSRCで読取られたWCNを管

理計算機で照合し、入場時間が判明すれば滞在時間

から料金計算し出口精算機に料金表示をさせます。

その場で料金を精算すれば退場できます。

入場時にWCNを読み取れなかったりETC車載

WCNを定期車両として事前定期登録した定期利

用以外に、一般の車両の入退場にもWCNは利用す

ることができます。

この場合、WCNを活用することでチケットレス

システムとして利用することが出来ます。

車両が駐車場の入口に近づくと、DSRCのアンテ

3	 DSRCを使ったチケットレス

器を未搭載の車両で駐車券を発券して入場した車両

は、出口精算機に駐車券を投入し、指定された料金

を精算して退場できます。

さらに当該施設が発行しているハウスカード（ク

レジット機能付き）を活用することにより、サービ

ス提供（割引特典等）も可能とします。

まず事前にETC車載器のWCNを読取り管理計

算機に登録しておきます。この時に、決済用のクレ

ジットカードを登録しておきます。

WCNで読み取った情報により駐車料金を算出し、

ハウスカード情報により割引処理を行ったうえでハ

ウスカード（クレジットカード）で決済するなどの

処理も可能となります。

クレジット
カード
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DSRC無線アンテナ装置部を導入するに当たって

は、以下の留意事項があります。

まず留意事項の前に用語の定義についてまとめて

みます。

①DSRC無線装置の導入には総務省の1ワット以下
の無線局免許が必要です。

　「無線局」の申請を行う者を「免許人」と呼び、免

許人は「無線設備」の所有者ということになりま

す。システムを導入されるお客様が免許人に該当

します。

・運用3か月前に事前申請（初回申請3,550円）
・年間6,100円の電波利用料（変更有）
・5年ごとの免許更新（手数料1,950円）
②無線を操作する為の専門資格（無線従事者免許）

の習得が必要です。

　「無線局免許」を取得すると、そこで無線設置の操

作を行う者の選任を行う必要があります。選任は

「免許人」が行う必要があり、「選任される者」は

「無線従事者」となります。

・第三級陸上特殊無線技士：1日講習会
受講により取得可能（27,000円程度）

4	 DSRC使用における留意点

DSRCシステムによるETC車載器のWCNを利用

した駐車場の入退場管理を纏めてみましたが、総務省

の認可や設備投資が必要なことが分かります。ETC

を利用する為、読取不良率は下げられますがその分の

コストに見合うかどうかは、判断が難しいところです。

私どものお客様でも車番認識システムと併用し、より

認識精度を高めたい駐車場でご利用されておりますが、

まだまだ一般的かというとそうでもないのが実情です。

5	 最後に

無線設備
無線電信、無線電話その他電波を送り、または受け
るための電気的設備をいう。

無線局
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

無線従事者
無線設備の操作またはその監督を行う者であって、
総務大臣の免許を受けたものをいう。

ETCの民間開放の動きもあり、それに伴い無線制御

装置を不要としたり、ETCアンテナのコストを下げ

たりといった動きが今後出てくると思います。

そういった動きの中で、より導入しやすい仕組みや

コストが実現してくる可能性もあり、駐車管制・車路

管制も含めてお客様のご要望にお応えできるご提案を

させていただきますので、いつでもお問い合わせいた

だきますようお願い申し上げます。 以上
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特別講演
「自動運転・自動バレーパーキングの開発動向について」

一般財団法人 日本自動車研究所 ITS研究部　部長　主席研究員 谷川　浩氏
 ITS研究部　企画調査グループ　主席研究員 野村徹也氏

去る5月24日に開催された定時社員総会と併催されるかたちで、講演会を開催しました。現在、国交省と経産
省が中心となって進めている「自動走行ビジネス検討会」で中心メンバーとして研究を進めている一般財団法
人日本自動車研究所 ITS研究部から2名の講師をお招きし、今回は昨今各メディア等でも話題となっている「自
動運転及び自動バレーパーキングの開発動向について」をテーマにご講演いただきました。講演の模様を要約・
再構成し、誌上再現します。

巻頭
特集②

一般財団法人日本自動車研究所
ITS研究部 部長 主席研究員 谷川 浩 氏 （写真右）
ITS研究部 企画調査グループ 主席研究員 野村 徹也 氏 （写真左）

日時：平成30年5月24日
会場：ホテルルポール麹町（東京都千代田区）

FUTURE
自動車と駐車場の「これから」
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「自動運転・自動バレーパーキング
の開発動向について」

