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【表紙説明】
多賀城駅南立体駐車場

東日本大震災からの復興のシンボルに位置付けられた

「多賀城駅北地区第一種市街地再開発事業」のC棟として
進められた市営駐車場。

A棟には、市立図書館を中心としたカフェ、レストラ
ンなどの商業施設が入居。B棟には、子育てサポートセ
ンター、保育園、デイサービスセンター、サービス付き

高齢者向け住宅、歯科診療所などが入居。そして、これ

らの施設をはじめとする市役所や文化センター、埋蔵文

化財調査センター体験館（多賀城史遊館）などの公共施設

利用者用として、多賀城駅南側に平成28年3月14日にオー
プンしました。

駅南口に最も近い位置に配置したエレベータの前には、

2階から5階まで身障者用駐車レーンを設け、2階には身
障者用トイレも完備。人に優しい駐車場を実現しました。

外壁には、A棟、B棟に合わせ、ベースカラーである落
ち着いたアイボリー色のカラー鋼板と一部木目調のアル

ミルーバーを用い、「未来を育むまち　史都多賀城」の玄

関口にふさわしい色調の駐車場に仕上がっています。

メーカー 雄健工業株式会社

製 品 名 YP-SF6

施　　主 多賀城市

建 設 地 宮城県多賀城市中央2丁目5-2

工　　期 平成27年11月16日～平成28年3月5日

構　　造 5層6段連続傾床式　ブレース構造

建設面積 1,504.87㎡

延床面積 7,331.05㎡

収容台数 351台

収容台数
内訳

1F：52台　2F：60台　3F：60台、
4F：60台　5F：60台　RF：59台  
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2011年3月、東日本大震災の津波に耐えた多賀城市の大臣認定自走式駐車場（撮影：本田 豊）

「津波等自然災害に強い」特徴の
PR活動の取り組み
国土交通大臣認定自走式立体駐車場が持つ「自然災害に強い」という特徴を広く知っていただくため、
当工業会では南海トラフ巨大地震発生時など特に津波への対応が求められる地域の自治体に対し、広
報活動を行っていることをこれまでも報告してきましたが、改めてその取り組みの概要と意義につい
てまとめて報告します。

巻頭
特集

自走式立体駐車場
国土交通大臣認定
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「津波避難施設」としての取り組み
巻頭
特集

2011年3月に発生した
東日本大震災における死
者行方不明者は18,455
人。死者の90％以上が
溺死と判明している。津
波等水害への備えが求
められる。

津波や地震に対する
“強さ”を発揮する自走式立体駐車場

6年前の2011年に発生した東日本大震災。被災地
の沿岸部では津波によって甚大な被害を受けた。一方、
未来に目を向ければ、南海トラフ巨大地震の発生が現
実視されている。そして「いつか来るであろう地震・
津波」への備えが必要なのは、南海トラフ巨大地震の
対象地域だけに限ったことではない。昨年発生した
熊本地震でそれが示されたといえるだろう。ここ日
本において、地震や津波その他の自然災害に対する備
えが「不要」といえる地域はないのだ。
国土交通大臣認定自走式立体駐車場（以下「認定駐
車場」）は津波等自然災害に強いという特徴に注目し
「津波避難施設（津波避難ビル）」として、特に津波被害
が想定される沿岸地域に検討していただくための働き
かけを、当工業会では行っている。この取り組みの原
点は、まさに6年前の東日本大震災にある。2011年3
月の東日本大震災発生当時、実際に被災した地域の認
定駐車場が『津波避難施設』として機能したという実例
があったのだ（前ページの写真参照）。震災後に現地調
査を実施したところ、認定駐車場が津波の力を受け流
し、避難施設として有効に機能したことがわかった。
では、認定駐車場が「津波に強い理由」とは。

例えば、クルマが自走して上層へ上るためのスロー
プは、大量の避難者が同時に上層へ移動できる利点に
なる。スロープは緩やかなため車いすなどでの移動も
しやすい。移動した先には広大でフラットなフロア（駐
車スペース）があり、避難場所として都合がいい。さら
に、壁のない開放された構造であるため、津波が駐車場
の内部を通り抜けることで、その力を受け流すことがで
きる。基本的な構造がシンプルで強度が高く、耐震設
計に基づいており、事実、先述の被災駐車場においても、
被害は構造自体に影響を及ぼさない壁面パネルの想定
内の脱落・損傷程度だったことが確認されている。
このように「津波に対する強さ」を有している認定

駐車場であるが、津波避難専用施設とは異なり、い
うまでもなく平時は駐車場として機能する。これは

とても重要なことといえるだろう。常日頃から地域の
人々に利用していただくことで『ここはいざというと
きの避難所の機能も備えている』との認知も進む。「い
ざというとき」がいつ来るか。「忘れた頃に……」との
言葉もあるように、それは10年以上先のことかもし
れない。そのときに、とっさに避難すべき場所を思い
出すことができるか。普段から利用している認定駐
車場の利点は大きい。
そして今般、遂に認定駐車場への防災備蓄倉庫の
設置が大臣認定で認められ、水や食料、毛布などの備
蓄が可能になったことも重要だ。

