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最近、「BELS（ベルス）」という言葉や、「BELS」と書か
れたラベルを見聞きしたことはないでしょうか。

「BELS」と は、「Building-Housing Energy-efficiency 
Labeling System」の略称。国土交通省が定めた、建築物
省エネ法の省エネ性能表示の努力義務に対応した住宅・建

築物を格付けする唯一の第三者認証制度で、一般社団法

人 住宅性能評価・表示協会が制度運営しています。「BELS」
は、一次エネルギー消費量をもとに同協会が省エネ性能を

客観的に評価。5段階の星マークで表示しています。
2014年4月に創設以来、建築物の省エネ性能の適切な

情報提供や、省エネ性能の一層の向上を促進する役割が

期待されている「BELS」は、いわば国が定める建築物に対
する次世代の省エネ基準なのです。

「NPC24H立川緑町第2パーキング」は、自走式型駐車
場としては日本で初めて※1「BELS」最高ランクの5つ星を
獲得しました。

同駐車場は、鉄骨5階建ての立体駐車場で、敷地面積
3000.74㎡、延べ床面積1万1343.51㎡、545台の自動車の
収容が可能な大箱の駐車場です。

その駐車場内の照明をすべてLED照明とし、消費電力
の低減によりBEI値※20.22（78％削減）を算出されたことが、
「BELS」の高評価を受けました。
※1 2016年6月30日付
※2 設計1次エネルギー消費量を、基準1次エネルギー消費
 量で割った値。

メーカー IHI運搬機械株式会社

製 品 名 IKパーク　K5NP型　個別認定品

施　　主 日本パーキング株式会社

建 設 地 東京都立川市緑町4-1

工　　期 平27年1月5日〜平27年7月31日

構　　造 5層6段連続傾床式ブレース構造

建設面積 2,253.48㎡

延床面積 11,343.51㎡

収容台数 545台

収容台数
内訳

1F：86台　2F：91台　3F：91台
4F：91台　5F：91台　RF：95台
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津波発生時の避難施設（津波避難ビル）として有用性が示された
自走式駐車場ですが、自治体によっては、いわゆる津波避難ビル
としての対象に含まないとする例も見られました。その「ハード
ル」を解消する大きな一歩が示されました。

内閣府が新たな技術的助言、津波避難ビル事例集を公表

内閣府が公表したHP（URLは欄外参照）

内閣府・該当ページURL：http：//www.bousai.go.jp/jishin/tsunami/hinan/tsunami_top.html
当工業会・該当ページURL：http://purepa.or.jp/infomation/20170703.html

鉄骨造（S造）の自走式駐車場も事実上
「津波避難ビル」の指定対象に！！
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自走式駐車場=「津波避難ビル」と 　　  いう認知を高める活動を推進する
中には「津波に対する安全な構造

について」とする項目があり、「『津

波浸水想定を設定する際に想定し

た津波に対して安全な構造方法等

を定める件（平成23年国土交通省
告示第1318号）』においては、構造
に関わらず、必要な性能を確認す

る手法が示されています。」と明示

されました。このことにより、従来

RC造やSRC造のみが明示されて

いたものが、S造もRC造等と同じ

扱いとなりました。また、同時に

公表された「津波避難ビル等に係

る事例集」においては、S造である

民間の認定駐車場を津波避難ビル

に指定し、来場者や近隣住民、従

業員等の津波発生時の緊急避難場

所を屋上に確保している具体例として取り上げられて

います。そして、平成17年の「津波避難ビル等に係る
ガイドライン」は廃止されました。なお、技術的助言

は内閣府から都道府県防災主務部あてに通知され、管

内市町村にも周知されることとされています。

当工業会としては、この一連の流れを大きな前進と

捉えています。認定駐車場が果たすことのできる津

波災害対策としての役割を多くの方に知っていただけ

るよう、今後も一層積極的に活動を進めてまいります。

引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

現在、当工業会が力を入れて取り組んでいる活動

の一つに、国土交通大臣認定自走式立体駐車場（以

下、認定駐車場）を「津波避難ビル」として各地の地

方自治体から指定していただく、というものがありま

す。特に、南海トラフ巨大地震で津波被害が想定さ

れる地域に対しては、昨年（平成28年）11月、自治体
を直接訪問しての周知活動も実施したところです

認定駐車場が津波に強い特性を有していることは、

先の東日本大震災の被災地域で実証されたと考えてい

ます。シンプルで強度の高い基本構造を有しているこ

と、そして閉じた壁のない開放された構造は津波の圧

力を受け流すことができること、広く緩やかなスロープ

は車椅子を含む大人数が一度に（上階へ）移動できるこ

と、フラットで広大なフロアはやはり多くの人数や救援

物資を収容できること。それら「耐津波」を考えた時に

理に適った特長を広く知っていただくことで、それがい

つなのかは別としても、備えを怠ってはならない自然災

害、とりわけ津波災害対策の有効な手立てとして活用し

ていただくことは、当工業会、そして会員企業が果たす

ことのできるひとつの社会貢献であると考えています。

しかしながら、その一方で一つの課題を抱えてもいま

した。それは、東日本大震災で認定駐車場が津波に強い

ことが明らかになる以前、平成17年に内閣府から発出さ
れた「津波避難ビル等に係るガイドライン」において示

された「津波避難ビル等の構造として鉄筋コンクリート

造（RC造）もしくは鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC造）を

原則とする」とする目安でした。このガイドラインは平

成23年の東日本大震災後においても、見直されないまま
にありました。このことから、東日本大震災での実証を

経てもなお、認定駐車場が鉄骨造（ S造）であること、つ

まり当該ガイドラインの目安に合致しないことを理由に、

津波避難ビルとしての指定対象とはならないと判断され

る例が少なからずある、というのが現実だったのです。

そんな中、本年7月5日、内閣府より新たに「津波避
難ビル等を活用した津波防災対策の推進について（技

術的助言）」とする文書が公表されました。この文書の

「津波避難ビル等を活用した津波防災対策の推進に
ついて（技術的助言）」は内閣府及び当工業会のHP
からダウンロードが可能（URLはP.3欄外に記載）

同じくダウンロード可能な「津波避難ビル等に係る事例集」には、
津波避難ビルの具体例として認定駐車場（静岡市）も登場

（URLはP.3欄外に記載）

平成23年に発生した東日本大震災で
は、自走式駐車場が津波避難施設とし
て実際に機能したことが報告されて
いる（撮影：本田 豊）

「事例集」には認定自走式駐車場も登場



06 07

当工業会では今年度より新たに広報部会を設け、三部会体制で運営していくことになりました。
そこで今般、各部会長 ―― 小平秀之企画副部会長（森部会長に代わり出席）、島村義和技術部会
長、楢崎智弘広報部会長による座談会を開催。各部会の取り組みや当工業会の今後の課題につ
いて、先の定時社員総会で飯島登美夫理事長が示した3本の柱「認定自走式駐車場の認知度アッ
プ」「取り巻く環境（変化）への対応」「マーケットの拡大」をテーマに語り合いました。座談会
の取りまとめ役（コーディネーター）は、清家政彦副理事長です。