巻頭
特集②

運転席にハンドルのないクルマや自動追従による

隊列走行など、「自動運転」に対しては様々なイメー

ジがあると思いますが、その実用化までにはまだま

だたくさんの課題があります。

高速道路は歩行者がいない自動車専用道であり、

安全性が確保された走行空間のため、非常に自動運

転が実現しやすい環境である一方、一般道路は複雑

な交通環境であるため、実現に向けてはまだまだ課

題が多いといえます。自動運転はレベル1～レベル
5まで分けられていて、レベル5がいわゆる完全自動
運転です。レベル3はシステムが要請した時のみド
ライバーが対応します。

自動運転を実現する際に必要な機能要素は「状況

認識」「基本走行計画」「潜在リスク予測と回避」「緊

急回避」「マン・マシンインターフェース（ HMI)」

の5つです。まず、状況認識については、レベル3以
上の自動運転にはミリ波レーダ、LIDAR（光による

自動運転のレベルは1～5に分けられる

場側が担い、クルマの自動駐車をサポートするとい

う考え方で取り組みが進められています。自動運

転専用駐車場か一般車両混在か、機能負担はクルマ

側か駐車場側かなど、国際標準化に対する議論もス

自動駐車に関しては、現在は運転者が降りてから

リモート操作する「リモート駐車システム」まです

でに実用化されています。我々としてはその次のス

テップとして、クルマから運転者が降りた後、無人

のクルマが駐車スペースまで自走してい

き、その後、呼び出しに応じてまた無人

のまま自走して戻ってくる「自動バレー

パーキングシステム」に取り組んでいま

す。これにはクルマ、管制センター、駐車

場インフラという3つが協力して成り立
たせることが必要となります。なお、基

本的にはクルマ自体の自動運転化が同時

進行的に進む中での取り組みとなるため、

駐車場側の整備負担は少ないと考えてい

ます。ちなみにドイツではクルマの自動

運転化よりも駐車場のインフラ整備に重

きを置き、自動駐車に必要な機能を駐車

運転者が降りてからのリモート駐車はすでに実用化されている

ても積極的に取り組んでいるところです。

そもそも国が掲げる自動運転の主目的は

交通事故・死傷者の削減にあります。今

発生している大半の事故は、一般道路で

の人間のミスによるものです。

駐車場の中においても運転手のミスに

よる接触事故等は発生しており、これら

を減らす上でも自動バレーパーキングシ

ステムは有益であると考えています。

検知と測距）、カメラなど特徴や性能限界の異なる複

数種のセンサの組み合わせが必要となります。基本

走行計画には非常に精密な3D地図データが必要で
あり、LIDAR搭載車などによって精緻なデータが

収集されています。なお、危険予測はとても難しく、

いろいろな情報を与えることで学習する人工知能が

重要な役割を担います。

国としても早くから自動運転について取り組ん

でおり、「戦略的イノベーション創造プログラム

（ SIP）」でロードマップが示され、取り組み領域が

示されています。

また、経済産業省と国土交通省自動車局によって

「自動走行ビジネス検討会」が設けられていて、「市

場形成」と「ビジネス獲得」の両立に向けた戦略を検

討し、国際的なルールづくりに向けた体制の整備に

も取り組んでいます。

当然ながら安全を担保できない商品を世に送り出す

わけにはいきません。自動運転の安全性の

確保に関しては、あらゆる事故の可能性を

想定し、それに対応しなければなりません。

そのため、膨大な事故データを収集するな

どの作業が必要となります。我々は今、こ

れらにおける認識・判断データベースの開

発やセーフティ・セキュリティの評価拠点

整備や評価法の研究といった領域を担って

います。そして自動バレーパーキングシス

テムについても取り組んでいます。

自動駐車については、駐車場が私有地

であることから道路交通法に縛られず、

今ある技術でも実現可能であり、国とし
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レーパーキングのデモを予定しています。