▼ 熊本地震では各地に甚大な被害

地震が少ないとされる九州で
甚大な被害が生じた熊本地震。
日本では自然災害に対し備え
が不要な地域はないといえる。

これら「津波避難施設」としての認知度を高めるこ
とで、いざというときのための「備え」「安心感」を地
域に提供する。そのために当工業会が進めてきた取
り組みを本特集で報告する。

広大でフラットな敷地があり、まちにおける立地性、交通インフラとの
親和性にも優れる駐車場は、物資の発着拠点としても機能した。

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。

平成28年6月2日（木）、会員企業参加のもと第
26回会員協議会を開催し、千葉県旭市にある『三
川津波避難タワー』を見学した。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、当日は旭市役所総務課のご協力を得て、避

難タワー階上への案内を受けることが出来た。

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0.5㎡）、階段
または車いすでも避難できるスロープの何れかを

使って階上に上ることができる。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

き破ることができる造りになっている。

この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あり、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とのこと。太陽光パネルが最

上階梁上部に設置され、夜間照明用の蛍光灯の電

源を賄っている。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。

自然災害はどの地域でも起こりうる　   熊本地震で示されたこと

津波避難タワー見学（千葉県旭市）

国土交通大臣認定

第26回会員協議会
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「津波避難施設」としての取り組み
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（左）設計部門からも多く
の参加者があり、技術的な
具体的な数値の質問や確
認などが多く交わされた。

（右）第一部で解説を務め
た髙津専務理事

第二部で技術資料の解説
を務めた（株）えびす建築
研究所 飯田室長

➡

「津波に強い自走式立体駐車場」
合同研修会を開催
平成28年9月15日（木）には、当工業会の企画部会及び技術部会の合同に
よる「合同研修会」を開催。自走式立体駐車場が有する防災面での優位性を
広く世の中の方に知って頂くためのPR活動について情報共有を図った。

耐津波性能や防災施設として有効性の

PR活動の際に用いるツール（資料）として、

当工業会ではパンフレット及び2種類の技
術資料を新たに作成した。

かかるPR活動には各理事をはじめとし

て、企画部会・技術部会の各メンバーが各

地の自治体を訪問し説明することを想定

している。そのため各メンバーがツール

の内容を十分に理解しておく必要がある。

今回の研修会はこれらパンフレットと技

術資料の中身について、各会員が正しい理

解を深めるために企画開催されたもので

ある。

本研修会は二部構成で進められ、第一部

ではパンフレット『地震・津波・洪水に強い自走式

立体駐車場』の内容について、当工業会の髙津専務

PRツールとして
パンフレット・技術資料を作成

▼パンフレット『地震・津波・
洪水に強い自走式立体駐車場』

理事より説明が行われた。また第二部では、自走式

立体駐車場の耐津波性能について2種類の技術資料

（『許容浸水深早見表』、『考え方と検討条件』）を活

用して、本技術資料の作成に携った株式会社えびす

建築研究所の飯田室長により説明と解説が行われた。

参加した会員企業からは設計部門に携わる方々の出

席も多く、質疑応答では具体的な数値等に言及した

内容が多く交わされ、技術的な色彩の濃い研修会と

なった。今後、南海トラフ巨大地震に係る特別強化

地域等への訪問やPR活動により、津波に強い自走

式駐車場の周知や認識を高め、自走式立体駐車場の

全国的な需要拡大の一助に繋げていきたい。

▲ 技術資料『考え方と検討条件について』

▲ 技術資料『許容浸水深早見表』
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「津波避難施設」としての取り組み
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東日本大震災に耐えた自走式立体駐車場
を見学

国土交通大臣認定

平成28年9月27日（火）第27回会員協議会が宮城県仙台市・多賀城市において会員企業参加を開催。東日本
大震災において実際に津波による被害を受けた現地を訪問し、震災当時の様子や現在の復興状況などを確認した。

当工業会ホームページの津波動画で紹介している

自走式立体駐車場であり、竣工から20年程経ってい
るが、現在も同店の来客用駐車場として利用されてい

る。床板は当時主流のパンチングメタル仕様だが、東

日本大震災の津波に耐え、現在も多賀城市において

津波避難ビルにも指定されている。

支柱や外階段には、津波の痕跡と思われる横筋状

の模様が未だに残っていた。

イオン多賀城店
（1層2段自走式立体駐車場） 2011年の東日本大震災の際、地震で被害を受けた

避難民が100人単位で避難していたことが確認され
ているのがこの3層4段式自走式立体駐車場だ。今も
同店の来客用駐車場として利用されており、スロープ

側面に津波の痕跡が確認されたが、躯体自体に目立っ

た損傷等は見受けられない。現在は多賀城市におい

て津波避難ビルに指定されている。

また、付近の建物には、震災当時に押し寄せた津波

の高さ（津波浸水深）を示す表示板も確認することが

でき、当時の津波の巨大さを垣間見る思いであった。

パチンコひまわり多賀城店
（3層4段自走式立体駐車場）

■ イオン多賀城店
津波に耐えたイオン多賀城
店の自走式駐車場。1頁の写
真は津波が到達したその瞬
間を捉えた動画の1画面。動
画は当工業会ホームページ
で観ることができる（http：
//purepa.or.jp/）。その外
階段には今も津波の痕跡（横
筋状の模様）が残っている。

