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日本自走式駐車場工業会からのお知らせ

 　　　　　　　　　 に強い

自走式立体駐車場
パンフレットが完成しました

地震地震 津波津波 洪水洪水
国 土 交 通 大 臣 認 定

南海トラフ巨大地震を始めとする自然災害に対し、何らかの備えが必要であることに
疑いの余地はありません。津波や洪水の発生時などに、避難施設として自走式立体駐車場が
果たすことのできる役割について広く知っていただけるよう、パンフレットにまとめました。
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東日本大震災など大規模な自然災害を経験した私たちは、防災・減災のための準備を怠るわ

けにはいきません。

東日本大震災で発生した津波に対し、避難施設として機能した事実をお伝えします。

被災地での現地調査を踏まえ、「なぜ、

津波に強いのか」についてお伝えします。

自走式立体駐車場の「耐津波性能」を数

値化した早見表についてご案内します。

防災備蓄倉庫の設置など、今後の取り組

みをお伝えするとともに、適用が考えら

れる交付金制度なども紹介しています。

※別途「耐津波性能早見表」の詳細な説明や考え
方についてまとめた技術資料も用意しました。

国 土 交 通 大 臣 認 定

求められる“自然災害への備え”に、  自走式立体駐車場が応えます
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パンフレット完成を受け、作成の中心となった4名(飯島登美夫理事長、
中川 賢副理事長、高津充良専務理事、構 俊雄企画部会長）にインタビューを
行いました。このパンフレットを通じて訴えたいこととは何か、
そしてこれからの取り組みについて、コメントを通じて浮き彫りにします。

避けることのできない自然災害の被害を
「防ぐ」のではなく「減らす」ことこそが肝要

 