自動バレーパーキングの実現に向けては、自動バ

レーパーキング車両の開発が先か、自動バレーパーキ

ング対応駐車場の整備が先かという議論が常にあり

ますが、同時立ち上げこそ必要です。また、対応駐車

場については管制センタ機能が求められますが、これ

は自動バレーパーキングのためだけのインフラとは捉

えずに、自動バレーパーキングの開発の進捗を待たず、

リアルタム空き情報の発信や需要に応じた料金体系の

ダイナミック化、予約機能などの情報提供サービスと

して、自動バレーパーキングとは別の単独ビジネスと

しても有望と考えています。 （野村氏）

自動バレーパーキングの実現・実用化によって人件

費削減、稼働率の低い車室の改善、車室幅の短縮等に

よるスペース効率の向上（目標20％）などといった効
果が期待できます。自動バレーパーキングに対応する

駐車場には、位置を認識するためのランドマーク、カ

メラ、通信機能、管制センタの整備が求められる、と

いうのが現在の考え方です。また、一般車両よりも自

動バレーパーキング対応車両のほうが駐車に要する時

間が短いという利点を活かすためにも、一般車両とは

別の、自動バレーパーキング車両専用の入り口を設け

ることが望ましいと考えられます。

なお、今年11月13日～ 15日、東京台場にて自動バ

自動車、駐車場の同時進化が求められている

タートしています。

自動駐車に関しては、現時点で既に技

術的課題はクリアされていて、機能実証

は予定されているのですが、事業実証の

実施については今後に向けた課題となっ

ています。

自動運転は手段であって目的ではあり

ません。課題解決の最適な手段が本当に

自動運転なのか。この点については注意

深く考える必要があります。 （谷川氏）
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本日、総会が開かれ、全議案についてご承認をいた

だきました。これより新たな年度を踏み出していき

たいと思います。

現在、当工業会は正会員16社、賛助会員8社とい
う陣容です。平成2年にスタートし、いよいよ創立
30年を迎えようというところまで参りました。1層2
段から始まり、今は駐車場単独では6層7段まであり、
既に6層7段については一般認定を受けるまでに至っ
ております。施設併用型については、更に高層化し

たものも出てきています。これも皆様のご尽力の賜

物です。

東京オリンピック・パラリンピックの開催が2年
後に迫る中、現在は各社とも順調な業績を上げられ

ているかと思います。ただ、その一方で、景気に少し

陰りが見えてきたという声もいろいろなところから

聞こえてきます。北朝鮮

の問題、中東情勢、トラン

プ大統領の動向など、不安要素はいくつもあるかと

思いますが、いずれにしても我々は事業を推進して

いかなければなりません。

では、これからの事業方針について説明をさせて

いただきます。今年1月にも紹介させていただきまし
たが、一昨年、私どもの認定駐車場が津波災害に強い

ということを知っていただくために、各自治体を訪問

させていただいたところ、残念ながら認定駐車場に対

する認知度が低いということを実感しました。認定

駐車場の認知度を上げなければなりません。この1月
からは認定品表示板制度をスタートさせ、現在36の
認定駐車場に表示板が掲出されることになりました。

今後もこれを着実に推進していきたいと考えていま

　認定品表示板制度を着実に推進していきたい
一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

飯島 登美夫 理事長

平成30年
定時社員総会・懇親交流会開催
REPORT
平成30年定時社員総会・懇親交流会をホテル ルポール麹

町にて開催しました。総会では全議題が滞りなく承認され

ました。ここでは、その後に開かれた懇親交流会での、理

事長及び来賓の挨拶を要約して誌上再現します。

5月24日　ホテル ルポール麹町（東京都千代田区）
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貴工業会の創立が平成2年とのことで、当時私は建
設省道路局にいました。野呂田芳成先生にしっかり