1. 認定自走式駐車場の認知度アップ
2. 取り巻く環境（変化）への対応
3. マーケットの拡大

日本自走式駐車場工業会・三部会 ―― 企画部会／技術部会／広報部会 ディスカッション

企画部会

小平 秀之 副部会長
	 （㈱内藤ハウス）

技術部会

島村 義和 部会長
	 （日成ビルド工業㈱）

広報部会

楢崎 智弘 部会長
	 （㈱北川鉄工所）

コーディネーター

清家 政彦 副理事長
	 （セイワパーク㈱）

特 集

「自走式駐車場の一層の普及拡大 のため我々が今、すべきこと」

小平秀之	企画副部会長

テーマ1「認定自走式駐車場の認知度アップ」

清家　先の総会で飯島理事長が話された当工業会の
3つの方針を受けて、各部会がどのような活動を行い、
どんな展望を持っているかを話していただければと

思います。

小平　企画部会としては、まず一番目の「認定駐車場
の認知度アップ」について、ひと目でそれが認定駐車

場でわかるようなシール・プレートをつくり、駐車場

に貼っていこうという方針で、デザインを検討してい

ます。また、工業会HPはもちろんですが、会員各社

のHPにもこのデザ

インをあしらって

いただき、訴求して

いこうとしています。

楢崎　広報部会で
は『ぷれぱ』はもち

ろん『パーキングプ

レス』掲載記事の充

実を図っていきます

が、工業会HPのQ

＆A整備が課題で

す。会員各社HPに

もQ＆Aがあります

が、質問の内容によっては違った解釈や回答も見られ

ますので、徐々に統一していき

たいと思います。また、先ほど

のシール・プレートは貼って

いるだけではなく、ユーザーに

とっての安心、安全、施主様が

魅力に感じられるようなブラン

ド力などに直結していることが

重要です。

島村　技術部会としては、そ
の「安心、安全」を技術面でど

う担保していくかが課題です。

最近では、新しい技術の追究

よりも既存の品質をさらに高

飯島登美夫理事長が掲げたスローガン

5月25日に開催された定時社員総会で、飯島登美夫理事長が3つのスローガンを発
表（詳細は13ページからのレポートを参照）

ユーザーにとって「安心・安全」の象徴となる
オリジナルシール・プレート（“認定品表示板”）
を作成
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「自走式駐車場認知向上のために
我々が今、すべきこと」

巻頭
特集

津波避難ビルとしての認知度を
さらに高めていきたい

走式駐車場の「認定」についてすべて認識されている

わけではないことが分かったので、もっと他団体と

の交流や、『パーキングプレス』への情報提供などを

進めていくべきだと感じています。

楢崎　誰が認定自走式駐車場の特徴を認識していて、
誰が認識していないのかを線引きして、後者に集中し

て広報活動を進めるべきだと考えます。自治体、設計

事務所、あるいは一般の駐車場を経営されているオー

ナー…整理して訴求していく必要がありますね。

テーマ2「取り巻く環境（変化）への対応」

自動運転普及への対応は
工業会全体の協力体制が不可欠

清家　続いて二番目の「取り巻く環境の変化への対
応」です。新たな情報を得ること、そしてそれに対応

することが求められているということで、飯島理事

長は自動運転を例に出されました。

島村　自動運転がある程度標準化することをふまえ
ると、転落防止柵も併せて見直す必要があると思っ

ています。転落防止柵は鉄製の支柱と床と一部の面

材でつくられており、コストに占める割合が相当高

いので、安全を担保しながらも、もう少し軽量化でき

れば良いのではないでしょうか。

楢崎　自動運転についての講演会などがあると思う
ので、できるだけ参加して会員企業に案内していけ

ればと考えています。理事長がおっしゃっていた「一

説には、東京五輪終了後に建築案件が半減するので

は、という見方もある」という指摘については、確か

に気を引き締めていく必要はあると受け取めていま

す。ただその一方で、例えばNEXCO3社は2030年
にかけて約3兆円の予算で高速道路の大規模更新を
進めていくとも聞いています。そこから多様なニー

ズが生まれるはずなので、どこにビジネスチャンス

があるのか、情報収集していきたいと思っています。

小平　自動運転に伴って自動駐車のシステムも必要に
なってくるのでは、という声がありました。ただ、1社だ
けでは実現できないので工業会全体で考えて良いもの

をつくっていけたら、といった話をしているところです。

清家　自動運転は、インフラのない国にいきなり鉄道

を通すようなものだとも言われます。だとすると駐車

場が駅としての機能を持つ時代がくるのかもしれませ

ん。アンテナを張って対応していくことが大事ですね。

小平　専門家やプロを招いて勉強会などを開き、内
容を共有していくことも有効ではないでしょうか。

テーマ3「マーケットの拡大」

固定観念を脱却し、新たな分野の需要を
掘り起こすことが必要だ
清家　では、三番目の「マーケットの拡大」に話題を
移しましょう。飯島理事長は「 S造（鉄骨造）である認