■ パチンコひまわり多賀城店
ひまわり多賀城店の自走式駐車場。駐車場付近の建物には、津波
浸水深を示す表示板も確認できた。

■ 多賀城駅南立体駐車場（市街地再開発事業）
こちらは震災後に多賀城駅の周辺の活性化を目指した再開発樹
事業の一環として、新たに整備された自走式立体駐車場。まちの
賑わいの一翼を担っている。

第27回会員協議会

多賀城駅周辺を中心とした市街地の活性化を目指

し進められた市街地再開発事業により、再開発ビル

（ 2棟）と併せて整備。平成28年3月14日に利用開始
された。JR多賀城駅を囲むように、駅北側には市立

図書館や子育てサポートセンター等の施設が整備さ

れ、これらの利用者のために建設された自走式立体駐

車場である。

図書館では著名な民間企業に管理運営が委託され、

館内にはカフェやレストランが組み合わされ、一般的

な図書館では味わえないような明るく開放的な雰囲

気に満ちていた。

駐車場の隣地では現在も建築工事が進められてお

り、多賀城駅を中心とした市街地整備がさらに進展す

る可能性を感じた。同駐車場の管理者である市商工

観光課のご担当者に話を伺ったところ、市民生活に密

着した鉄道の駅、図書館等の施設に隣接した駐車場

であるため、平日休日を通して稼働率は概ね良好であ

るとのことだった。

多賀城駅南立体駐車場
（4層5段自走式立体駐車場）

2棟の再開発ビルを中心とした多賀城駅周辺整備事
業の一環として設けられた多賀城駅南立体駐車場に
よって、電車でも自動車でもアクセスしやすい場所と
なった多賀城駅周辺は、多くの人で賑わうようになり
ました。市立図書館やカフェなどが入るA棟、子育て
サポートセンターなどが入るB棟への来訪者や多賀城
駅周辺の店舗や事業所等の利用者はもちろん、多賀城
駅から電車で仙台市や松島町などの近隣市町に出掛け

る観光客等のための「交通結節点」としても多賀城駅南
立体駐車場が広く利用されています。
収容台数は351台となっており、「いつでも駅前に

停められる。停める場所に困らない」という安心感をも
たらしています。
今後もより多くの方々にご利用していただけるよう

に安心・安全に心がけてまいります。

「多賀城市と自走式立体駐車場」 多賀城市市民経済部 商工観光課 課長補佐兼商工係長
松戸幸二氏
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南海トラフ巨大地震・津波被害想定地域
を中心に全国へ広報・PR活動を展開
平成28年11月8日の沼津市役所訪問を皮
切りに、約1か月間に及ぶ自治体訪問活動が
いよいよスタートした。
その活動状況をレポートする。