やれとご叱咤をいただいていたのがちょうどその頃

だと思います。そういったご縁もあり、現在自走式

駐車場議員連盟の会長を拝命しております。

認定駐車場に関する当

面の課題は整理できつつ

あるかと思います。津波災害に強いこの認定駐車場

は、各地にたくさんあります。議連としてもPR活動

をしっかりやりたいと思います。

佐藤信秋先生がこの1月に自走式駐車場議員連盟
の会長に就任されました。国土交通行政に精通され、

当工業会とも深いご縁のある方なので、とてもよかっ

たと思っています。議連の先生方やここにお集まり

の皆様も佐藤会長を信頼し、支援していただき、当工

業会をますます発展させ

ていただくことをお願い

申し上げます。

政治が安定しなければ何事も良くなりません。古

い先輩から習ったことに「内閣の支持率と、内閣を

す。また、これまで津波避難ビルの指定対象がRC造

及びSRC造のみとなっていましたが、佐藤信秋会長

を始めとする自走式駐車場議員連盟の先生方、そして

国土交通省様のご支援により、昨年よりS（鉄骨）造も

加えられることになりました。会員の皆様には認定

駐車場の認知度向上の活動に力を入れて取り組んで

いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

世の中はどんどん変化し、電気自動車や自動運転

など、クルマも変化しています。駐車場はクルマの“受

け皿”としての機能を担いますが、クルマが変化する

ということは駐車場も変化が求められるということ

です。我々もそれに備えなければなりません。今回、

初の試みとして総会終了後に講演会を催し、先ほど

一般財団法人日本自動車研究所の谷川様、野村様に

自動運転や自動パーキングの動向についてご講演を

いただいたところです。引き続きこれらの勉強を重

ねて、付加価値の高い駐車場を実現していきたいと

考えております。

飯島理事長を始め皆様方にいつも建築行政に対し

多大なるご尽力をいただいていますことに御礼申し

上げます。飯島理事長や佐藤会長からも、自走式駐車

場に関する課題はある程度整理されたといったお話

がありました。防災備蓄倉庫の認定については一昨

年以降、現在まで9社17件を数えています。また、津
波避難ビルについては、津波の力を「逃がす」ことが

できるという認定駐車場

の能力が利点となります。

この「逃がす」ことができるという特長の認知、浸透

がまだまだなのかな、と思っています。

今後も皆様方とともに、新しい時代の自走式駐車

場の推進に向け、協力、支援してまいりたいと考えて

おります。
（※伊藤局長は平成30年7月27日付で人事異動により退任されました）

　防災備蓄倉庫の認定も着実に増えている
国土交通省

伊藤 明子 住宅局長　津波に強いという特長の認知度向上のために
自走式駐車場議員連盟 会長

佐藤 信秋 参議院議員

　佐藤会長を信頼し、盛り上げていただきたい
一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

野呂田 芳成 特別顧問

REPORT

支持する政党の支持率を足して50％を欠くと、その
政権は崩壊する」というものがあります。現在、安倍

内閣の支持率は30％ほど、自民党の支持率は36％ほ
どで、足して66％もある。崩壊の心配には至らない
と確信しています。そして与党の支持率が下がると

野党の支持率も下がるという妙な現象も生じていま

す。野党は安倍首相に辞めろとは言っても、衆議院

を解散しろとは言いません。解散し、選挙をしても

勝てないからです。自民党内を見ても安倍総裁に代

わる人がいない。今は大事な時期にあり、政権が立

ち往生していてはいけません。国家にとって本当に

重要な問題を審議し、国民の付託に応えられるよう

頑張っていただきたいと思います。

めまぐるしく変化していくこの世の中に対応で

きるよう、我々も皆様と一緒になり、叡智を結集し、

ハードルを乗り越えていかなければなりません。日

本自走式駐車場工業会の

益々の発展のために、皆

様のお力添えをどうぞよろしくお願い申し上げます。

（乾杯発声） 

　めまぐるしく変化する世の中に対応を
自走式駐車場議員連盟 事務局長

大塚 高司 衆議院議員
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今は世の中の流れが非常に早く、ここ20年まった
く変わらなかった駐車場が、一気に変化していくの

を強く実感しています。いつ、どのタイミングで、ど

の投資をしていくかという判断が非常に難しい、そ

んな時代になっています。この判断のベースとなる

のは“情報”です。当工業会としてもいろいろな情報

を発信するとともに、会員の皆様方どうしが相互に

情報共有するというのが、この工業会を盛り上げて

いく一番の要素になると思います。私の会社の社員

には「工業会では顧客情

報以外は何を話してもい

い」と伝えています。我が社のノウハウなど持ってい

るものをどんどん出せ、と。情報は出さなければ返っ

てきません。判断が難しい状況の中、情報を互いに

共有することで当工業会が発展し、当工業会に参加

している企業だけは今後も生き残っていけるような、

そんな会になれば、と考えております。（中締め）

　情報の共有こそが重要
一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

清家 政彦 副理事長
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工  業  会  活  動  報  告  1