── パンフレット『自走式立体駐車場』は、どのよう
な経緯で制作されたのでしょうか。

飯島　2011年3月の東日本大震災では、自走式駐車
場が津波を受け流し、避難施設として機能したことが

明らかになりました。それを受け、被災地の各自治体

を工業会の幹部や会員が訪問し、自走式駐車場が避

難施設として有効であることをご説明してきました。

中川　その際、口頭で説明するだけでは説得力に欠
けるため、具体的な強度やその計算式などを解説し

た冊子をつくりました。それが今回のパンフレット

── 今回、特に力を入れた点は。

構　自走式駐車場の津波に対する強さ
を目に見える形で示す写真を載せたこと

ですね。これは被災された方が決死の思

いで撮影した動画のワンシーンをキャプ

チャーしたもので、パンフレット4ペー
ジ目に掲載しています。津波が駐車場を

通り抜け、避難施設として機能している

シーンをとらえています。

中川　自走式駐車場工業会のHPにも
その動画が載っていまして、リンクする

形になっています。このパンフレットは、

単に製品を紹介するためのカタログで

あってはならない、という思いを込めています。

高津　ページ構成にも配慮しています。第一に、津
波・洪水対策がいかに重要であるかを説明し、第二に、

それに対して自走式駐車場が津波避難施設として機

能した事実を、そして第三にそれが機能した理由、第

四にその技術的裏付け、そして最後に適用が考えら

れる交付金の情報といった展開です。頭から最後ま

で順に読んでいただければ、自走式駐車場の機能、優

位性をご理解いただける構成になっています。

中川　津波や地震対策を考える時、一般的には「防
災」という言葉を用いるケースが多いのですが、実際

のところは「減災」のほうがより正確な表現だと考え

ています。地震、津波、洪水などの災害はいつか必ず

やって来るわけで、それを「防ぎ切る」ことは難しい。

我々にできることは被害の程度を減らすこと、すな

わち減災なのです。ですからこのパンフレットは「減

災のためにできること」を訴求するツールであるとも

言えます。

の基礎になっています。

飯島　我々が被災地の自治体を訪問したのは発生後
約1年の頃で、当時はまだ復興事業のほうがメインで
あったため時間を取っていただきづらく、東北地方

は基本的に建築担当の窓口が少なかった事情もあり、

目に見える成果は挙げられなかったのです。

中川　そうこうしているうちに先日の熊本地震、昨
年の鬼怒川の洪水など、災害が発生しました。さら

には今後起こりうる南海トラフ巨大地震への対策な

ど、全国的に防災に対する意識が高まっているとい

えるでしょう。そんな中、工業会会員から『説明用

ツールを改訂し、改めて自走式駐車場が避難施設と

して優れている事実をアピールしよう！』という声が

大きくなってきました。そこで昨年末から、前回の

冊子をベースに制作し始めたわけです。

飯島　今、全国には100ヵ所ほど「津波避難タワー」
という防災施設がありますが、収容人数が100人程
度だったり、そもそも人口が少なく居住地が分散し

ている地域では、建てた場所が防災に効果的でない

場合も考えられます。その点、自走式駐車場は例え

ば海浜公園などに併設

することで、平時は駐車

場として活用できます

し、駐車場としてご利用

いただくことで「ここは

いざというときの避難

所の機能も備えている」

と認知していただけれ

ば、万一の際に避難し

やすいはずです。

2011年3月に発生した東日本大震災では、実際に自走式駐車場が『津波避難施設』
として機能したことが報告されている。写真は動画をキャプチャーしたもので、パ
ンフレットにも掲載されている。動画はHPで視聴できる。（撮影：本田 豊）

日本自走式駐車場工業会

飯島登美夫理事長

日本自走式駐車場工業会

中川 賢副理事長

日本自走式駐車場工業会

高津充良専務理事

日本自走式駐車場工業会

構 俊雄企画部会長

地震地震 津波津波 洪水洪水『　　　　　　　　  に強い自走式立体駐車場』パンフレット完成
国 土 交 通 大 臣 認 定

日本自走式駐車場工業会
飯島 登美夫理事長

“パンフレットの意義”とこれからの取り組みについて

「今、我々にできること」

パンフレット作成メンバーインタビュー

耐津波性能を有していることを
より広く知っていただくために
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普段から駐車場として機能することで、
地域での認知度が高まってゆく