訪問の対象とした自治体は宮城、静岡各県

の政令指定都市をはじめ、愛知、和歌山、徳

島、高知、宮崎各県の県や市約15か所。普
段から自然災害等に備えた業務に取り組む

防災部局の方々に対し、自走式立体駐車場が

持つ防災上のメリットを説明して回る。訪問

チームの編成は当工業会の飯島理事長を先

頭に各理事が地域を分担し、これに企画部会

のメンバーが加わる格好で3～ 5名で構成。
説明の場では当工業会のホームページでも視聴で

きる津波動画の映像も再生しながら、津波の威力の

凄まじさ、その力に耐え得る性能が自走式立体駐車

場にはあること、そして動画に映る駐車場（ P. 4の多
賀城市・イオン多賀城店）は5年を経た今でも商業施
設の来店客用駐車場として使用されており、津波避

難ビルに指定されていることなどを紹介した。

各自治体の防災部局に対しては民間事業者等が建

築した自走式立体駐車場を津波避難ビルとして指定

の検討を頂きたいこと、各自治体が事業主体となっ

て進める庁舎や病院或いは公園など公共施設の整備

に合わせ、大臣認定の自走式立体駐車場の採用を選

択肢の一つに加えて頂きたいことをお願いした。

訪問を経て「自走式立体駐車場」が持つ防災面で

の優位性を、すでに十分理解されている自治体は少

なからず存在することが改めてわかった。そのよう

な自治体では、既に数カ所の「自走式立体駐車場」を

津波避難ビルに指定済みである例が多かった。しか

手応えと課題。
訪問してわかったこと

▲ F市の防災部局の方々への説明ならびに質疑応答

しその一方で、かかる防災面での優位性を理解され

てはいるものの、国土交通省など関係機関による技

術的助言等の解釈において若干の齟齬が生じている

事例も見受けられた。建物を津波避難ビルとして自

治体が指定するための要件の一つとして「原則とし

て」とされている「鉄筋コンクリート造（ RC ）」もし

くは「鉄骨鉄筋コンクリート造（ SRC ）」が、必須で

あると理解されている自治体があるようだ。国のガ

イドラインでは津波に対する安全性が確認された場

合は「鉄骨造」も含まれているとされており、多くの

自治体では自走式立体駐車場も指定されている状況

ではあるが、これら各自治体による解釈上の差異を

少しずつ解消していくことも、今後の取り組みの課

題の一つである。

なお、宮崎市では津波避難ビルの指定等の要件と

して「鉄骨造（ S）の構造物（自走式自動車車庫など）

も可とする」とはっきりと明記されている例もある。

また、自走式駐車場における「大臣認定品」と、こ

れらを除く「在来工法型」の（外見を含めた）違いを周

知していく必要性を感じたことである。大臣認定品

とは、建築基準法に定める耐火構造において「国土交

通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通

大臣の認定を受けたもの」の規定を充足した防耐火の

構造を有する建築物をいい、一般的な「在来工法型」

と比較して、耐火被履のない鉄骨造や防火区画ある

いは消火設備が免除されるなどにより、建築コストや

工期を圧縮できるというメリットがある。ある自治体

で大臣認定品の「自走式立体駐車場」について説明を

行った際、「では実際に、現在市内で利用されている

自走式駐車場が大臣認定品なのか否か、どこで見分

ければよいのか」という質問を受けた。当方としても

実物を見ないことには判別できない。まして一般の

方々がこれを判別することが困難であることは想像

に難くない。一見して「大臣認定品」であることが判

別できる仕組み（「識別票」のようなマーキングなど）、

一種のブランド化の取り組みも課題である。

訪問活動を通して「自走式立体駐車場」の認知度

をさらに高めていく活動の必要性を感じた。防災上

のメリットだけでなく、自走式立体駐車場が有する

色々な可可能性について今後も情報発信していく必

要があろう。

▲ H市の公園部局の方々
も交えての意見交換

▲

W県危機管理局の方との
意見交換

▲

訪問時のツールとして用いた
パンフレット『地震・津波・洪
水に強い自走式立体駐車場』、技
術資料『許容浸水深早見表』、工
業会パンフレット（業務案内）

〈主な訪問自治体〉

神奈川県
小田原市、鎌倉市、
平塚市、藤沢市

静 岡 県 静岡市、沼津市、浜松市

愛 知 県 豊橋市

和歌山県 和歌山県

徳 島 県 徳島市

高 知 県 高知県、高知市

宮 崎 県 宮崎市
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「津波避難施設」としての取り組み
巻頭
特集

昨年11月、「防災備蓄倉庫設置型」自走式駐車
場の大臣認定取得が実現した。当工業会の会員

が共同で認定を取得した既存の共同認定をベー

スに防災備蓄倉庫を設置できる仕様に変更する

内容について、（一財）日本建築センターの性能

評価が終了し、11月に4社が翌月12月には1社
が当該大臣認定を取得した。残る会員企業にお

いても現在、認定取得に向けて作業を進めてい

る最中である。

そもそも「防災備蓄倉庫」は駐車場機能に必

須のものではないため、従前より自走式駐車場

の「付属施設」には含まれておらず、駐車場外に

設けざるを得なかった。同時に、防災備蓄倉庫

を「付属施設」（付帯施設等）に追加するための

審査ルールも未整備だったため、ルールの見直

しから手を付ける必要があった。そこで当工業

会の技術部会が中心となり、国交省住宅局建築

指導課等の指導の下、（一財）日本建築センター、

コンサル会社など関係者と共に、「付帯施設等」

に防災備蓄倉庫を追加するための調査や協議を

数ヶ月に亘り重ねた。結果、平成27年5月に「防
災備蓄倉庫」を大臣認定駐車場に設置するため

の認定申請に道を開くこととなる（新）「開放性

ルール」の公表に至った。

これを受け、工業会が会員各社を代表してか

かる認定取得を目指そうという機運が高まり、か

つて（平成21年から平成22年に掛けて）当工業
会の会員が共同で認定取得した4層5段型、及び
5層6段型の自走式立体駐車場の二つの既存認定

をベースにその内容の一部を防災備蓄倉庫を設

置できる仕様に変更して、共同認定（性能評価の

取得）を実現しようという方針が技術部会より打

ち出された。

本件は平成27年12月理事会に上程され、協議
の結果、当工業会が共同認定の変更を内容とす

る「防災備蓄倉庫設置型」自走式駐車場の認定取

得支援を行うことが正式に了承され、平成28年
3月に性能評価機関に対する性能評価申請（防災
備蓄倉庫を自走式立体駐車場に設置するための

大臣認定取得の前提となるもの）に漕ぎ着けた。

同年9月、性能評価機関より性能評価書が無事発
行されるに至った。

性能評価書が発行された現在、共同認定に加

わった会員各社では順次、大臣認定を取得もしく

は認定取得に向けた作業が進行中とのこと。ま

た、共同認定に加わっていない会員企業におい

ても今回の知見等を基にした性能評価ならびに

大臣認定に向けた動きが活発化すると予想され

る。大臣認定自走式駐車場が持つ防災機能をよ

り一層補強し発揮するためにも、今回の「防災備

蓄倉庫設置型」自走式駐車場の大臣認定取得の

実現は、社会的にも大変大きな意義のある取り

組みであるといえるだろう。

防災備蓄倉庫の存在が
広く知られることを期待

「防災備蓄倉庫設置型」自走式駐車場の大臣認定取得
ついに実現!!