定自走式駐車場も各自治体が指定する津波避難ビルの

対象となるように期待している」と話されていました。

内閣府はそのガイドラインは廃止して、安全性が確保

されていればS造を含め津波避難

ビルとして指定対象であるとする

通知を改めて出し、同時に発出す

る事例集には自走式駐車場も盛り

込むことになっていると聞いてい

ます（※この座談会の後日、実際

に内閣府から通知が出されました。

詳細はP.3をご参照ください）。実
現すれば、確実にマーケットの拡

大が期待できるでしょう。津波避

難ビルとしての取り組みとしては、

企画部会では何かトピックはあり

ますか。

小平　現在、港の民間の事業会社
である魚市場の駐車場に着目して、自走式駐車場の需

要の有無をリサーチしているところです。

清家　沿岸の魚市場？
小平　そうです。通常の駐車場だけでなく、もちろん、
津波避難場所という防災機能も持たせることができます。

めることを目指してはどうか、という話も出てきまし

た。今の工業会の遵守取扱基準の内容や運用の面な

どを見直し、品質も同時にPRすることで、認知度と

安心・安全をセットで向上させることが必要ではな

いかと考えています。

清家　新技術の開発だけでなく、既存品の品質も重
視していくのは良いですね。各社がどれだけ自社の

技術を出し合い、融合して良いモノをつくっていけ

るかが、当工業会と非会員企業の差別化のポイント

になりそうです。

島村　そのとおりです。部会メンバーは皆さんそれ
ぞれの会社に属しているので、自社技術の公開には

慎重になる面も当然あります。しかし、良い雰囲気

はつくられてきたので、各社の技術をすり合わせつ

つ調整していけると思っています。

清家　外部とのリレーションも大切だと思います。
飯島理事長は常に他団体との交流も積極的に進めて

いきましょう、とおっしゃっています。それを受け

て、他の関連団体と研修をともにして交流を深めた

り、賀詞交歓会などの会合で情報交換する機会も増

えました。そうした中、同じ駐車場業界の方でも、自

楢崎智弘	広報部会長

自動運転に関する研修会への参加など、情報収集活動にも力を入れていく

本誌『ぷれぱ』の充実や『パーキングプレス』
での情報発信を強化していきたい
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「自走式駐車場認知向上のために
我々が今、すべきこと」

巻頭
特集

発注されるのを待つだけでなく、
積極的に動くことも必要

島村　1階が市場で2階が駐車場というケースも考え
られますね。

清家　老朽化して建て替えのニ－ズが出てくる可能
性もありますからね。魚市場の駐車場はマーケット

拡大の良いきっかけになるかもしれません。広報部

会ではいかがでしょうか。

楢崎　最初のテーマで話した認知度アップにもつな
がるのですが、これまでの納入先ではない、新たな

セグメントのお客様にもっと自走式駐車場の良さを

知っていただくことが必要だと考えています。

清家　既にマンションデベロッパーやパチンコ店な
どは自走式駐車場の導入実績が多いので、その良さ

を知るお客様は多いと思います。新たなセグメント

となると、例えば設計事務所さんなどにアプローチ

していくべきなんでしょうか。

島村　同じ設計事務所でも第1設計室は工業会の存
在や自走式駐車場の良さは知っているのだけど、第

2・第3設計室は同じ会社にもかかわらず知らなかっ

た…というケースが

あったそうです。実

際当社も、ある大手

の設計事務所さん

から「社内の別の部

署からいいモノが

あると聞いたんです

が」と依頼されたこ

とがありました。

清家　例えば、今
まではゼネコンに依

頼されていた発注が、

直接我々に来るよう

になれば、それだけ

で相当なマーケット拡大につながると思います。大手

顧客ならキメ細かく社内の他部署への周知を進めて

いくことも必要かもしれませんね。

島村　個別認定の取得や、一般認定でも6層7段が可

能になっていることから、かつては在来で建てられて

いた駐車場が認定品に替わってきたのは確かです。た

だ、それは在来の既存マーケットを認定駐車場に替え

ているだけとも言えます。残念ながら、自走式駐車場

の市場規模はここ10数年で3分の1～ 4分の1ぐらい
になってしまっていることを考えると、在来の中でマー

ケットを広げるのではなく、まったく違う分野の需要

を掘り起こす、発注されたものをつくるだけでなく、こ

ちらから積極的に仕掛けていく必要があると思います。

例えば、良質な土地を自分たちで探してそこに低コス

トで駐車場をつくり、高い利回りを施主様に還元する

ような提案型スキームなども良いかもしれません。

まとめ

本当に役立つ“生情報”を共有する
環境の醸成が不可欠

清家　
ここからは3つのテーマを離れて、当工業会の求心力
を高めるにはどうすべきか、をテーマにしましょう。

私は、ユーザーの利便性を最重視している団体は会

員が増える傾向があると思うんです。例えば、賃貸で

民泊を進めている不動産関連の団体もそうですし、自

主規制のガイドラインをつくってユーザーの利便性

向上に取り組む日本パーキングビジネス協会（ JPB）

も、近年会員が増加して活性化しています。どう儲け

るかではなく、駐車場のユーザーにとってのメリット

が何なのかを考える。このことが工業会会員にも利

益をもたらすのではないでしょうか。

島村　当工業会の優位性をどう訴求していくかを明
確にすることも課題だと思います。かつては方向性

がハッキリしていて、1層2段、2層3段…と各社が同
じ目標に向かって努力していました。これからも以

前と同様に工業会の会員でなければできないことを

追求していくことが重要でしょう。例えば約20年前
に行った、マイクロバスやバイクを用いた耐火実験の

ような大掛かりな取り組みに再度トライして、リサー

チ結果を共有す

るなども考えら

れます。

清家　各社ノウ
ハウを出し合うこ

とも必要ですね。

小平　企画部会
では、皆さん同

じ企業に勤める

仲間のような感

じで意見を交わ

していて良い雰

囲気です。ただ、

島村技術部会長

が言ったように技術的にはやり尽くした感もあるの

で、これから本当にメリットがあるのは何か、見つけ

ることが非常に重要になってくる。企画部会だけで

考えるだけではなく、他の部会ともアイデアを共有

して、それを実現していければと思います。

島村　技術部会では、品質に関して皆さんと協議し
たいという意見はよく出ています。各社固有の技術

はなかなか出しにくいところもありますが、シェアで

きるところはシェアしていこうという方針です。先

ほど話した当工業会オリジナルのシール・プレー

トをつけることによって品質をアピールするような

形を技術部会としてもバックアップしていければと

思っています。今期は品質という観点を重視して、

当工業会のメンバー企業が全体的にレベルアップで

きる勉強会を推進していこうと考えています。

清家　品質を上げるのはそういった勉強会も大切で

島村義和	技術部会長

清家政彦　副理事長

今後は認定駐車場も津波避難ビルとしての指定が受けやすくなる。周知
活動を今後も推し進めていく
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品質向上を重視し、
会員全体のレベルを上げていく

「自走式駐車場認知向上のために
我々が今、すべきこと」

巻頭
特集

すが、やっぱり各企業がどれだけ情報をオープンに

するかがポイントだと思いますね。我々が欲しいの

は仕事に活かせる生情報であり、それは工業会とい

う環境の中にいれば外にいるよりも得やすいはずで

す。事実、例えば私のいる福岡では建築業界の景気

の見通しとか、既存の駐車場のフラットタイプに連

続傾床タイプをつなげると、品番が違うのにつなげ

ることができたとか、そういう生情報が耳に入ってき

ます。それらがもっと広範囲で多様な種類に拡大し

て行き交うようになると、当工業会に所属するメリッ

トも増すのではないでしょうか。

島村　そういう話で言えば、先日技術部会では、有
無窓判定に対する考え方は各消防さんで見解が異な

る、という話が出ました。内容は「このような設計

だと判定は厳しくなりそうだ」「このような場合は、

こうすると基準をクリアしやすい」といった情報で

した。会員企業は全国各地で仕事をしており、各地

の消防さんとの接点があるのだから、もっとこうし

た話を共有できる環境をつくるべきだと思います。

楢崎　工業会内部でいろいろな情報をアナウンスし
合い、メンバーであることの価値をしっかり実感で

きる仕組みが必要ですね。各部会がその構築に向け

て動き、さらに結束していくことが大切だと思います。

清家　ユーザーメリットを追求するためには会員間
の情報共有が大切です。それがひいては各会員の利

益にもつながっていくのだと思います。今年度から

広報部会を加えたこの三部会体制で進めていきます

ので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
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平成29年定時社員総会・懇親交流会　5月25日　ホテル ルポール麹町（東京都千代田区）

