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メーカー ＪＦＥシビル株式会社

製 品 名 メタルパークSF-TⅡ型

施　　主 那覇空港ビルディング株式会社

建 設 地 沖縄県那覇市字鏡水

工　　期 平27年4月1日〜平28年9月30日

構　　造 5層6段フラット式ラーメン構造

建設面積 5,981.69㎡

延床面積 29,610.50㎡

収容台数 1226台

収容台数
内訳

1F：185台　2F：208台　3F：204台
4F：208台　5F：208台　RF：213台

【表紙説明】
那覇空港新立体駐車場（仮称）建設工事

当建物は、那覇空港の駐車場不足を解消する為に那覇

空港国際線ターミナル前の既存立体駐車場に隣接して新た

に設けた空港利用者向けの立体駐車場です。

収容台数が多く機能性が高い駐車場というお施主様から

のご要望に応えるため、中央にスロープユニットを設け両

サイドに駐車ユニットを配置した「面積拡大タイプ」の防耐

火認定を採用しています。工事期間中の駐車場不足を解

消する為、中央スロープユニットの配置を生かし駐車場の

一部分を先行して使用しました。国内線・国際線ターミナ

ルと立体駐車場は連絡通路で結び空港利用者の利便性を

図っています。エレベーター棟の外壁の一部には沖縄の建

物に多く見られる「花ブロック」を採用しており、真っ白の

外壁とともに沖縄らしさを演出した沖縄の玄関口に相応し

い立体駐車場です。
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 自走式立体駐車場
「認定品表示板制度」が

始まりました

国土交通大臣の認定（型式適合認定を含む）を受けた自走式立体
駐車場（認定駐車場）が、その構造等の特徴から、地震や津波、洪
水等の自然災害に強い安全で安心な建築物であることをより多
くの方に知っていただくため、認定駐車場にこれを明示する「認
定品表示板制度」をこの1月からスタートさせました。

巻 頭 特 集
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自走式立体駐車場
「認定品表示板制度」が始まりました

巻頭
特集

No.10001

一般社団法人

日本自走式駐車場工業会

自走式立体駐車場のご用命は、下記の会員企業まで

〒108-0014 東京都港区芝5-26-20 建築会館5階
Tel：03-3456-0781  Fax：03-3456-0788

http://www.purepa.or.jp

※当パンフレット記載内容はあらゆる津波（または地震、水害等）を想定して定義するものではありません。
　津波及び水害被害は単に水だけが流入することで発生するものではなく、多くの複合的要素があり、机上の想定を超えるものであることを東日本大震災が示しています。

一般社団法人

日本自走式駐車場工業会

IHI運搬機械株式会社 株式会社トーカイロード

株式会社 北斗システム

自　走　式
立体駐車場

地域を守る“安心”のランドマーク
国土交通大臣認定

地震 津波 洪水 に強い

P12

A

P1

床版は合成スラブを用いた鉄骨構造で、その床版を多くの

柱が支えています。シンプルだが強度の強い安定構造が、

地震に対する強さを発揮しました。

東日本大震災等からの考察地震や津波、洪水などの災害に強い理由

シンプルかつ頑丈な構造

当然ながら、普段は駐車場として機能します。立体・多層

化によって土地面積の有効活用ができ、同時に十分な収

容台数を確保できます。路上駐車対策など街の美観向

上などに貢献するとともに、普段から駐車場として機能

することで地域の人への認知度が高まり、万一の際の避

難場所として周知が広まります。

普段から利用することで増す
“認知度” 通常は駐車場として機能

当工業会が実施した被災地域の現地調査を踏まえ、自走式立体駐車場の「強み」についてまとめました。
高い耐津波性能には、理由があります。

1

認定品は原則として外壁を設けない開放された構造のため、

広い開放部を津波が通り抜けることができ、その圧力に耐え

ることができました。

2

各層をつなぐ幅の広い緩やかな傾斜路は、車いすでの移動

を含め、多くの人が上層へ上がりやすかったと考えられます。

また、フロアにも幅広い車路があり、避難しやすさの要因と

なったと考えられます。

多くの人が同時に、
車いすも移動しやすいスロープ4

支援物資を積んだ車両をそのまま収容でき、広大なフロアは

仕分け作業もしやすいなど、機能性を発揮。

2004年10月に発生した新潟県中越地震では、実際に自走

式立体駐車場が支援物資の発着拠点として利用された例も

見られました。

支援物資の発着拠点にも5

自走式立体駐車場は広い空間と堅牢な屋根床版を持つため、

多くの人を収容することができ、初期避難施設としての役割

を果たすことができました。

石巻市の2層３段型自走式立体駐車場、多賀城市の3層４

段型自走式立体駐車場には、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ました。

大人数を収容できる3

水の力を逃がす開放性

06 07

井桁状の構造材の入った床版

P6 P7

「認定品表示板制度」が始まりました

制度発足までの経緯・経過
「認定品かどうかの判別を容易に」

当工業会では、一昨年（平成28年）自走式駐車場の
耐津波性能をまとめ、『地震・津波・洪水に強い国土
交通大臣認定自走式立体駐車場』のパンフレット及び
技術資料『考え方と検討条件について』『許容浸水深早