中川　人が集まる病院や役所の庁舎で、特に沿岸部
に近い場所にある施設に自走式駐車場をつくってい

ただければ、と思います。一般に地震などの大災害

に遭遇後、生存者が救出されるまでのタイムリミッ

トは72時間と言われています。今般、国土交通大臣
認定自走式駐車場について、付帯施設として防災備

蓄倉庫の設置が認められました。現在その手続きを

行っていますので、水や食料、毛布などの備蓄により、

被災直後の初期対応が可能な自走式駐車場が増える

ことが期待できます。

── パンフレットのなかにも記載がありますが、そ
もそもなぜ自走式駐車場が津波に強いのかを、改め
てご説明いただけますか。

構　当工業会で実施した東日本大震災後の現地調査
を考察すると「シンプルで、なおかつ強度の高い構

造」であることが第一の理由に挙げられます。国土

交通大臣認定品は火災時のフラッシュオーバー防止

のため、原則的に壁を設

けない開放された構造と

なっているため、津波が通

り抜けることができたこ

とも大きな要因です。波

の圧力を受け流すことが

できたわけです。

飯島　先ほど津波避難タ
ワーの収容人数について

触れましたが、自走式駐

車場の場合、収容できる

人数が圧倒的に多いとい

うことも強みです。普段

は車路である幅の広い緩

やかなスロープは大人数

の移動や車いすでの移動

もしやすく、避難経路に適していることも長所ですね。

高津　全国の自治体には、既に自走式駐車場を津波
避難ビルに指定しているところもあり、1000人単位
で収容できる大規模なものも含まれています。

中川　津波に遭遇した時はできるだけ高い場所に避
難するのが基本ですから、背の高い自走式駐車場は

万が一の時、非常に頼もしい存在になるでしょう。

壁のない開放性の高いシンプルな構造は津波の力を受け流し、広いスロープは車いすを含め、上層への避難に適している。

日本自走式駐車場工業会
中川 賢副理事長

── パンフレット8ペー
ジからの「耐津波性能の
“見える化”」もユニークで
すね。許容浸水深の早見
表などはとても分かりや
すいと思いました。

高津　各自治体では、各
地区で津波がどの程度の

高さまで達するかを想定

していますので、そのデー

タに基づいて求められる

自走式駐車場の規模の目

安を「早見表」で確認して

いただけるようにしまし

た。もちろん、詳細な構造

性能については個別的検討が必要となりますが、既

に建っている自走式駐車場が耐えうる津波の高さの

推定や、これから計画、設計するに当たり、その計画

地に津波避難ビルとしてどの程度の高さの駐車場を

建てればいいかなどの目安を示しています。

構　現在、各地の自治体が津波避難ビルに指定して
いる建物は、国のガイドラインを参考に、新耐震設計

基準に適合していることを基本とし、原則としてRC

またはSRC構造で、想定する津波の高さに応じた

階数等があることなどが

考慮されているようです。

しかしその中には、先ほど

話があったように鉄骨造

の自走式駐車場を指定対

象にしているところも多

くあります。

高津　具体的な指定の基準や運用などの考え方は
様々で、自治体や地域で違いがあるのが実情ですね。

飯島　そこで我々がこのパンフレットを通じて、津
波避難施設の具体的な目安をお示ししようと考え

ました。前回の冊子にもこのような計算式は載せて

いましたが、やや専門性が強かったため理解してい

ただきにくい面もありました。今回はそこを改善し、

我々としても説明しやすく、より分かりやすい内容

を目指しました。

中川　当工業会の取り組みとして、これはひとつの
社会貢献といっていいかもしれません。我々が受注

する、しないにかかわらず、耐津波性能を備えた施設

をつくる際の「安全」の考え方をお示しし、案内する

ことになるわけですから。このページはパンフレッ

トの中でも特に重要な部分だと捉えていますので、

今後も勉強会などを通じて、さらに掘り下げていき

たいと考えています。
日本自走式駐車場工業会
構 俊雄企画部会長

耐津波性能を早見表として「数値化」。既設の駐車場の判定の目
安にも、これからの設置計画の目安にも用いることができる。

日本自走式駐車場工業会
高津 充良専務理事

パンフレット作成メンバーインタビュー

耐津波性能の“見える化”は
ひとつの社会貢献のかたち
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人の命を救う役割を担うことができることを
広くアピールしていきたい