 一般的な防災備蓄倉庫の例
（自走式立体駐車場の設置例ではありません）
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「自動運転」と「駐車場」

「自動運転に向けた
一般財団法人日本自動車研究所の取り組みについて」
　一般車両による自動バレーパーキングシステムの社会実装実験に向けた実証

歩行者を含めた様々な要素が複雑に絡む公道とは異なり、限定的環境を創出しや

すい駐車場は、クルマの自動運転技術との親和性が高いといえます。

去る2月3日に開催した、当工業会を含む駐車場関連4団体主催による新春駐車場

研修会において、一般財団法人日本自動車研究所（ JARI ）ITS研究員　谷川 浩氏

による講演が行われました。

講演内容を要約して誌上再現します。
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

平成29年度新春駐車場研修会
日時：平成29年2月3日
会場：三菱ビル コンファレンススクエア エムプラス「サクセス」（東京都千代田区）
主催：（一社）全日本駐車協会、（一社）日本パーキングビジネス協会、（公社）立体駐車場工業会、（一社）日本自走式駐車場工業会

すぐそこにある 未来”
“

駐車場関連4団体主催　新春駐車場研修会での講演より
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「自動運転」と「駐車場」

すぐそこにある 未来”
“

自動運転は大きく5段階に分けられています。レベ
ル2までは従来同様、ドライバーが運転に責任を負う
中で、運転の支援を行います。レベル3では、危険回
避は人間が行わなければならないが、ほとんどは自動

運転化されます。レベル4以上では、人間が責任を負
わず、自動運転化されます。

自動運転の重要な要素として、周囲の状況把握が

あります。周りの状況を把握できなければ、どこへ

進むか、どのように進むかといった計画が立てられ

ません。状況の認識がまずは最優先事項となります。

自ら空きスペースを探しだすことも、車外からのリモコン操作も、技術的にはすでに実現可能だ。

自動走行の市場形成とビジネス獲得の両立に向け、自動走行ビ
ジネス検討会が開催された。

降りた場所から離れた敷地へ駐車できることにも、大きなメリッ
トがある。

この手段として、カメラやレーダーやレーザーを用い

て周辺を監視しながら走ることになりますが、それだ

けでは足りません。千里眼的に、例えば前を行く車両

がキャッチした危険を、通信を用いて後続車に伝える

ことによって見えていない危険の予測もする。こう

いったことを行いながら、安全を確保します。その際、

重要になるのが地図です。信号の状態、天候の状態、

交通状況などのデータを統合的に用いるダイナミッ

クマップが求められます。

自動運転の実現は、新しい社会の想像ということが

できます。そういった革命的な時期にある、というこ

とができます。

JARIでは現在、経済産業省の補助事業「自動走行

システム評価拠点整備事業」に取り組み、テストコー

スの整備を行っています。自動運転下では信号の

「うっかり見落とし」などは許されません。急に嵐に

巻き込まれるとか、トンネルの出口で天候が急変して

いるとかいった状況でもシステムが正常に働くこと

ができるかが重要なため、雨や霧、太陽光を再現する

装置を導入しています。また、市街地を模したレイア

ウト変更が可能な多目的交差点などを作っています。

自動バレーパーキングについては、経済産業省、国

土交通省の主催による「自動走行ビジネス検討会」が

開かれ、市場形成とビジネス獲得の両立を目指すこ

とが確認されました。強調領域と競争領域の戦略的

切り分け、産学の連携、国際的なルール作りに向けた

体制の整備などを検討課題とし、自動走行の将来像

を共有することとしています。

自動運転実用化の最重要命題は交通事故の削減で

す。現在発生している事故の95～ 98％には何らか
の人間のミスが絡んでいます。人が運転している限

り事故はなくならないのです。これだけ技術が進歩

したならば、機械に運転を任せたほうがいい面もある。

それが自動運転の役割です。そして、ほとんどの事故

は市街地で起きています。よって、市街地でこそ自動

運転が求められるのです。ただし、市街地での自動運

転は非常に難しい。事故の削減、つまり自動運転の普

及を早めるためには、限定した条件下でも実用化を

進めていったほうがいい。ということで実用化のター

ゲットのひとつになったのが、自動駐車です。私有地

である駐車場は、道路交通法が適用されません。そ

して適切な手段を講じれば、安全も確保できます。海

外でも、ダイムラーとボッシュが自動駐車システムの

共同開発に取り組むなどの動きがあります。

商業施設の隣接駐車場や、商業施設から離れた場

所の駐車場、マンションの敷地内駐車場などが自動

バレーパーキングの利用シーンとして考えられます。

自動化すると、駐車場所で乗り降りする必要がないの

で、1台あたりのスペースを狭くすることができます。

自動バレーパーキングについての基本的な考え方

は、クルマと管制センター、駐車場インフラ、それぞ

れの協調によって制御するというものです。駐車場

の中を、無人運転のクルマと有人運転のクルマを混

走させるのは非常に難しいので、駐車場は無人走行

専用化が前提になります。　　　　　　（次ページへ続く）

クルマへの機能搭載、駐車場の整備、そして管制センターによる
協調制御で構成。

自動バレーパーキングは、無人車両専用スペースに限定して運用
するのが現実的。

”“ 事故の削減こそが自動運転最大の命題 ”“ 専用駐車場で、無人車両のみを駐車
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「自動運転」と「駐車場」