（一社）日本自走式駐車場工業会では、認定駐車場が建築基準法で定められた構造の安全性や防
災性の内容について国の厳しい審査を受け、更に、この認定を受けるために当工業会における構造
や防災、維持管理上の自主基準をクリアした高い安全性や品質を備えていることを事業主や管理者、
利用者などより多くの方にご理解いただくために、加盟するメーカー会員企業（計16社）が設計・
施工を行い、2018年1月以降に竣工する国土交通大臣による「耐火建築物」の認定を受けた駐車
場（認定駐車場）に、「認定品表示板」を表示する制度をスタートさせました。

見表』を作成し、関係する自治体等へ配布するなどの活
動を進めてきました。また、その一環として、同年11
月には、南海トラフ地震による津波への対応が求めら
れる地域の主な自治体を直接訪問し、東日本大震災に

パンフレット
『地震・津波・洪水に強い国土交通大臣認定自走式立体駐車場』

許 容 浸 水 深
早　見　表

技術資料

2016年7月

一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

国土交通大臣認定自走式立体駐車場
“耐津波性能 ”

事実、自走式立体駐車場は津波避難施設として機能しました

安 全 性

■ 壁面の開放性や骨組みの構成など、仕様が予め決まっています
■ 国土交通省技術的助言「津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法に係る追加的
　 知見について」（平成23年）に準拠した計画が可能です
■ 6層7段まで対応するため、想定浸水深さに応じた計画が可能です

火災時の煙の蓄積によるフラッシュオーバー防止のため、

原則として外壁を設けない構造。このため津波の力を受け

る部分が少なく、津波に強い構造体となっています。

一般的な一貫計算プログラムを用いた耐震設計に、プラス

アルファの一手間で耐津波検討が可能です。

コ ス ト

国土交通大臣認定品は基本的仕様が決まっているため、

耐火被覆不要、消火設備簡易化、建築確認簡略化などにより

工期、コストを抑えることができます。安全性、多機能性を

考慮した際の費用対効果が大きいといえます。

文字どおり、自動車等で各層（フロア）の

駐車スペースまで自走する方式の駐車

場。大型商業施設などに併設されること

も多く、国土交通大臣認定品としては現

在では6層7段（6階建て＋屋上）まで用意

されています。

自走式立体駐車場とは

防耐火認定、型式適合認定など、防災・構

造等の安全性を厳しく審査され、国土交通

大臣の認定を受けます。国の厳しい基準を

クリアしていることは、機能や性能を判断

する大きな指針のひとつといえます。

国土交通大臣認定制度

耐震性能

防耐火性能

設備機器の
安全性能

消防設備の
設  置

延焼防止
性  能

国 土 交 通 大 臣 認 定

2011年3月11日の東日本大震災では地震、津波により大きな被害が生じました。
この大災害の中、倒壊せずに残った大規模建築物に
大型商業施設や遊技施設などに併設された自走式立体駐車場があります。
当工業会が調査したところ、構造接続部分の想定内の変形の発生や、一部の囲いやALC板の破損等が
確認されましたが、それ以外の被害は見られず
また、一部は津波の避難場所として使われたこともわかりました。

津波避難ビルとしての自走式立体駐車場の特徴

撮影：本田  豊

04 05

専用スロープ
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国 土 交 通 大 臣 認 定

P4 P5

技術資料 
『許容浸水深早見表』

技術資料
『考え方と検討条件について』

おける実証等を踏まえ「自走式立体駐車場が津波避難
施設として有効に機能する」ことを説明して廻りました。
その折りに、訪問した自治体からは「自走式駐車

場が津波避難施設として役立つことは理解できたが、
実際に市街地等に建つ自走式駐車場の中で、どれが
大臣認定駐車場に該当するのか判別が難しい」など

当工業会に加盟のメーカー会員が建築基準法に定める防耐火に関する国土交通大臣の認定（型式適合認
定を含む）を受けた自走式立体駐車場を指します。認定駐車場は、構造の安全性や防災性の内容について国
の厳しい審査を受け、構造耐力、防災避難、維持管理などに関する当工業会の自主基準にも沿った安全で安
心な建築物であり、これを明示するための信頼の証が国土交通大臣「認定品表示板」となります。