パンフレット作成メンバーインタビュー

── 付加価値を高める取り組みはその他にも。

飯島　災害発生後の携帯電話、スマホ等での安否確
認に電力は欠かすことができません。その点、ソー

ラーパネルの設置によりある程度の電力供給が期待

できますし、電源確保という意味では備蓄倉庫の中

に非常用発電機を置いておくこともできるでしょう。

中川　付加価値といえば、自走式駐車場として屋上
の多目的空間化や壁面緑化なども以前から研究して

おり、実際に備えている例も多くあります。

飯島　例えば、病院に併設された自走式駐車場がコ
ンクリートで覆われていたとしたら、その景色を病

室から眺める入院患者には無味乾燥なイメージしか

与えません。でも、緑化されていれば心の潤いとなり、

病院の評価につながる可能性もありますしね。

── このパンフレットをどのように
活かしていくか、お聞かせください。

飯島　最大の目的は、自走式駐車場の
津波避難施設としての役割の重要性を

発信し、一人でも多くの方にその意義

を知っていただくことにあります。

中川　最近では病院や庁舎、学校など
公共施設に駐車場を併設していただく

例が増えています。社会貢献を果たし

ながらビジネスチャンスを広げるきっ

かけになればいいですね。

構　このパンフレットが「自走式駐車場は、クルマ
を駐めるだけでなく、人の命を救う役割も担うこと

ができる」ことを広くアピールするための最適なツー

ルに仕上がったと自信を持っています。多くの方の

目に触れるようにしていきたいと思っています。

高津　将来的に地震や津波被害のリスクが高いと
される自治体の担当部署の方にこのパンフレットに

目を通していただき、当工業会の各会員が実際に話

をさせていただくことを計画しています。自治体に

自走式駐車場の社会的意義をご理解いただくことで、

民間に波及する可能性も広がっていくでしょう。

飯島　このパンフレットが、結果として自走式駐車
場のマーケットを広げるためのきっかけになれば理

想的です。また、ご案内する自治体だけでなく、他の

自治体や民間からも「話を聞かせてほしい」という声

が上がるように、皆で力を合わせて頑張っていきた

いと思います。
自走式駐車場設置の意義を
ひとりでも多くの方に

自然災害対策と
自走式立体駐車場の意義

南海トラフ巨大地震の発生確率が高

いことは確かでしょう。ただし、熊本

や大分で発生した地震、そして東日本

大震災が示したように、日本各地、ど

こであろうとも地震発生の可能性があ

り、沿岸部では津波発生の可能性があ

ります。「南海トラフ」というキーワー

ドばかりが独り歩きし、結果的に他の

地域の災害対策が手薄になるようなこ

とは、決してあってはならない。全国

どこでも例外なく地震への備えが必要

なのです。「南海トラフ」の対象地域で

必要な津波への備えは、日本海側でも

同じように必要と考えるべきです。

津波対策で最も重要なことは、人命

の損失をいかに減少させるかです。そ

のために必要なことは、避難場所の確

保にほかなりません。緊急避難場所の

整備と、緊急避難情報の伝達方法の確

保、そして平時の避難訓練、防災教育。

避難訓練や防災教育に効果があったこ

とは東日本大震災で証明されています。

そして、津波対策で重要なことをも

うひとつ挙げるならば、避難場所を地

域の人が認識していなければならないということです。

いざというとき、とっさに思い出すことができるか。そ

の「いざというとき」が来るのは10年以上先のことかも
しれない。この観点から、普段から使うことで自然にそ

の存在を認識できる「自走式立体駐車場」は、避難施設

として非常に理に適っているといえます。普段、駐車場

として利用していれば、上層階へ上るスロープも自然に

体験することになり、それがそのまま避難経路をなぞる

ことにもなる。車いすでの避難もすぐ

に想像できる。これは避難施設とし

て理想的です。

人やクルマがある程度集まるなら

ば、駐車場の需要は成立するでしょう。

例えば漁港など、近接する広い土地を

平面駐車場として使っているところは

多い。そこをあえて自走式立体駐車

場化し、津波避難施設とする。これは

大いに意義があるといえます。その

ための建設費用に公的な資金を投入

できる仕組みがあってもいいのでは

ないでしょうか。

防災備蓄倉庫の設置にも大いに期

待しています。医薬品なども備蓄で

きるようにすべきでしょう。さらに、

最上階にヘリポートを設置することが

できれば避難施設として理想的です。

着陸はできずとも、ホバリングでの救

助や支援などは十分に想定できるはずです。

阪神淡路大震災や東日本大震災の経験を経ても

なお、災害時の初動対応が困難を極めることは、熊

本地震で改めて明らかになりました。発災直後は被

災者一人一人の行動に頼る部分が大きく、普段接す

ることのできる自走式立体駐車場は避難施設として

非常に期待できる。避難訓練を定期的に実施すれば、

その期待はより確かなものとなるでしょう。　  （談）

「
日
本
全
国
、

　
等
し
く
災
害
対
策
が
必
要
だ
」

早
稲
田
大
学
名
誉
教
授 

濱
田
政
則
氏
に
聞
く

1968年 東京大学大学院 工学研究科 修士課程修了。
1983年 東海大学海洋学部 助教授。1987年 同学部 
教授。1994年 早稲田大学理工学部（理工学術院）教
授。2014年 早稲田大学名誉教授。アジア防災センター 
センター長を務めるなど、地震防災に関する研究、活動
を続ける第一人者。 http://hamada-lab.com/

濱田研究室

濱田 政則氏

Column
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日本自走式駐車場工業会

ホームページをリニューアルしました
日本自走式駐車場工業会

ホームページをリニューアルしました

よくあるご質問（Q&A）コーナーなども設け、よ
りわかりやすく、親しみやすい体裁とし、また、
URLについては、これまでの「purepa.gr.jp」から、
公益法人制度改革による組織変更に伴い、一般社団
法人を表わす「purepa.or.jp」に変更致しました。
今後も、トップページでの「お知らせ」等、充実

させ会員の皆様への情報提供の頻度のアップに努め
てまいりますので、ホームページのご活用をどうぞ
よろしくお願いいたします。

去る5月、当工業会のホームページを全面的にリ
ニューアルしました。自走式駐車場とはどのような
ものでどのような種類があるのか、とりわけ国土交
通大臣認定品にはどのようなメリットがあるかなど
を、写真やイラストを用いてわかりやすくお伝えし
ています。
また、当工業会が現在力を入れている「防災機能型
駐車場」「公園機能型駐車場」「店舗併用型駐車場」の
活用提案について、それぞれ専用ページを設けました。

国土交通大臣認定品の種類について、実例を用いて
わかりやすく説明しています。

Q&A形式でまとめました。用途地域ごとの建設の可否や、
在来工法との違いなども掲載しています。

自走式駐車場のタイプについて、イラストも併用してわかりやすく分類しました。

景観に配慮した
まちづくりの核
として活用でき
ることをご案内
します。

屋上スペースの
有効活用により、
まちや地域に貢
献します。

津波に強い防災施設と
して機能することを、
わかりやすく伝えます。

http://purepa.or.jp/index.html

自走式駐車場（国土交通大臣認定品）

自走式駐車場のタイプ

よくあるご質問

公園機能

防災機能

店舗併用
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本日はご多用中のところ、ご来賓の皆様に多数ご
臨席を賜り、心より感謝申し上げます。会員各位に
おかれましても、日頃のご協力に深く感謝致します。
この 4月には、熊本・大分で大きな地震があり
ました。被災された方に心よりお見舞いを申し上
げます。
さて、先ほど行われた定時社員総会で、議案すべ