平成29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。

総会では平成28年度事業報告と決算報告、平成29年度予算、役員改選等の議題が滞りなく

承認されました。その後に開かれた懇親交流会には、自走式駐車場議員連盟の国会議員の

皆様（下記参照）をはじめ、野呂田芳成特別顧問、国土交通省住宅局及び都市局、（一財）日

本建築センターの幹部の方々、多数の来賓にお集まり頂き盛会となりました。ここでは、理

事長及び来賓の挨拶を要約して誌上再現します。

Report平成29年
定時社員総会・懇親交流会開催

【来賓出席国会議員】 【御芳名】（敬称略）

自走式駐車場議員連盟 会長 佐田玄一郎 衆議院議員
自走式駐車場議員連盟 副会長 佐藤   信秋 参議院議員
自走式駐車場議員連盟 事務局長 渡辺   博道 衆議院議員
自走式駐車場議員連盟 事務局次長 大塚   高司 衆議院議員
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Report

只今ご紹介をいただきました、理事長を仰せつかっ

ております飯島でございます。本日は日本自走式駐

車場工業会定時社員総会に伴う懇親会にご参集いた

だきまして、誠にありがとうございます。まず最初に、

先ほど行われました総会にてご承認いただき、引き続

き理事長を務めさせていただくことになりました。よ

ろしくお願い致します。また、各議案につきまして、

皆様のご承認をいただきましたことをご報告させてい

ただきます。今期は役員改選があり、新しい体制でス

タートをいたします。当工業会を取り巻く環境につい

てですが、一説には東京オリンピック関連の工事が終

了した後は工事が半減するということも言われていま

す。そういった部分では気を引き締めて、新しい体制

でスタートしていきたいと思いますので、宜しくお願

い致します。

本日はご多用中のところ、ご列席賜りました自走式

駐車場議員連盟会長の佐田玄一郎先生、事務局長の

渡辺博道先生をはじめとする議員連盟の先生方、特別

顧問の野呂田芳成先生、そして国土交通省住宅局およ

び関連諸団体の御要職の方々に多数お越しいただい

ております。日頃のご支援に感謝申し上げます。また、

会員の皆様におかれましても、日頃の配慮に深く感謝

申し上げるとともに、新しい体制におきましても、ま

た引き続きご協力を賜りたく思います。

当工業会の活動につきまして、いくつか申し上げた

いと思います。今年1年間、3つのスローガンを掲げ
て進んでいきたいと思っております。1つ目は大臣認
定の駐車場の認知度を上げていくということです。2
番目については、我々を取り巻く環境は非常に変化に