本施設は広島県の東部、岡山県との県境に位置し、

世界最大の規模と高度な技術により最先端の鉄づく

りを行っている製鉄所で、敷地面積は約2,510万㎡
（東京ドームの約550倍）。広大な工場敷地内をバス
で移動しながら、高炉や熱延工場、製品ヤードを見

学した。

熱延工場では真っ赤に加熱された鋼板が高速で薄

く圧延されていく様子を見学。見学者用デッキから

は直線距離で20～30mは離れている筈だが、頬に

①②見事に成長し壁面を覆う植物

は遠赤外線による相当な熱量を受けていることを実

感した。全長数百メートルに及ぶ巨大な設備をたっ

た数人で操作しているとのことで、工場内に人の姿

はほとんど見当たらなかった。鋼鉄製の巨大な設備

から鉄製品が出来るまでの様子をダイナミックに体

感することができたが、工場内での写真撮影等が一

切禁止されていたこと、駐車場メーカー団体の一員

としてはH形鋼の製造工程を見学できなかったこと

が僅かに心残りだった。

本駐車場は景勝地として

名高い瀬戸内海に面した港町

「鞆の浦」に位置し、今も残

る鞆の浦の古い町並みに上

手く調和した低層型（2層3段）
の自走式駐車場。当工業会

メーカー会員である株式会社

北川鉄工所による設計・施工

により、昨年（2017年）2月に
竣工し供用開始されている。

収容台数は230台― 1階90台（平置25台）、2階
69台、屋上階71台で、屋上階には風光明媚な仙酔
島などを一望できる展望スペースが確保され、外周

にはアルミ材を利用した意匠を施し、昔ながらの鞆

の浦の町並みに調和する設計と施工がなされていた。

特に目を引いたのは、高さ7.0m（外壁の最上部）まで

❶ ❷

第31回会員協議会を福山市にて開催

平成30年2月21日（水）、第31回会員協議会が福山市において会員企業より計37名が参加して開催され
ました。

JFEスチール西日本製鉄所（福山地区）

広島県営鞆町鍛冶駐車場（2層3段型自走式駐車場）

 　　　 JFEスチール西日本製鉄所（福山地区）
 　　　 広島県営鞆町鍛冶駐車場（2層3段型自走式駐車場）

第一部

第ニ部
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設置された壁面緑化だ。外壁を彩る豊かな緑色は景

観との調和と共に、地球温暖化対策の一環として環

境にも配慮した作りとなっている。当初のねらい通

り見事な壁面緑化と町並みとの調和が成し遂げられ

ている好例という印象を受けた。

更に、外周部に設置されたアルミ製ルーバーにも

細かな工夫が施されていた。深いブラウン色が駐車

場全体を落ち着いた雰囲気に包み込み、近くで見る

とその長さや厚さ、取り付け位置に微妙な差を設け

て造作されていた。このような意匠的な”こだわり”

はクライアント（施主）側の意向が強く反映されたも

ので、周辺の特徴ある建築物の外観とも調和させる

ことを考慮してデザインされたとのこと。

また、壁面の緑化植物群を維持するために専用の

自動潅水装置が設置され、維持管理が非常に難しい

と言われる壁面緑化の成功事例として大いに勉強に

なった。屋上階の展望スペースからは波の穏やかな

瀬戸内海と仙酔島を一望でき、訪れる価値のある自

走式駐車場との感想を持った。夏場の観光需要期に

は高い稼働率を上げ、利用者の方々の評判も上々と

いう。時に無機質となりがちな自走式駐車場にあり

ながら、周辺の風景とも調和し、町並みの景観を妨

げることのない非常にバランスのとれた施設だった。

今回は、自走式駐車場の主要な部材である鉄製品が

誕生する様子から、それらが実際に自走式駐車場とい

う最終的な製品となり世の中に提供され役立てられる

姿を実感することができ、大変有意義な見学会だった。

❸ ❹

③出入口にも緑化スペース　　④スロープ下に自動灌水装置を設置　　⑤⑥意匠にこだわった外壁部分
⑦外壁の“モチーフ”ともなった鞆の浦の伝統的建築物の例　　⑧展望スペースからは瀬戸内海、そして仙酔島を一望できる

❺ ❻

❼ ❽

✽　　✽　　✽　　✽　　✽
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工  業  会  活  動  報  告  2