てが可決承認されましたことを、ご報告させていた
だきます。
我が国では少子高齢化の流れが加速し、人口減

少が続いております。国ではこのような現実を背
景に、住宅や商業施設、福祉施設などを集約した
コンパクトシティの実現を目指しています。将来
の集約化された街中において求められる駐車場の
形は、今とは異なってくるのではないかと思って
おります。私どもも社会に必要とされる、より使
いやすい駐車場を目指し、努力していく必要があ
ると思います。
今後、当工業会が取り組んでいくべきテーマにつ

いて、お話させていただきます。ひとつ目は、新時
代の駐車場に向けて準備を進めていくことです。現
在わが国では、自動運転の技術が格段に上がってき
ております。2020年開催の東京オリンピック・パ
ラリンピックを、日本の技術力を世界に示す恰好の
機会と捉えての取り組みでもあるようです。自動運
転のクルマが走り回る中で、自走式駐車場に何が求
められてくるのか、さらなる研鑽に努めて、時代の

要求に応えるよ
うに進んでいき
たいと思う次第
です。
ふ た つ 目 は、

自走式駐車場が
持つ防災機能の
PRです。東日本
大震災では、自
走式駐車場の耐地震性能、そして耐津波性能が示
されました。そして昨年、防災備蓄倉庫を国土交
通大臣認定自走式駐車場に付置させることが可能
になり、それに伴って改めて案内パンフレットを
作成中です。本年度はこれを持って各自治体に自
走式駐車場のメリットを PRしていきたいと考えて
おります。
そして三つ目は、附置義務駐車場に関する規制緩

和の流れを、需要拡大につなげていくことです。平
成 26年に国が打ち出した規制緩和の方針には附置
義務駐車場の集約化を図るという考え方も示されて
おり、人口減少が続く地方都市では再び賑わいを取
り戻すため、自走式駐車場を役立てることも可能で
はないかと考えております。
当工業会会員の皆様のさらなる事業拡大、そして

新たなビジネスに繋がる「芽」を益々充実させ、発
展させていくために、引き続きご指導ご支援を賜る
と共に、一層のご協力をお願い致します。

平成28年定時社員総会・懇親交流会　5月20日　ホテル ルポール麹町（東京都千代田区）

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

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

自走式駐車場議員連盟
顧問 

額賀福志郎 衆議院議員

国土交通省
住宅局 

由木文彦 局長

防災に強い自走式駐車場のメリットを
　　　　　　　　　アピールしていきたい

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28年
定時社員総会・懇親交流会  開催
一般社団法人 日本自走式駐車場工業会の平成28年定時社員総会・懇親交流会が
ホテル ルポール麹町にて開催されました。
総会では第1号～第7号の全議題が滞りなく承認されました。
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お届けします。

Report
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本日は総会・懇
親交流会にお招
きいただき、あ
りがとうござい
ました。
同時選挙はな

くなりましたが、
私は今年 11月下
旬から 12月上旬

にかけて選挙があると思います。安倍さんは消費
税アップをしないためにノーベル賞学者のスティ
グリッツ氏やクルーグマン氏の意見をつぶさに検
証させました。しかし、来年 4月に消費税を上げ
るというのは首相の公約で、やらないためには大
義名分が必要だ。そうすると来年の 4月以前に国
会を解散して、国民に信を問わないといけないの
であります。ノーベル賞学者の 2人は、積極的な

財政金融だけでは、飛行機に例えれば片方のエン
ジンしか吹かしてないということで、もうひとつ
のエンジンを吹かさない限り飛行機は離陸しない
と言っております。もうひとつのエンジンとはつ
まり財政出動であります。
もし今年 7月に同時選挙で解散したとしたら、任
期いっぱいの 4年後はどうなるかというと、選挙と
オリンピックとダブってしまいます。だからオリン
ピックが終わった後に選挙をやるようにしないとい
けません。そうなると 11月下旬から 12月上旬、年
末の選挙が見込まれるということです。
大規模な金融緩和と財政出動が相まって、初めて