富んでいるため、そういった時代の変化に対応してい

くということです。そして3番目が、マーケットを拡
大するため、いろいろなニーズに対応をしていこうと

いうことです。それらを踏まえて活動してまいります

ので、会員の皆様に

おきましては、ぜひ

ご協力をいただき

たいと思います。また、国土交通省をはじめ、皆様か

らご支援、アドバイスをいただければ、と思っており

ます。

1つ目の「認知度を上げる」ということですが、昨年
1年間、認定駐車場自体が安全安心で、災害にも強い
ということを、南海トラフ地震の津波避難対策特別強

化地域の自治体を訪問してお話しさせていただきま

した。やはりその中で、改めて痛切に感じたのが、地

方自治体の皆様に、大臣認定の自走式駐車場という建

築物がまだまだ浸透していないということです。そう

いう面でも引き続き、この周知活動を続けていきたい

と思っております。また、地方自治体の津波避難ビル

の指定に当たっては、内閣府から東日本大震災前の平

成17年に津波避難ビル等に係るガイドラインが出て
いるのですが、このガイドラインに沿って各自治体が

津波避難ビルの指定をされています。このガイドライ

ンのもとRC造（鉄筋コンクリート造）、SRC造（鉄骨

鉄筋コンクリート造）に限って指定されている自治体

が非常に多いのですが、ぜひ認定自走式駐車場のS造

（鉄骨造）も入れていただくことで、認定駐車場の津波

避難ビルとしての認知に大きく繋がるようなかたちに

つながれば、と期待をしているところです。どうぞ宜

しくお願い致します。認定駐車場の「安全、安心」と

いうブランド力を高め、情報発信力をさらに高めてい

ければ、と思っています。

次に、時代の変化に対応するという点です。2020年
の東京オリンピック・パラリンピックの後、やはり建

築工事の発注量がガタンと落ちるのではないのかとい

うことが言われています。そういった中で、私ども工

業会は何をすべきかを自らに問いかけ、舵取りをして

いく必要があると思っております。これからは認定駐

車場においても、ニーズの変化が想定されると思いま

す。その中の一つが自動車の自動運転であり、我々の

関心の非常に高いところです。現在、オリンピックに

向けてどんどんフェーズが上がっていて、オリンピッ

クの年には自動運転がほとんど完全なものになるので

はないかということです。私どもの駐車場というのは

プレハブ方式であり、そのレイアウト自体が非常に規

格化されているという特性があります。そういった面

では、これは個人的な思いですが、クルマの自動運転

に対し、認定駐車場は非常に馴染みやすいのではない

か、と思っております。やはり時代に即していかなく

てはいけないところですので、現在、国土交通省や自

動車メーカーによる自動走行ビジネス検討会などの

活動がありますし、私どももそれらの動向を注視して、

即対応ができるようにしていきたいと考えています。

3つ目のマーケットを拡大する、新しいニーズを引
き出すということについてです。今、日本は少子高齢

化という状況下にあります。単純に言うと、人口がど

んどん減り、高齢化することで、クルマに乗る人が減

り、駐車台数も減る。つまり駐車場ニーズも減る。単

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

「自走式駐車場があること」を
さらに強くアピールしていきたい

純に考えるとそういうことになりますが、国の政策で

ある「コンパクトシティ」を構築するという取り組みで

考えていくと、やはりコンパクトシティの中には集合

住宅や商業施設、福祉施設など、いろいろな機能が盛

り込まれることになります。地方都市は、東京の都会

以上のクルマ社会です。当然クルマを停める場所が

必要になります。そう考えていくと、人口が減っても、

ニーズとしてはあるところにはきちっとあり、その辺

りを認識して活動していきたいと考えています。いろ

いろなニーズの中で、社会から必要とされる駐車場と

して、研究・探求を重ね、工業会の役割を継続させて

いきたいと考えています。ぜひ皆様のご協力をいた

だきたく思います。

当工業会をますます充実・発展させていくため、本

日ご列席賜りました自走式駐車場議員連盟の先生方、

国土交通省の皆様、関連諸団体の皆様、ぜひ引き続き

ご指導賜りますよう、お願い申し上げる次第です。

最後に、ここにご参集の皆様のますますのご発展と

ご健勝を祈念いたしまして、総会懇親会にあたっての

理事長としての挨拶とさせていただきます。本日は誠

にありがとうございます。

本日は日本自走式駐車場工業会の総会並びに懇親

会が盛大に行われましたこと、心からお慶びを申し上

げる次第です。先ほど飯島理事長がお話しされたこ

とですが、歴史ある日本自走式駐車場工業会におか

れましては、我々と一体となって、地域のために、そ

してまちづくりのために、全力で頑張ってきたわけで

あります。今日は野呂田先生も元気な顔でお見えに

なり、大変嬉しく感じております。また国土交通省も

住宅局長を中心に皆様方がお見えです。こういう皆

様方と一緒になって地域づくりをしてかなければい

けない。こういう

ふうに思っている

わけです。今も理

事長からもお話がありましたように、これまでもいろ

いろなことをやってまいりました。6層7段まで見据え、
またはいろいろな型式の変更など、多くのことに取り

組んでまいりました。

そして今後はやはり、社会的な面で、自走式駐車場

が駐車場としてのみならず防災にもプラスになると

いうことの周知を、皆様方と進めていかなくてはいけ

自走式駐車場議員連盟 会長　佐田玄一郎 衆議院議員

自走式駐車場は社会的に
プラスとなる存在
来賓挨拶
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本日は定時総会の開催とその後の交流会に、この

ように多くの方がお集まりになり盛大に開催されま

したことを、心よりお慶びを申し上げたいと思いま

す。また、日本自走式駐車場工業会の皆様には日頃

から国土交通行政、なかんずく住宅行政にご支援ご

協力を賜っておりますこと、心より御礼を申し上げ

たいと思います。

私どもも工業会の皆様といろいろとお話をさせて

いただきつつ、かつ佐田会長をはじめとする議連の

先生方にご指導ご叱咤をいただきながら、いろいろ

と施策を進めております。先ほど佐田先生からもお

話がございましたので、2つだけ状況をご説明申し上
げたいと思います。1つは防災備蓄倉庫の件でござい
ます。皆様方が認定自走式駐車場の防災面の機能に

着目をされ、現在、備蓄倉庫を併設するという取り組

みを進められてい

ます。たいへん素

晴らしい取り組み

だと思っております。今、耐火関係の認定事務を進

めておりまして、現在5社の認定が終わり、残り4社
について手続きを進めさせていただいているところ

です。今後も速やかに進めてまいりたいと思います

ので、引き続きのご協力をお願いしたいと思います。

2点目は津波避難ビルに関してです。飯島理事長、
そして佐田会長からもお話がございました。平成

17年策定のガイドラインに、津波避難ビルについて
は鉄筋コンクリート造等を原則とすると示されてい

たので、鉄骨造である自走式駐車場がなかなか認め

られにくいという状況がありましたが、これについ

て担当の内閣府とも調整し、平成17年のガイドライ

先ほど飯島理事長から3つのスローガン、いかに認
知度を高めていくか、変化にどのように対応していく

か、そして新しいニーズをどのように獲得していくか、

とのお話がありました。自走式駐車場の役割は今、ま

すます重要になっています。そのひとつが防災機能、

つまり災害に対応できるという点です。皆様が取り組

む課題の解決に向

け、我々議連として

も積極的に努力し

てまいります。日本自走式駐車場工業会の皆様のご発

展をお祈りし、本日ご来会の皆様のご多幸、ご健勝を

祈念いたします。  

今期より副理事長を努めさせていただきます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。皆様、総会から非