すぐそこにある 未来”
“

なお、今すでにある技術で、無人での自動バレー

パーキングは可能です。実現にあたって前提になる

のは、クルマに関しては「リモートパーキング機能」で

す。クルマから降りても、車外から遠隔操作する機能

が組み込まれたクルマならば、自動バレーパーキング

への移行も比較的容易に可能です。さらに高速道路

上での自動運転技術等を組み合わせることで、自動バ

レーパーキングの実用化が可能になります。

駐車場内でどのようにクルマを走らせるかは、大

きく2つに分けられる方法を、どのように組み合わ
せるかが課題です。ひとつは、白線や誘導マーカー

を辿って走る方法で、クルマ側は対応しやすいので

すが、駐車場側の整備が求められます。もうひとつ

は、地図と自車位置認識機能を用いた方法です。今

の技術でもほぼズレのない自車位置の把握が可能で

す。自動バレーパーキングの実現には、駐車場側の

インフラ整備が求められる面もあります。

自動駐車の実用化、普及に向けたステップとしては、

まず、ステップ1として駐車支援システムがあります。
これは、アクセル、ブレーキはドライバーが操作し、

ステアリング操作だけが自動化されたもので、現在の

クルマにも採用、搭載されています。ステップ2はド
ライバーのボタン操作一つで駐車できるというもの

です。ドライバーは運転席に留まる場合と、車外に出

ている場合の両方があります。そして我々がやろう

としているステップ3、限定エリアでの無人駐車です。
将来、これが当然のシステムとなり、需要が高まれば、

限定エリアではなく、どこでも無人駐車が可能なシス

テムの導入へと向かうことになります。

自動バレーパーキングの実現に向けて重要なのは

標準化です。標準化により車両への機能搭載が普及

し、それにより受け入れ側の駐車場の整備、インフラ

への投資も進むと考えられます。

将来的な駐車場の管制化を見越した情報管制セン

ターの整備を進め、当面は駐車場の空き情報の提供

や予約サービスなどの実施により、管制システムの

早期定着化を図ることが求められます。これにより、

管制システムに対応した機能を搭載したクルマの普

及、そしてそれらに対応した駐車場の整備へと進め

ていく。このような進め方のもと、2020年頃には、
専用駐車場での実現を想定しています。来年度には

実車試作も予定しています。

目指すのは限定された敷地での自動運転であるステップ3。その
普及によりステップ4へ。

2020年には実走行へ。来年度には実車の試作も予定されている。
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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 会長
佐田玄一郎 衆議院議員

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

国土交通省 住宅局
石田　優 大臣官房審議官

自走式駐車場議員連盟 事務局長
渡辺博道 衆議院議員

日時：平成29年1月19日
会場：ホテル ルポール麹町（東京都千代田区）
主催：一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

日本自走式駐車場工業会の新年賀詞交歓会を1月19日に開催しました。自走式駐車

場が持つ防災・減災能力や防災備蓄倉庫の設置、そしてそれらの周知のための活発な

広報活動など、具体的な取り組みについて前向きな意見が飛び交う盛会となりました。

平成29年
新年賀詞交歓会 レ ートポ
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平成29年 新年賀詞交歓会 レ ー トポ

2017年の新春を迎え、謹んでお喜びを申し上げます。
旧年中は皆様にはひとかたならぬご支援ご協力を

賜り、厚く御礼を申し上げます。本年につきまして

も引き続きご支援を賜りますよう、お願い申し上げ

る次第です。

さて、今年は酉年です。酉年は「とり込む」という

語呂合わせもあり、商売に向いた年だといわれていま

す。アメリカではトランプ大統領が就任し、財政出動、

減税、規制緩和といった経済政策を打ち出していく

だろうという想定のもと、株価が上昇し、ドルも強く

なっています。その影響が日本にも届き、日本でも株

高となり、このまま順調に推移していくことを期待し

たいところです。今のところ経済的には追い風となっ

ているといえそうですが、多分に心配なところもあり

ます。我々としては、目先のことに惑わされることな

く全体像を見据え、やるべきことをやっていくことで

業界全体をより良く高めていきたいと思っています。

是非、ご協力をいただければ、と思います。

当工業会のここのところの実績、そして業界を取

り巻く環境について報告させていただきます。平成

27年度の駐車場の物件の総数、そして収容台数は若
干減少傾向にあります。一方、床面積については少

しずつ増加しています。用途に着目しますと、集合

住宅の駐車場が減っていますが、床面積1万平方メー
トル以上の駐車場の比率が上がってきています。5
層6段式や施設併用型などを含め、大型駐車場の案件
が増えているということは、今後への期待もできる