日本の景気が離陸できる。それによって日本の経済
が好転していくことを望んでおります。
本日ご参集の皆様の、そして日本自走式駐車場工

業会の隆々たる発展を祈念致しております。
（乾杯挨拶）

本日は定時総会
の開催、それに続
きます交流会の開
催、誠におめでと
うございます。さ
て、熊本で大変な
地震が起きまし
た。私ども住宅局
では主に住まいの

確保ということで、公共団体の取り組みにできる限
りの支援をさせていただいているところです。

そういう意味で、これから大変大きな政策の柱に
なるのが防災の面だと思います。自走式駐車場の防
災面での機能にいち早く注目し、津波や地震等に対
する優位性を生かした取り組みをされている皆様方
に心から敬意を表します。私どもも微力ではありま
すが、防災備蓄倉庫を設置する場合のルール作りで
お役に立てればと思います。また型式認定の際のエ
レベーター関係の規定の除外等、できるだけスマー
トに駐車場の整備を進めていただけるようお手伝い
させていただきたいと思います。
先ほどの理事長のお話にクルマの自動運転の話

日頃から皆様
には大変お世話に
なっております。
改めて御礼を申し
上げる次第です。
自走式駐車場の
今後については、
我々もしっかりサ
ポートしていきた

いと思っております。
今、日本の経済はしっかり成長路線に乗ってい
くことができるか、正念場を迎えているのだと思っ
ております。アベノミクスは確かに空気を良くした
けれど、なかなか実態経済が伴っていかない。例

えば日銀がゼロ金利政策をとりましたが、ゼロ金
利にするほど日本の経済は良くないの？というの
が世間の一般的な受け取り方です。悲観的に受け
取られているため、消費がなかなか伸びない。な
ぜ消費が伸びないのかについては、税負担が重かっ
たのか、賃金が上がらないからなのか、将来不安
が大きいのか、どう見極められるかによって政策
も変わってきます。
皆様のご意見をいただきながら、政策を間違えな

いことが大事だと思っております。我々は国民の皆
様の信任を得て、政治の安定を確保して、経済を正
常の姿にしていかなければいけません。引き続きご
支援をお願いしたいと思います。皆様方のますます
のご発展をお祈り致します。

がありました。ホテルなどにクルマで行き、鍵を
渡して乗ってきたクルマを駐車場に駐めてもらい、
出るときには再びクルマを持ってきてもらう「バ
レーパーキング」というサービスがあります。自
動運転の中で今「自動バレーパーキング」のシス
テムは、日本でほぼ間違いなく実行できるレベル
にあるそうです。来年度、平面駐車場で実証実験
を行うというお話を伺って参りました。今後はお

そらく立体駐車場への対応などについても、でき
る、できないの議論が早晩出てくると思います。
私どもも一緒に勉強させていただきたいと思いま
すので、皆様もぜひ新しい分野にもトライして日
本をリードするような技術を生かしていただけれ
ばと思います。
ここにご参集の皆様の益々のご発展、ご繁栄を心

より祈念致します。

正念場を迎えた日本経済を
　　正常な姿にしなければならない

自走式駐車場議員連盟 顧問　　額賀福志郎 衆議院議員

日本の景気浮揚には
　　金融緩和と財政出動の両方が必要だ

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

防災面への取り組み強化が
　　　　今後の大きな柱になる

国土交通省 住宅局　　由木文彦 局長

多数の来賓が出席し、盛会となった
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よって、全ての従業員が工場全体の生産進捗状況を
把握できる情報共有の仕組みも工夫されていた。
続いて塗装工程ラインを見学した。ボディ外側は

作業ロボットによる塗装であったが、トランク内部
（内側）などは熟練作業員自らが手作業による吹き付
け塗装を行っていた。下塗りからトップコートまで
四層に亘る塗装で仕上げられているレクサス車は、
全車下塗りが済んだ段階で、現在通常の量産車では
廃止された手作業による研磨が行われる。この研
磨作業により、その上層の塗装面に深みと鏡のよう
な透明感が生まれる。説明に従い実際に腕時計をボ
ディに近づけてみると、秒針がくっきりとボディに
映っていた。これがレクサス車に共通する鏡面仕上
げ塗装であった。