常に長い時間にわたり、また、多数の方にご出席を賜

り、まことにありがとうございます。心から御礼申し

上げます。

ここのところ皆様の顔色もよく、嬉しく思います。7
～ 8年前までは仕事が不足していましたが、今では人
材が不足しているという悩みを抱えているくらいです

から、よい状況にあるといえると思います。飯島理事

長のお話にもありましたとおり、山があれば谷もあり

ます。かならず来

る“谷”をしっかり

乗り越えるために、

今やるべきことをやる。そのひとつが、広報活動の充

実です。認定駐車場の認知度をどんどん高め、需要を

増やしていく。そして、それぞれの会員が情報を共有

することも重要です。そうして今後来る“谷”を工業会

の会員企業だけは乗り越えていけるよう、力を合わせ、

結束して取り組んでいきたいと思っています。

皆様方のご協力をお願い申し上げます。    

国土交通省住宅局　由木文彦 局長

津波避難施設の事例集に
自走式駐車場を

自走式駐車場議員連盟事務局長　渡辺博道 衆議院議員

課題解決のため
議連として積極的に取り組んでいく

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

山あれば谷あり。
今後来る“谷”を乗り越えるために

ません。飯島理事長からもお話しがありましたが、今

まではRC造やSRC造でなければ、なかなか津波避

難ビルとして認められませんでした。しかしながら、

実はS造のほうが強いと私は思うのです。東日本大震

災の津波の被災地に私も行きましたけれど、むしろS

造のほうが抵抗がないから、みんな建ってるんですよ。

鉄筋コンクリートのほうが破壊されています。はっ

きり言って抵抗があるから。そういうことを踏まえれ

ば、本当の意味の防災につながってくるのではないか

と。そして、そういう意味において、皆様とまた一体

となって、本当の意味の津波避難ビルを作っていかな

ければいけない。もちろんそれは構造的に強くなけ

ればいけませんが、S造でもいいということでこれか

ら進めていく。こういうことになって参りましたので、

皆様と協力して頑張っていきたいと思います。

それと、これも同じことでありますけれども、私の

生まれたところは自走式駐車場がたくさんあるんで

す。大学であるとかまちなかであるとか、いろいろあ

りますけれども、まだまだ認知度が足りないというお

話を聞きますし、地方自治体の役所の人たちもまだま

だ知らない人たちもいらっしゃる。そういうことを考

えると、防災にもプラスで、多面的に有用な自走式駐

車場を、これからも勧めてほしい。これをどんどん広

げていきたい。こういうふうに思っています。

今、飯島理事長も言われましたけれど、クルマはこ

れから安全性です。今、団塊の世代の方々の事故が

増えている。そういう意味では安全性を高めていか

なければいけない。こういうことも含めて、これから

も皆様と共にまちづくりに取り組み、皆様方の業界の

発展を祈念し、そして邁進することお約束申し上げて、

自走式駐車場議員連盟会長としての挨拶にかえさせ

ていただきます。今日はおめでとうございます。

ンは廃止し、安全性が確保されていれば鉄骨造を含

め津波避難ビルとして指定していただきたいとする

通知を改めて出し、同時に事例集を出すこととしま

した。その事例集には自走式駐車場も盛り込みます。

現在、こういった方向性で協議が整っているところ

です。これも、皆様が防災に着目し、自走式駐車場の

有効性を周知していただいた賜物です。皆様の活動、

慧眼に心から敬意を表します。

今後も引き続き議連の先生方のご指導をいただき

ながら、できる限りのことをしてまいります。引き

続きよろしくお願い申し上げます。

おしまいに、日本自走式駐車場工業会の皆様のま

すますのご発展、ご参集の皆様方のご健勝、ご活躍を

祈念申し上げます。

乾杯発声

中締め

来賓挨拶
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一般社団法人
日本自走式駐車場工業会

本年 5 月 25 日（木） に開催された平成 29 年定時社員総会におきまして、
任期満了に伴う役員改選が行われました。新しい理事・監事が選任され新
体制となりましたので、以下にご紹介します。

 理事長　飯島登美夫　（㈱内藤ハウス 専務取締役 営業本部長）

理事長として三期目を迎えました。
本年度は「大臣認定駐車場」が”安心・安全”を思い

起こさせるようなブランド化、情報発信力の強化に
力を注いでいきたいと考えています。今後も引き続
き当工業会として、「大臣認定駐車場」の世の中に対
する周知と認知度アップ、マーケットの拡大に努め
て行きたいと考えております。
それと、もう一つは時代の変化に対応することで

す。2020年の東京オリンピック・パラリンピック開

催を機会に車が大きく変わろう
としております。車に「自動運
転」が搭載されようとしており
ます。社会の変化、環境の変化
に柔軟に対応し、自走式駐車場
をその機能に合わせた仕様にしっかり対応させてゆき
たいと思います。
この実現には全会員会社が力を併せないと到底でき

ないことです。是非会員各社の協力をお願いします。

 執行理事　中川 賢　（㈱北斗システム 代表取締役）

平成23年5月より当工業会の理事を務め、早や6年
が経過致しました。
就任当時と比較しても、大臣認定を含む我々駐車場

業界を取り巻く環境は大きく変化していると実感して
います。そのような環境激変期にあっても、工業会会
員がしっかりとスクラムを組み、変化に立ち向かって
行くことが必要であると考えています。
一層の市場拡大と大臣認定駐車場の全国への認知度

向上に向けた取り組みは、今後も継続していく所存で

す。今期は、津波等の自然災害
に強い大臣認定自走式駐車場の
PR活動の継続だけでなく、認
定駐車場の認知度向上に向けた
「認定品表示板」の活用などを計
画しています。
今後も会員企業の皆様のご支援ご協力を宜しくお願

い申し上げます。

 専務理事　髙津 充良　（（一社）日本自走式駐車場工業会）

専務理事に再任されました高津充良です。
自走式駐車場の建設実績は、収容台数ベースでは
14,5年前の年間12万台をピークに現在は年間4万台程
度に推移しています。認定自走式駐車場の優位性（耐
火被覆が必要なく、防火区画や消火設備についての緩
和等による低コスト化、地震・津波等への安全性など）
を考えれば拡大の余地は大きいと考えます。この優
位性をクライアントやクライアントに提案する立場の

コンサルや設計者などを中心に
認識していただき、需要の拡大
を目指していくことが課題です。
今年度は、工業会として、会員
の皆さんと一緒になって、自走
式駐車場の需要の拡大のための諸活動に取り組んでい
きますので、どうぞよろしくお願いします。

 副理事長　赤松 聡　（綿半ソリューションズ㈱ 執行役員 事業本部副本部長）

平素は当工業会の活動に対しまして、格別のご高配
を賜り厚く御礼申し上げます。このたび、副理事長に
就任いたしました綿半ソリューションズ株式会社の赤
松でございます。
当工業会が目指します『安心』・『安全』な交通イン

フラとしての自走式駐車場の普及に向け、会員企業一

同が団結、時に切磋琢磨し更な
る製品開発で、ご利用者皆様の
『安心』・『安全』プラス『快適』な
駐車場の発展に貢献してまいり
ますので、引き続きご指導ご鞭撻賜りますようお願い
申し上げます。

 副理事長　清家 政彦　（セイワパーク㈱ 代表取締役社長）

今回副理事長を務めさせていただくことになりました。
日本自走式駐車場工業会は今転機を迎えています。

認定の高層化も一段落し、これからは質の向上が問わ
れるようになってくると思います。会員同士でのより強
固な信頼関係を作っていき、それをベースとしたオープ
ンで積極的な情報交換を行うことで、全会員の技術力

向上に繋げていければと思って
います。
若輩ではありますが工業会発

展のために尽力して参ります。
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
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 監事　都築 琢郎　（IHI運搬機械㈱ パーキングシステム事業部 プロジェクト推進総括部 自走式営業部長）

本年度より監事を務めさせて頂く事となりました、
IHI運搬機械株式会社の都築でございます。私は、昨
年まで機械式駐車場の営業を行っており、（公社）立体
駐車場工業会で広報を担当しておりました。今期より、
弊社理事の小山より引き継ぎ、自走式営業を担当する
事になり、日本自走式駐車場工業会にも参加させて頂
く事になりました。

駐車場業界を取巻く環境がま
すます厳しくなるとの見方が大
勢ですが、諸先輩方の築いてこ
られた当工業会を少しでも盛り
上げられるよう努力してまいり
ます。皆様のご支援を賜ります様、よろしくお願い申
し上げます。

 監事　田嶋 和範　（日成ビルド工業㈱ 上席執行役員 営業本部 営業推進事業部長）

工業会では監事の職を担当しております、田嶋です。
工業会としての役割は、業界の本来の目的である業

界全体の底上げと社会貢献と認識しております。これ
は現飯島理事長が何時も言われていますが、その通り
だと思います。
ただ参加の皆様も、本来の会社の業務が有る中、一