ということではないかと思います。用途別では、商

業施設の付帯駐車場が増えていますので、この流れ

で経済が潤滑に回っていけば、駐車場も増えるので

はないかと期待しています。

さて、国が推進する地方創生の取り組みにおいては、

地方に賑わいを取り戻すという目的から、再開発的な

施策も増えてきています。地方都市においては、やは

りクルマは必需品ということができますので、駐車場

は欠くことはできません。そういった意味でも、我々

にとって見通しは悪くないのではないかと思います。

昨年の当工業会の活動ですが、国土交通大臣認定

自走式立体駐車場（認定駐車場）は地震や津波に強い

ということを広く世の中に知っていただくため、南海

トラフ巨大地震による津波被害が想定される地方自

治体を訪問し、周知活動を進めてまいりました。各地

を回ってつくづく実感したのは、まだまだ認定駐車場

そのもの、そして認定駐車場が地震や津波に強いとい

う特長を有していることが、各自治体や一般の方々に

浸透していない、ということです。今後とも当工業会

としましては、皆様にご協力いただきながら、認定駐

車場が万一の際に有益であるという特長を広く知っ

ていただく活動を進めていきたいと考えています。

これらに関連する新しい取り組みとして、防災・

減災に役立つ駐車場という特長を強化すべく、防災

備蓄倉庫を認定駐車場に附置するための活動をして

まいりました。そして昨年11月、国土交通省様、日
本建築センター様のご協力をいただき、大臣認定を

受けることができました。これによりより一層、防災・

減災機能を高め、地域に貢献ができるのではないか

と思っています。今後も自走式駐車場に関する情報

提供、周知活動、そして研究開発を継続して進めてま

いる所存です。ぜひ皆様のご協力をお願い致します。

今後につきましては、当工業会を取り巻く環境は

大きく変化しています。2020年には東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催を控え、自動車業界におき

ましては、自動運転の実現がもうすぐそこまで、とい

う段階まで来ています。認定駐車場は規格化されて

いるということもできますので、そういった点では自

動運転技術には対応しやすく、マッチングが非常に

よいと考えています。このあたりのことにつきまし

ては、国土交通省様からのご指導を賜り、自動車関連

団体との連携も視野に入れながら技術革新の推移を

注視しつつ、さらに安全で使いやすい、世の中に広く
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

安全で使いやすい
自走式駐車場の開発を進めていく

受け入れられる駐車場の実現を目指し、励んでまい

りたいと思います。

今後とも会員企業一同、心を新たにしまして、駐車

場業界発展のため邁進する所存です。何卒皆様の従

来に増してのご支援を賜りますよう、心からお願い

申し上げる次第です。

皆様明けましておめでとうございます。

本日は飯島理事長のもと、日本自走式駐車場工業

会の皆様と、私たち自走式駐車場議員連盟が一緒に

新しい年を迎えられましたことを、心からお祝い申

し上げたいと思っております。議連の拡充について

も進めてまいりたいと思っています。

今年は“トランプ・ショック”ということで連日報道

もされています。アメリカが保護主義を採り、自動車

関連業界もこれからどうなっていくのかなど不安を感

じる部分もあるかと思います。昨年暮れには自民党・

税制調査会がありまして、私も副会長として車体課税

を担当しましたが、総じていい雰囲気だったといえま

す。国土交通省の皆様には大変ご尽力を賜りました。

これからの日本は人口が減少していきますが、

モータリゼーション、クルマの占める割合、役割は非

常に重要です。地方においては、国土交通省の掲げ

るコンパクトシティの取り組み、つまり、できる限り

機能を集約し、若い人もお年寄りも一緒になってま

ちづくりをしていこうという考え方の中で、重要な役

割を果たすのがモータリゼーションであり、道路で

あり、それに伴う自走式駐車場です。自走式駐車場

の重要性はますます増してくると思っています。我々

も努力してまいります。

6層7段の駐車場などの大型駐車場も、これから

東京オリンピック・パラリンピックに向けて増えて

くるものと思っています。また、先ほど飯島理事長

のお話にもありましたが、自走式駐車場は災害に対

し強靭であることが証明されています。皆様は現在、

防災備蓄倉庫の設置などにも取り組まれています。

それらのことを広くPRしていかなければなりません。

我々議連もそうですが、ぜひ皆様方も、各地方自治体

や民間の方々に自走式駐車場が非常に安全で使いや

すく、災害に強いということを伝えていただきたい

と思います。

私も議連の会長として、これからも皆様からのい

ろいろなご意見を聞きながら、地域と社会のために

なるような駐車場としていけるよう、全力で取り組

んでいきたいと思っています。

自走式駐車場議員連盟 会長　佐田玄一郎 衆議院議員

自走式駐車場の役割は
ますます重要になっていく
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皆様明けましておめでとうございます。