工場見学を終えた我々は『最新の駐車場事情と展
望』と題する講演を聞いた。
講師役は、福岡博多の地に本社を置くセイワパー

ク㈱代表取締役で当工業会の理事も務める清家政彦
氏である。同社は自走式駐車場のメーカーであると
同時に、駐車場の管理運営も手掛ける企業である。
清家氏は日本パーキングビジネス協会の九州支部長
兼副代表理事という立場、視点から最近の駐車場業
界の動向について持論を展開された。駐車場業界は
既に成熟産業であり、業界の中で淘汰されずに生き
残っていくノウハウについて、具体的な実例を挙げ
て分かりやすく解説された。
駐車場経営で大事なことは、単にクルマを停める

場所の提供だけでなく、お客様にサービスを提供す
る者としての自覚を持ち、利用者目線に立った管理
運営が重要であると強調された。初めてその駐車場
を利用された方が、次の機会にまた利用したくなる

ようなサービスの提供とは何かを常に考えていくこ
との大切さを説かれた。スマホなどをかざすと駐車
場利用方法が自動的に７カ国語に翻訳される「QR
トランスレーター」を考案し自社が管理する駐車場
に設置されるのも、訪日外国人によるレンタカー使
用が多い福岡ならではの発想、顧客に対するサービ
ス提供と言えよう。
平易な言葉と卑近な事例による解説は約45分に

及んだが、聞く者を決して飽きさせない充実した内
容であり、参加会員にも大変好評な講演会となった。

＊　　　　＊　　　　＊

講演会の後は会員協議会で恒例の懇親会が開催さ
れた。九州地区をはじめとする各地域の会員が相互
に意見を交え情報を交換し、懇親を深める有意義な
ひと時となった。

同工場は福岡市から北東に約35kmの距離にあ
る福岡県宮若市に位置し1992年（平成4年）12月
に操業を開始した。同社はトヨタ自動車㈱が資本金
100%を出資する完全子会社であり、苅田工場（福
岡県京都郡）、小倉工場（同北九州市）を合わせ計三
拠点において主にレクサス車を生産している。生産
台数の約９割が海外輸出向けということであり、我
が国を代表するメーカーの最先端の製造現場を間近
で見られる絶好の機会となった。
今回の見学コースは、組み立てライン及び塗装工
程ラインの両方を見学できる特別企画であった。組
み立てラインを見てまず驚いたのは、ライン上を流
れる車の車種、色が１台毎に異なって流れて来ると
いう点であった。これは受注生産方式によるもので、
１台ずつ顧客のオーダーを記
載した指示書に従い、決めら
れた部品を取り付けていくと
いう独自の作業工程が取られ
ていた。
同工場では２交代制による
勤務体系が敷かれており、組
み立てラインでは従業員自ら
が考案した治具や補助器材を
使い、作業負荷を軽減する正
に「カイゼン」が実践されてい
た。また、作業に従事してい
る従業員がそれぞれの持ち場
から視認できる電工掲示板に

好評を博した分かりやすい講演（清家政彦氏 講演）

サービス業としての自覚の大切さを協調

第25回会員協議会を福岡にて開催

2月23日（火）、会員企業参加のもと、第25回会員協議会が福岡において開催されました。

トヨタ自動車九州株式会社

「最新の駐車場事情と展望」講演会

 　　　 トヨタ自動車九州株式会社 宮田工場見学
 　　　 「最新の駐車場事情と展望」講演会

第一部

第ニ部

ＰＲ館に展示される最新のレクサス車シリーズ（宮田工場見学）
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今回は千葉県旭市にある『三川津波避難タワー』
を見学した。東日本大震災時、地震・津波に耐えた
自走式立体駐車場が一時避難所として使われた事例
が確認されており、津波被害が予想される沿岸部自
治体や、南海トラフ地震による被害想定により津波
避難対策特別強化地域に指定された多くの自治体で
は、津波避難タワーや自走式立体駐車場を津波避難
施設として指定している事例がある。一方で「津波
避難タワー」の実物を見たことのある会員は少なく、
今年度、「自走式立体駐車場」の防災メリットをあら
ためて自治体にPRしていく予定である当工業会と
しては、「津波避難タワー」が設置された自治体を訪
問して、実際に自分たちの目で見て理解を深め参考
にしたい、という趣旨で今回の訪問となった。
千葉県旭市は県の北東部、都心から80km圏に位

置し南部は九十九里浜に面している。2011年の東
日本大震災では津波被害等により十数名の人的被害
の出た地域であり、市内には計4箇所の津波避難タ
ワーが既に設置されている。今回、我々はその内の
1基を見学する機会を得た。
現地は東日本大震災による津波の被害を受けた旭