本施設は在来工法による5層6段施設併用型自走
式駐車場で、小田原市における公共施設の管理運

営等を担う一般財団法人小田原市事業協会（以下、

事業協会）が中心となり整備が進められた。事業協

会が国の「暮らし・にぎわい再生事業」の「都市機

能まちなか立地支援」等の制度を活用し、公共・公

益の地域交流施設と立体駐車場施設等を組み合わ

せた複合施設として整備を行い、中心市街地の活

性化を図っている好例として今回の視察先に選定

された。今回は駐車場施設の見学だけでなく、本

再生事業計画に関わる補助金等の活用について事

業協会より4名及び小田原市の都市計画課からご
説明をいただいた。

本施設は小田原市が平成22年10月に策定した「小
田原駅東口お城通り地区再開発事業基本構想」を基

に、事業協会が小田原市と協議を重ねて建設された

①おだわら市民センター　
②事業協会・市の方から説明を受ける　
③駐車場を視察　④緑化歩道にあるポケットパーク

複合型の施設である。従前、事業協会が単体で管理

運営を行っていた駐車場を、単純に建て替えるので

はなく、集約化を必要としていた公共・公益施設を

整備する市の構想に連携し協力することにより、国

の補助制度を活用した計画策定が可能となり、実際

に小田原市では大きな財源面の負担なく本施設整備

を実現できたとのこと。事業協会にとっては駅から

のアクセスもよい市民交流センターの利用率が上が

ることで駐車場の稼働率も上がり収益アップに繋が

るという相乗効果により、市と事業協会の双方に恩

恵をもたらす成果が得られた事例といえよう。

質疑応答では、まず本駐車場施設が在来工法によ

る建築物であることから、計画段階における（建築

基準法に基づく）大臣認定品の検討の有無について

質問がなされた。これに対して「認定品の存在を知

らなかったし、そのメリットについて知りたかった」

❶

 　　　 小田原駅東口駐車場（おだわら市民交流センター）の見学
 　　　 テラスモール湘南　（商業施設）の見学

第一部

第ニ部

❷

❸

❹

第32回会員協議会を小田原市他にて開催

平成30年6月27日（水）、第32回会員協議会（研修見学会）が小田原市、藤沢市において会員企業より
計35名参加のもと開催されました。

小田原駅東口駐車場（おだわら市民交流センター）
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工  業  会  活  動  報  告  3
本施設はJR辻堂駅北側に位置し、2002年に閉鎖
した某工場跡地約25haの再開発プロジェクトとし
て、都市再生機構ならびに藤沢市と民間企業が一

体となった計画の中核を担う大規模商業施設として

2011年11月に開業した。敷地面積約5万
9千㎡、延床面積約16万3千㎡の施設規
模を有し、併設の自走式駐車場（在来工

法による6層7段型）は収容台数約2,500
台の規模を誇る。今回は、本駐車場施設

内に設置導入された新しいタイプの自動

車管制機器類（駐車場各フロア空台数表

示、車番システム他）の見学等を目的に

行った。

まず現地で目に入ったのは、駐車場

入り口横に設置された「駐車可能台数表

示板」である（写真参照）。これは駐車場

内の各車室上部に設置されたセンサーに

よってカウント集計される仕組みで、フ

ロア毎の空き台数だけでなく、フロア内

のブロック毎の空き台数についても、各

ブロックに通じる車路上部に設置された

「台数表示サイン」で表示される仕組みと

①駐車場入口に設置された駐車可
能台数表示板　②テラスモール湘
南（駐車場管制機器）について説明
を受ける　③各フロアに設置され
た「空き台数表示サイン」　④車室
上部に設置された（赤色／緑色の）