生懸命担当されている姿を見ながら、私もその業務には

手を抜くことなく邁進しないと
いけないと思っております。
工業会全体が盛り上がるよ

うに、微力ながら力になれば
と思い、精進していく所存であ
ります。
宜しくお願い致します。

 理事　河相 充　（㈱北川鉄工所 産機事業部 営業部 部長）

この度、理事に就任いたしました㈱北川鉄工所の河
相です。
当工業会が現在、普及に力を入れている【認定駐車

場は地震や津波の避難場所として非常に有効な防災機
能型駐車場である】という広報活動を、官公庁や民間
に対して皆様と力を合わせて取り組んでいきたいと考
えております。
また、IoTやAIといったものすごいスピードで進化

している技術革新の急速な広
がりの中、この技術が自走式
駐車場にどのように取り入れ
られ、我々はどうやって普及
させていくことができるのか
【ワクワク感】をもって、工業会の皆様と考えていきた
いと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

 理事　鈴木 康生　（Parkキング建設㈱ 支社長）

工業会における認定自走式駐車場は、在来駐車場よ
り工程並びにコスト面において非常にメリットがあり
ます。
近年、6階7層まで認定で可能になり在来駐車場建

設が少なくなりつつあります。個別認定も年々引合も
多くなりました。

今後も工業会の発展と共に、よ
り安心、より安全な駐車場の設
計・施工を目指して認定駐車場を
高めていきたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

 理事　神崎 悟　（東京エンジニアリングシステムズ㈱ 製品本部 製品営業部 担当部長）

この度、昨年に引き続き理事を務めさせて頂くこと
になりました東京エンジニアリングシステムズ㈱神崎
です。大臣認定駐車場の「安心・安全」の認知度をアッ
プし、自走式駐車場の機能性の高さをもっと広く一般
にピーアールしてまいりたいと思っております。

業界発展のためにも、これま
での経験を生かし誠心誠意努力
してまいる所存です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

 理事　若生 正則　（雄健工業㈱ 代表取締役社長）

工業会設立から27年が経ちました。様々な会員各位
の努力により、一層二段から始まった認定が、今は六層
七段まで多層階となりました。設立当初より参加し、今
までの歴史を知る私としては、正直よくここまできたな、
という感想です。さて、弊社も技術部会の理事会社とし
て、今後どのように工業会、そして社会に貢献できるか
を改めて真摯に対応して参りたいと考えております。こ
れ以上の面積拡大や多層階の実現は厳しいのが現実です。

これからは、工業会会員の提供す
る認定品は、いかに「安全」で「高
品質」かを、技術面で追及して参
りたいと考えます。このような基
本的な課題を追求することが、当
工業会の存在が社会に認められ、そして会員企業の繁栄
に繋がると確信しています。微力ながら工業会の発展に
努力して参る所存です。何卒宜しくお願い申し上げます。

 理事　川合 裕久　（近藤工業㈱  執行役員　建設・パーキング事業部 事業部長）

この度の理事再任により、3期目を務めさせて頂く
こととなりました。
大臣認定自走式駐車場の一層の認知度向上を全国的

なレベルで図るべく、新体制となり微力ではあります
が、理事として私に出来ることは精一杯やらせていた

だきます。
工業会の発展のため、これま

で以上に努力してまいりますの
で、引き続き皆様のご指導ご鞭撻を宜しくお願い致し
ます。

大臣認定自走式駐車場のさらなる品質向上、そして認知度向上を目指し
当工業会は今後もさまざまな活動に取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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場である。建て替えにより駐輪場・駐車場は年中無

休の24時間営業となり、1階には飲み物を飲みなが
ら店内の本を自由に読めるブックカフェが併設され、

自転車・バイクの駐輪場は全てを1階に配置した造
りとなっている。2階から4階部分および屋上階が駐
車場となり、泡消火設備の設置など認定駐車場では

見られない特徴も見ることができた。徒歩約3分の
阪急箕面駅まで雨に濡れずにアクセスできるなど、

駅の利用者にとって使い易い造りであった。

見学後、現地を管理する施設管理会社のご担当者

を交えて質疑応答が行われた。会員からは駐車場全

体としての年間収支状況や、競争入札の結果におけ

る選定のポイントなどに関する質問などが寄せられ

た。普段から本駐車場を管理する方に説明を伺うこ

とができ、駐車場メーカーの参加者にとっても大変

参考になったようである。

本駐車場は箕面市が、民間の資金と運営ノウハウ

を導入・活用するPFI事業方式によって、財政負担

を抑えながら老朽化した公共施設の建て替えを実施

した事例である。PFI事業の手法は今後も他の自治体

等における採用事例が増えていくと予想されることか

ら、今回の見学候補先として本駐車場が選定された。

旧箕面駅前駐車場と駐輪場は、昭和55年に建設さ
れ老朽化。景観面や耐震化などの課題を解消するべ

く、商業施設も加えた複合施設として一体的に建替

えることが市において検討されてきた。PFI事業は

公共施設等の建設・修繕、維持管理、運営等を民間

事業者の資金、経営能力、技術的能力を活用するこ

とにより、自治体が直接実施するより効率的・効果

的に公共サービスを提供できる手法といわれている。

駐車場の概要は、施設（店舗）併用型の在来工法に

よる4層5段型、各階フラット式の自走式立体駐車 次の見学先である田中亜鉛鍍金㈱本社工場。同社

は明治41年創業の歴史有る溶融亜鉛メッキのパイオ
ニアであり、大阪市西淀川区に位置する本社工場は、

戦前の1936年（昭和11年）にこの地に建設されている。
自走式駐車場に使用される鉄製部材等を錆（さび）

から保護する溶融亜鉛メッキの処理工程は、鉄鋼製

品には欠かすことのできない重要なプロセスであ

る。自走式駐車場メーカーである会員にとっては普

段から見慣れた鉄製部材であるが、実際に溶融亜鉛

メッキの処理工程を直接間近で目にする会員は多く

ない。今回はこの見学を目当てに参加した会員も少

なくなかったようである。

同社会議室で会社紹介用DVDにより説明を受け

た私たちは、ヘルメット等を着用して工場内の見学

へ。工場内では大型クレーンに吊り下げられた鉄製

等の部材が、大きさ10m×2m程のメッキ槽からゆっ
くりと引き上げられる様子を2階見学室から見学で
きた。メッキ槽の脇では作業員の方が大ぶりの器具

を使い、メッキ処理工程を手作業で補助する姿が印

象的であった。

夕刻からは会員協議会恒例の懇親会が新大阪駅前

のホテルに於いて開催された。関西エリアに支店・

営業所を置く会員企業からの多数の参加者も交えて

相互に意見や情報を交換し、懇親を深める有意義な

ひと時となった。

③ 施設管理者に質問する会員
　 （足下には緑化用プランターも）　
④ 駐車場併設のブックカフェの横を通って
　 箕面駅方面へ　
⑤ PFI事業等に関する質疑応答に参加した
　 多数の会員