－認定駐車場の特徴・メリット－
認定駐車場は、①主要構造部である柱・梁（はり）等の鉄骨に耐火被覆を必要とせず、②防火区画や防火シャッ

ター、泡消火設備を不要とする緩和措置を受けて消火設備を簡易にできること、③原則として外壁を設けない
開放された構造であり、地震や津波にも強
いこと、④基本的仕様が決まっていること
による工事期間の短縮、ひいては④建築コ
ストの圧縮を図れるなど多くのメリットを
有しています。

「認定駐車場」とは……？
what's「認定品表示板制度」？

技術資料

技術資料

国土交通大臣認定自走式立体駐車場
“耐津波性能 ”「許容浸水深早見表」

考え方と検討条件について

2016年7月

一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

自治体訪問の様子（平成28年11月）

の意見がありました。
これを受け当工業会企画部会において、認定駐車場
の識別（差別化）を容易にし、認定駐車場を利用される
方をはじめとして広く一般の方にも認定駐車場という
建築物を知っていただく必要があるとして、具体的な
方策の検討が進められました。
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自走式立体駐車場
「認定品表示板制度」が始まりました

巻頭
特集

“前回”の反省等を踏まえ

取扱要領（ルール）の制定

仕組みづくり（3か月毎の取り纏め・受け渡し）

その方策として、かつて（平成6年当時から）実施さ
れていた認定駐車場物件に掲示するための「工業会会
員表示シール」（以下、会員表示シール）を改めて活
用してはどうか、ということが提案され、その後に実
施された会員アンケートの結果等も踏まえて改めて
協議検討がなされました。
当時の会員表示シールには、各社の会員企業名や認
定自走式駐車場固有の型式番号等が印刷されていた
ため汎用性が低く、素材も薄い粘着シール状のもので
あったことから経年劣化等が進み易く、次第に会員の
間でも活用（表示等）される機会が減っていきました。

（一社）日本自走式駐車場工業会では、認定駐車場
が建築基準法で定められた構造の安全性や防災性の
内容について国の厳しい審査を受け、更に、この認定
を受けるために当工業会における構造や防災、維持管
理上の自主基準をクリアした高い安全性や品質を備
えていることを事業主や管理者、利用者などより多く

その結果、現在では会員の中でも会員表示シールの存
在があまり知られていない、ということがアンケート
結果で浮き彫りになりました。
このような反省を踏まえ、会員表示シールの汎用性
を高めるために会員企業名は敢えて入れず、素材も
銘板のような風雨等に耐えうるしっかりした材質（ア
ルミ複合板等）のプレートを採用することで企画部会
（案）とすることが了承されました。
その後の理事会において「認定品表示板」を活用する

ことが基本的に了承され、具体的な実施に向けた詳細等
については企画部会において整理と検討を行い、実施に

複数階からなる立体駐車場で、スロープ等を利用して利用者自らが自動車を運転して走行させることにより目的階の
車室に駐車させる形式のものです。フラットな駐車スペースを持つ「フラット式」、段違いの駐車スペースをスロープで
接続した「スキップ式」、らせん状のスロープに面して駐車スペースを配置した「連続傾床式」の3タイプがあります。

「自走式立体駐車場」とは……？

向けた実務的な作業を進めていくこととされました。
建築基準法に基づく国土交通大臣認定を受けた自

走式駐車場に、かかる事実を示す「認定品表示板」（以
下、表示板）を表示することについて、事前に当工業
会から企画部会担当理事と事務局が国土交通省（住宅

このような経緯を踏まえ、当工業会では「認定品表
示版」に関する手続き等を定めた「取扱要領」の策定に
取りかかりました。この「取扱要領」では、（目的）を
はじめ（対象とする駐車場）、（表示板の仕様等）など
制度の基本となる部分を定めました。その中でも特徴
的なのは、表示板に通算発行番号（5桁の連続番号）を
明記する規定です。これにより、表示板の偽造や盗難
を未然に防止し易くすると共に、他社や非会員への譲
渡、貸与の禁止を「取扱要領」で謳うこととしました。

「認定品表示板」取扱要領では、表示板の請求と配
布時期の方法等について四半期（3か月）毎に一度の
ペースで、取り纏めと受け渡しを行うルール（仕組み）
としています。これは建設中の駐車場について、およ
そ3か月前には竣工・（施主への）引き渡し予定の時

局建築指導課）を訪問して相談を行いました。
これに対し、”表示板の表示等について特段の規定
等は定めていないが、工業会においてしっかりとルー
ル等を定め（誤解等が生じないように）運用頂ければ
良い”との見解をいただきました。

この「取扱要領」は企画部会等の協議、並びに全
メーカー会員を対象とする事前説明会を経て、昨年
（平成29年）9月に企画部会（案）とすることが了承さ
れました。取扱要領（企画部会案）は10月開催の臨時
理事会にて協議がなされ、「認定品表示板」制度の実
施及びその施行時期等についての承認を経た後、同日
開催の臨時社員総会に諮り、「認定品表示板」取扱要
領として正会員全会一致による承認決議を得るに至
りました。