年頭に当たりまして、会員の皆様の会社、団体のご

繁栄と、ご参会の皆様のご健勝とご多幸を心からお

祈り申し上げます。

今年は丁酉（ひのと・とり）の年で、運気が上昇す

るといわれています。「丁」の文字は、上側が樹の枝

や葉が生い茂る様を、縦の線が樹の幹を表している

とのことです。生い茂った枝や葉は、そのままにし

ていくと樹全体が勢いを失ってしまうことにもなり

ます。陽明学者の安岡正篤先生によると、採光をよ

くし、風通しをよくするため、枝や葉を切り落とさな

ければならないとのことです。つまり、無駄を省くと

いうことです。これが丁の年であると安岡先生は教

えています。また、「酉」というのは「酒」の「氵」を取っ

て残ったもの、これが「酉」です。鶏の「とり」と思わ

れていますが、酒を作る器のことを「酉」というので

す。これにより、アルコールが発酵、蒸発し、器が破

裂しそうなほどの勢いがある様を示し、つまり運気

が上昇することを示しています。これら2つ「丁」と
「酉」を統合すると、無駄を切り落とし、溜まったエ

ネルギーを発散させる、よい年になるということで

す。改革の年ということができるかもしれません。

十干十二支は一回りに60年かかります。これが還
暦です。今から60年前は岸内閣が誕生した年です。
そして国土開発縦貫自動車道建設法ができ、日本が

国連非常任理事国になるなど、大変飛躍した年です。

今年も60年前と同じように運気が上昇する年ですか
ら、皆様におかれましては、自走式駐車場議員連盟の

先生のお力をお借りしながら、共存共栄できるよう、

お願い申し上げます。

平成17年に内閣府より「津波避難ビル等に係るガ
イドライン」が出されており、先ほど佐田会長からも

お話があったように「自走式立体駐車場」は津波避難

ビルとして相当価値があるのではないかということ

で、このガイドラインに「自走式立体駐車場」を明記

してほしいと皆さんからの要望がありました。この

点については国土交通省 住宅局においても概ねご理

解をいただいているようですが、本日は住宅局の皆

様がお見えなので、ご説明をいただきたいと思って

います。

中締めでは中川 賢副理事
長（写真左）の呼びかけで
各部会長が登壇。（左から）
構 俊雄企画部会長 、吉田 
州一郎技術部会長、楢崎 
智弘広報部会長。

明けましておめでとうございます。

本日は日本自走式駐車場工業会様の賀詞交歓会が

かように盛大に開催されましたことを心よりお祝い

申し上げます。また、日頃から飯島理事長、そして

会員の皆様には我々の住宅・建築行政にご理解、ご

支援を賜っておりますこと、そして自走式駐車場議

員連盟の先生方にお力添えを賜っておりますことを、

この場をお借りして御礼を申し上げます。

先ほど飯島理事長のお話にもありましたとおり、

土地の有効利用、都市環境の向上のみならず、防災・

安全の面にもお力を入れて取り組んでいただいてい

ます。津波避難施設としての指定推進などに取り組

んでいただいていることに、改めて敬意を申し上げ

ます。我々建築行政を預かる立場からも、できるだ

けご協力できればと考えておりまして、防災備蓄倉

庫を設置する取り組みについて、大臣認定を検討さ

せていただき、どの運用を始めたところです。野呂

田先生からお話しのありました内閣府ガイドライン

関係の件についても、私ども住宅局から現在、内閣府

に対して話をしているところです。引き続き皆様に

お知恵や情報等をいただきながら、我々もご協力さ

せていただきたいと思っております。

皆様新年明けましておめでとうございます。

我々自走式駐車場議員連盟は佐田会長のもと一致

団結し、貴工業会の皆様と連携しながら、よりよい

社会をつくってまいりたいと思っています。

野呂田先生のお話にもありましたとおり、今年は

無駄を排してエネルギーを爆発させる年にしたいと

考えております。皆様が常日頃考えていることを実

践していく年にしたいと思います。

今年も皆様の事業が大いに発展することを祈念し

ています。

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

無駄を切り落とし
エネルギーを発散する年に

国土交通省 住宅局　石田 優 大臣官房審議官

防災に関する取り組みを
今後も進めていきたい

自走式駐車場議員連盟 事務局長　渡辺博道 衆議院議員

工業会と議連が連携しながら
よりよい社会をつくっていく
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業界情報

編集後記 自走式立体駐車場が持つ防災メリットを広く世の中の方に知って頂くための一連の活動を、臨場感
を持って順に理解頂けるような誌面作りを心がけました。大臣認定自走式駐車場がもつ可能性に着
目したPR活動を、今後も紹介していきたいと思います。	 （W）

平成28年

9月 7日　執行理事会開催
9月15日　合同研修会開催
9月15日　平成28年9月度理事会開催
9月27日　第27回会員協議会開催
	 （宮城県開催）

平成29年

1月19日　平成29年1月度理事会開催
1月19日　平成29年新年賀詞交歓会開催
2月 3日　平成29年新春駐車場研修会開催
2月 8日　第28回会員協議会開催
	 （大阪府開催）

10月25日　平成28年度中間会計監査実施
11月 9日　執行理事会開催
12月 7日　平成28年12月度理事会開催
12月15日　執行理事会開催

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

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）
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