「満空表示」LED

なっていた。また、屋上階を除く全ての駐車スペー

ス上部に赤、緑、青（身障者用）のLED誘導灯が設置

されており、運転しながらでも駐車場の空きスペー

ス（青）を容易に見つけられる造りとなっていた。

というお答えがあった。当工業会としては「本施設

のような景観重点地区に相応した建築物でも、個別

認定（施設併用型）の手法を用いて建築が可能」とい

う認定駐車場の認知度アップに向け、更なる取り組

みが必要であると改めて認識させられた。

また、施設併用型として（民間の）駐車場施設と

公共公益施設とを合築した目的や狙い、現状の評価

についての質問には「この公共・公益施設を組み込

んだからこそ（国の）補助対象事業として財源を確

保出来た」とのご説明があった。

また、駅からアクセスもよい公共施設であること

から、市民の方等の利用率も高く、これまでの休館

日を毎週1回から月1回に減らしたそうである。
本施設の見学では、建築主等への計画段階におけ

る認定駐車場の提案等について、一考を要する貴重

な機会を得たと感じた。

約280店舗を擁する大規模商業施設に併設された
駐車場であることから、各店舗のPOSシステムとの

連動により、買い上げ金額による駐車割引の自動化

も図られていた。利用者がバーコードが印字された

駐車券を各店舗で提示すると、各店舗での購入金額

が記録され、事前精算を含め、退店時の駐車料金精

算の際には割引料金が適用されている仕組みで、割

引処理を含めたスムーズな精算～ゲート退出が可能

となっている。

本施設のような広大な駐車場において誘導員なし

でのスムーズな車両誘導を行うには、多少の初期投

資における負担は生じたとしても、管理コストの削

減を通してスケールメリットを発揮できるような駐

車場管理システムの必要性を感じた。

今回の視察では、補助制度を活用した駐車場等を

核としたまちづくりにおける認定駐車場のあり方、

また、新しい管制機器を活用した大規模な駐車場の

見学を通して、利用者にとって使い易い認定駐車場

を考える上で有益な機会であった。

✽　　✽　　✽　　✽　　✽

当工業会では、今年度も技術部会による勉強会を企画しています。去る7月12日に第1回勉強会

が開催されました。

第1回 技術部会勉強会：平成30年7月12日開催

テーマ：「溶融亜鉛めっきにおける諸現象について」

 主な内容

 ・溶融亜鉛めっきの概要

 ・溶融亜鉛めっきの諸症状

 ・溶融亜鉛めっき割れについて

解　説： 

❶

❷

❸

❹

一般社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会 

技術部長

平川 剛 氏

日東亜鉛株式会社 

川崎工場製造部 部長

金子 敬 氏

テラスモール湘南（商業施設）

技術部会　平成30年度 第1回勉強会を開催
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業界情報

編集後記 今回号では、今期の事業計画の一つである“認定駐車場の付加価値の増進”に取り組む当工業会の活動を中
心に構成しました。自動バレーパーキングなど新技術の動向を学ぶ講演会、自走式駐車場と公共施設とを組
み合わせた中心市街地活性化の実例を視察した研修会、最新の駐車場管制機器を大規模駐車場に活用した
事例見学（会員協議会）など、今後も当工業会における直近の活動状況等についてお伝えしてまいります。（Ｗ）

平成30年

3月 7 日	 平成29年度
	 第4回技術部会勉強会開催
3月14日	 執行理事会開催
3月28日	 平成30年3月度理事会開催
4月19日	 平成29年度期末会計監査実施
4月26日	 執行理事会開催
	 平成30年4月度理事会開催

5月24日	 平成30年5月度理事会開催
	 平成30年定時社員総会開催
	 講演会「自動運転及び自動バレー	
	 パーキングの開発の動向について」	
	 開催
	 懇親交流会開催

6月21日	 執行理事会開催
6月27日	 第32回会員協議会開催
	 （小田原市他開催）
7月 4 日	 平成30年7月度理事会開催
7月12日	 平成30年度
	 第1回技術部会勉強会開催

社名 代表者名 所在地 電話

IHI運搬機械（株） 館野　　昭 〒104-0044
東京都中央区明石町8-1聖路加タワー 03-5550-5159

（株）北川鉄工所 北川　祐治 〒726-8610
広島県府中市元町77-1 0847-40-0555

近藤工業（株） 近藤　純子 〒473-0921
愛知県豊田市高丘新町天王11 0565-52-2111

三進金属工業（株） 新井　宏昌 〒595-0814
大阪府泉北郡忠岡町新浜2-5-20 072-436-0251

JFEシビル（株） 弟子丸 慎一 〒111-0051
東京都台東区蔵前2-17-4JFE蔵前ビル5階 03-3864-5296

（株）ショウワパーク 若樹　太郎
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12

06-6399-0700

新明和パークテック（株） 佐野　博一 〒108-0023
東京都港区芝浦4-3-4田町きよたビル5階 03-5439-1094

セイワパーク（株） 清家　政彦 〒812-0007
福岡県福岡市博多区東比恵2-1-3 092-474-8000

大和リース（株） 森田　俊作 〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋2-1-36 06-6942-8072