❸

❶ ❷

❺

①② 認定駐車場では
　　 目にすることの
　　 少ない泡消火設備

❹

第28回会員協議会を大阪市・箕面市にて開催
本年2月8日、第28回会員協議会が大阪府箕面市等において
会員企業から総勢43名の参加者を集め盛況のもと開催されました。

田中亜鉛鍍金（株）　本社工場

箕面市駅前駐車場・箕面駐輪場（在来工法駐車場）
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建設された。このように本駐車場の工期を2期に分け
ながら、最終的に1基の駐車場として全面供用開始さ
れた大型の大臣認定駐車場である。

駐車場利用者（歩行者）は1階出入口の他、ペデス
トリアンデッキのある3階部分からも出入りや料金精
算ができ、空港至近の駐車場として隣接するターミ

ナルビル等とのアクセスを想定した利便性の高い造

りとなっていた。また、駐車場周囲には植栽も施され

景観にも配慮した駐車場となっていた。

那覇空港では昨今急増する外国人観光客等に対応

するため、これら新駐車場整備に係る建設のほか、

国際線と国内線ターミナルビルを接続する「際内連結

ターミナル施設」等の建設工事も進行中であった。

本駐車場は慢性的な混雑状態が続いていた那覇空

港駐車場の機能強化を図るため、空港管理を担う那

覇空港ビルディング㈱が発注者となり、会員である

JFEシビル㈱が建設を担当した5階建て（5層6段型）
の自走式立体駐車場である。2度の工期に亘って建設
された本駐車場の自動車収容台数は合計1,226台（1期：
688台／2期：538台）、鉄骨造、敷地面積14,111.62㎡、
延床面積29,610.50㎡の大臣認定自走式駐車場である。
平成27年4月からスタートした第1工期は同年12

月に終了し、供用が開始された。続いて、竣工した1
棟目の駐車場を使いながら隣接する2棟目の建設がス
タートし、昨年（平成28年）9月、2棟合わせての全面
供用開始となった。建設工事は駐車場の車路・車室

（688台分）・スロープ棟までの
部分を第1工期とし、そのス
ロープ棟を挟んだ反対側に車

路と車室（538台分）を更に増
築するような格好で第2工期が

イオンモール沖縄ライカムは沖縄本島中部、北中

城（きたなかぐすく）村に平成27年4月にオープンし
た県内最大規模の商業施設である。㈱竹中工務店を

中心とするJVにより設計施工され、建物は敷地面積

約17万5,000㎡（約5万3,000坪）に、5階建て・延床
面積約16万㎡（立体駐車場含む）・総賃貸面積約7万
8,000㎡という規模。施設内1階にはヤシ並木を整備
し、各専門店と屋内の1階と屋上に配置された立体駐
車場、及び屋外の平面駐車場などを合わせて約4,000
台を収容可能な駐車場が配置されている。

建物1階の屋内駐車場でまず目に入ってきたのは電
気自動車用の急速充電4基と普通充電4基の計8基の
列。これだけ見ても施設全体の規模の巨大さが伺え

る。また、広大な駐車場内においては空きスペース

を探すのは容易ではないが、その手助けとなるLED

による満空表示（緑色が空き、赤が満）が車室毎に天

井部分に設置されており駐車の誘導に使われていた。

続いて屋上階の駐車場を見学。屋上階との往来は

"登り"と"下り"が独立した専用スロープ（一方通行の

車路）で地上階と結ばれている。幅も十分に確保され

た専用スロープの設置は、利用者にとっても大規模

な商業施設などを運営する側にとっても、多くの車両

を渋滞や事故無く効率的に誘導するために有効な仕

組みである。

店内に一歩足を踏み入れると、そこには高い天井

の広い空間が広がっていた。平日の午後3時過ぎで
あったが、店内には子供連れの若い人たちの姿が多

く目に付き、駐車場の稼働率も高いことが伺えた。

夕刻からは恒例の懇親会が那覇市内に於いて開催

された。東京、大阪、福岡エリアから参集した会員

企業の間で、那覇市内外の駐車場案件や状況等につ

いて相互に意見や情報を交換し、有意義な懇親の場

となった。

④開放感のある店内　⑤急速充電器（手前）と普通充電器（奥）の列　⑥"登
り"と"下り"が独立した専用スロープ（一方通行の車路）　⑦天井部分に設置
されたLEDによる満空表示

①ペデストリアンデッキからの駐車場出入り口（3階部分）　②場内の車の動線を意識した特徴的なス
ロープ形状　③1階周囲に配置された植栽❶

❻

❼

❺

❸❷

❹

会員研修会を沖縄那覇市等にて開催
本年3月9日～10日、会員研修会が沖縄県那覇市等において多数の会員企業参加のもと開催されました。

那覇空港新立体駐車場（5層6段型自走式立体駐車場）

イオンモール沖縄ライカム（在来工法駐車場）
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業界情報

編集後記 編集作業を進める最中、内閣府より従前の「津波避難ビル等に係るガイドライン」に代わる新たな
「技術的助言」及び「津波避難ビル等に係る事例集」が公表されました。この事は当工業会にとって
大きな前進を意味するトピックであり、巻頭ページに掲載致しました。今後も大臣認定自走式駐車
場の認知度向上に向けた取組みをご紹介してまいります。	 （W）

平成29年

3月		9	日〜10日	
	 	 会員研修会開催（沖縄開催）
3月16	日	 執行理事会開催
3月29	日	 平成29年3月度理事会開催
4月25	日	 平成28年度期末会計監査
	 	 実施

6月		7	日	 第29回会員協議会開催
	 	 （横浜市開催）
6月22日	 執行理事会開催
7月		5	日〜6日
	 	 新旧理事・監事情報交流会
	 	 （平成29年7月度理事会開催）

4月27	日	 執行理事会開催
4月27	日	 平成29年4月度理事会開催
5月25	日	 平成29年5月度理事会開催
5月25	日	 平成29年定時社員総会開催
5月25	日	 平成29年定時社員総会後の
	 	 懇親交流会開催

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） 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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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/
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/
東京エンジニアリングシステムズ（株）････････  http://www.shinmaywa.co.jp/tpsc/
（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/zennihon.htm
（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

平成29年 8 月 18日発行

日本自走式駐車場工業会・会員企業のホームページアドレス

賛助会員

メーカー会員