市飯岡地区に位置しており、当日は旭市役所総務課
のご協力を得てご担当者による説明と、避難タワー階
上への案内を受けることができた。最初に避難タワー
の前で概要説明を受けた後、我々は車椅子でも避難
できるスロープを通ってタワーの階上へ上がった。
避難タワーの高さは地上面から8.0m（海抜約
13m）あり定員は100名（1人当たり0.5m2）、スロー
プまたは階段の何れかを使って階上に上ることがで

きる仕様となっていた。また、タワーの入口扉は普
段は施錠されているが、非常時には住民が手や足で
突き破れる造りになっているとの説明があった。
最上階において旭市ご担当者を交えて質疑応答が

行われた。かかる三川津波避難タワーは、東日本大
震災後の復興事業として旭市で最初に建築された避
難タワーであり、事業費用の全額（およそ3千万円）
に復興交付金が活用された。外観形状は津波の威力
を緩和する変則六角形の鉄骨造で、特に外周のス
ロープ部分は津波による漂流物に対する緩衝材の役
目を果たす造りであるとの説明があった。太陽光パ
ネルが最上階梁上部に設置されており、夜間照明用
の蛍光灯（6基）の電源を賄っているとのことであっ
た。なお、最上階の梁は法改正を見越して現状では
設置出来ない「屋根」を取り付けることができる造
りとした、との説明があった。
会員から旭市ご担当者に対して、津波避難施設と

して自走式立体駐車場の建設が選択肢として検討さ
れなかったのかという質問があった。対して、自走
式立体駐車場が津波などの災害時に役立つというこ
とを承知はしていたが、周辺に大型商業施設のよう
な集客施設が見当たらないことや、そもそも平面駐
車場を立体化するニーズにも乏しかったという事情
があった、との回答があった。
避難タワーのすぐ隣には飯岡体育館やテニスコー

トがあり、同施設の駐車場敷地内に見学した津波避
難タワーは建設されていた。会員からは、これらの
公共施設等の建て替え時やリニューアル時に合わせ
て、自走式立体駐車場の建設も検討できるのでは、
との声もあった。
見学会の後は会員協議会では恒例の懇親会が開催さ

れた。主催者側を代表して中川副理事長による挨拶の
後、主に関東地区の会員企業が相互に意見を交え情報
を交換し、懇親を深める有意義なひと時となった。

① 活発な質疑応答（背景は九十九里浜）
② 夜間照明用の太陽光パネル（奥は飯岡体育館）
③ タワー中央部の鉄骨構造

❶

❷

❸

第26回会員協議会を千葉県にて開催

平成28年6月2日（木）、会員企業参加のもと、第26回会員協議会が千葉県において開催されました。

初めての津波避難タワー見学

千葉県旭市 三川（さんがわ）津波避難タワー見学

旭市ご担当者による説明を熱心に聞く会員

現地にて旭市ご担当者よりの御挨拶
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業界情報

編集後記 2011年3月の東日本大震災以降も、大雨による鬼怒川の氾濫さらには熊本での地震など自然災害
に対する意識が高まっている今こそ、自走式立体駐車場が持つ防災上のメリットを改めて世の中に
周知して行こう、このような視点で今回号は編集されました。自分達の製品やサービスの提供が社
会的貢献に繋がっていくことを、今後も誌面を通してお伝えして行きたいと思います。	 （W）

平成27年

2月		5日　平成28年新春駐車場研修会開催
2月16日　執行理事会開催
2月22日　臨時理事会開催
2月23日　第25回会員協議会開催

（福岡県開催）
3月23日　執行理事会

5月20日　平成28年定時社員総会後
の懇親交流会開催

6月			2日　第26回会員協議会開催
（千葉県開催）

6月22日　執行理事会開催
7月14日　平成28年7月度理事会開催

4月14日　技術研修会開催
4月19日　平成27年度期末会計監査実施
4月20日　執行理事会開催
4月20日　平成28年4月度理事会開催
5月20日　平成28年5月度理事会開催
5月20日　平成28年定時社員総会開催

社名 代表者名 所在地 電話

IHI運搬機械（株） 吉田　　豊 〒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） 藤井　善英 〒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　（8月16日より左記に移転）

06-6399-0700

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

東京エンジニアリング
システムズ（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 03-5439-1082

（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3-16-10 076-266-1162

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） 長野　正典 〒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

03-3667-9635

（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）

企業情報  