（株）トーカイロード 髙島　哲也 〒467-0806
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通5-27-8 TR瑞穂ビル3階 052-858-4300

（株）内藤ハウス 内藤　　篤 〒407-8510
山梨県韮崎市円野町上円井3139 0551-27-2131

日成ビルド工業（株） 森岡　篤弘 〒920-0396
石川県金沢市金石北3-16-10 076-266-1164

Parkキング建設（株） 大谷　智徳 〒564-0053
大阪府吹田市江の木町16-34 06-6310-6711

（株）北斗システム 中川　　賢 〒113-0034
東京都文京区湯島2-31-15 和光湯島ビル6階 03-3816-9212

雄健工業（株） 若生　正則 〒869-0111
熊本県玉名郡長洲町大字名石浜21-13 0968-78-6216

綿半ソリューションズ（株） 小林　亮夫 〒160-0004
東京都新宿区四谷1-4 綿半野原ビル2階 03-3357-4694

社名 代表者名 所在地 電話

（株）アフロディテ 戸谷　健一
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-5第5古川ビル3階

03-3251-6699

サイカパーキング（株） 森井　　博
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町7-2 ぺんてるビル7階

03-3667-4975

（一社）全日本駐車協会 髙木　　茂
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル2階

03-3211-6085

（株）D C S 三浦　慶政
〒335-0012
埼玉県戸田市中町1-2-12

048-430-0187

日東亜鉛（株） 本野　晃司
〒210-0866
神奈川県川崎市川崎区水江町4-3

044-266-7881

日本躯体処理（株） 平松　賢士
〒333-0835
埼玉県川口市道合262-1

048-229-7222

日本駐車場救急
サービス（株）

森井　　清
〒103-0014
東京都中央区日本橋蠣殻町1-6-1

03-3663-1755

（株）富士ダイナミクス 遠藤　直輝
〒153-0042
東京都目黒区青葉台1-28-9越藤ビル

03-3793-5411

メーカー会員（16社）

一般社団法人

日本自走式駐車場工業会 会員名簿（五十音順）

賛助会員（8社）
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IHI運搬機械（株）･･･････････････････････････  http://www.iuk.co.jp/
（株）北川鉄工所 ･････････････････････････････  http://www.kiw.co.jp
近藤工業（株）･･････････････････････････････  http://www.kogyo.kondo.co.jp
三進金属工業（株）･･････････････････････････  http://www.sanshinkinzoku.co.jp
JFEシビル（株）･････････････････････････････  http://www.jfe-civil.com/
（株）ショウワパーク････････････････････････ ･  http://www.showapark.co.jp/
新明和パークテック（株）････････････････････  http://www.shinmaywa.co.jp/ptec/
セイワパーク（株）･･････････････････････････  http://www.seiwapark.co.jp/
大和リース（株）････････････････････････････  http://www.daiwalease.co.jp/
（株）トーカイロード ･････････････････････････  http://www.tokairoad.co.jp/
（株）内藤ハウス ･････････････････････････････  http://www.naitohouse.co.jp
日成ビルド工業（株）････････････････････････  http://www.nisseibuild.co.jp
Parkキング建設（株）････････････････････････  http://www.park-king.co.jp/
（株）北斗システム ･･･････････････････････････  http://www.s-hokuto.co.jp
雄健工業（株）･･････････････････････････････  http://www.yuuken.co.jp
綿半ソリューションズ（株）･･････････････････  http://www.watahan.co.jp/group/solutions/

（株）アフロディテ ･･･････････････････････････  http://www.aphroditegrp.com/
サイカパーキング（株）･･････････････････････  http://www.cyca.co.jp
（一社）全日本駐車協会 ･･････････････････････  http://www.japan-pa.or.jp/
（株）DCS ･･････････････････････････････････  http://www.dcs-construction.jp/
日東亜鉛（株）･･････････････････････････････  http://www.nitto-aen.co.jp
日本躯体処理（株）･･････････････････････････  http://www.kutai.co.jp/
日本駐車場救急サービス（株）････････････････  http://www.jafs99.co.jp
（株）富士ダイナミクス ･･･････････････････････  http://www.fuji-dynamics.co.jp
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