期が読めること、表示板の請求・受け渡しの事務等を
集約し効率的に行えるという理由によります。
なお、2018年1月から3月の第一四半期における

「認定品表示板」の発行状況は、メーカー会員9社に
対し計20枚を発行しています。

フラット式 スキップ式 連続傾床式

No.10001
「認定品表示板制度」を確かなものとするために

表示板そのものにも
存在感を

what's「認定品表示板制度」？

の方にご理解いただくために、加盟するメーカー会員
企業（計16社）が設計・施工を行い、2018年1月以
降に竣工する国土交通大臣による「耐火建築物」の認
定を受けた駐車場（認定駐車場）に、「認定品表示板」
を表示する制度をスタートさせました。
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自走式立体駐車場
「認定品表示板制度」が始まりました

巻頭
特集

「認定品表示板制度」の認知度向上・普及への取り組み
より多くの方に知っていただくために
記者発表を開催

ホームページの活用

NPマークのPR・認知度向上

当工業会では「認定品表示板」制度の開始にあたり、
クライアントや関連事業者の理解と協力を得るために
は周知が必要との立場から、昨年（平成29年）12月
11日に国土交通記者会ならびに国土交通省建設専門
紙記者会に加盟する各社宛にプレスリリースの配布及
び案内を行い、希望する新聞各社に対して飯島理事長
同席のもと記者発表を行いました。（本プレスリリー
スの内容はP.10に掲載しています。また、当工業会
ホームページ〔お知らせ2017.12.11〕からもご覧いた
だくことができます。）
記者発表では飯島理事長より、「建築基準法に基づ

く国土交通大臣の認定を受けた自走式駐車場が、構造
の安全性や防災性の内容について国の厳しい審査を受
け、当工業会の自主基準にも沿った安全で安心な建築
物であること」や、「東日本大震災で津波からの避難施
設としての役割を果たしたこと」、さらには「本制度に
よって高い安全性と優れた品質を身近に感じてもらう
ことで、自走式認定駐車場の社会的認知度の向上と普
及を図りたい」こと等についての説明を行いました。

前述のとおり当工業会では、認定品表示板制度についての
「プレスリリース」をホームページ（http：//purepa.or.jp/）
に掲載するとともに、新聞各紙等の報道についても随時ホー
ムページ〔お知らせ〕等でご紹介しています。また、各会員企
業におけるホームページ等においても「認定品表示板」制度の
定着に向けて告知やご紹介を展開していくよう協力を要請し
ています。

http://purepa.or.jp/

「認定品表示板」制度のスタートと並行して、このNPマー
クの周知を図るため、当工業会では会員会社の役職員の利用
する名刺についても、表示板の図柄である”NPマーク”を名刺
に表示することとしました。各会員企業における既存の名刺
にも手軽に貼ることが出来る名刺貼付用の”NPマーク”の入っ
たシールを、各社毎に一千枚単位で作成・配布を行いました。
更に今後は、各会員企業のパンフレット等にも”NPマーク”を
表示等頂けるよう工業会としてお願いをしていく予定です。

2011年3月11日の東日本大震災において、石巻市の2層3段型自
走体駐車場、多賀城市の3層4段型自走式駐車場等には、地震で被害を
受けた方が避難していたことが確認されました。現地調査によって、自
走式立体駐車場には次のような“強み”があるという考察を得ています。
まず、床版は合成スラブを用いた鉄骨構造であり、その床版を多くの

柱が支える強度の強い安定構造により、地震に対する強さを発揮しま
した。広い空間と堅牢な屋根床版は多くの人を収容することができ、初
期避難施設としての役割を果たすことができました。
そして認定品は原則として外壁を設けない開放された構造のため、広い開放部を津波が通り抜けることで、

その圧力に耐えることができました。なお、各層をつなぐ幅の広い緩やかな傾斜路は、車いすでの移動を含め、
多くの人が上層へ上がりやすかったと考えられます。
このように、自走式立体駐車場は津波避難施設として多くのメリットを有しているといえます。

認定駐車場が地震や津波等の水害に“強い”理由とは…？

津波被災時の様子（撮影：本田 豊）

No.10001

040

この2018年1月より、（一社）日本自走式駐車場工業会が新たな取り組みとして「自走
式駐車場の認定品表示板制度」をスタートさせる。国土交通大臣認定自走式立体駐車
場について、表示パネルを掲示するとし、2017年12月11日に記者発表が行われた。

  本年1月より
日本自走式駐車場工業会が
「認定品表示板制度」をスタート

品 No.10001

今後新設される認定駐車場に掲示

この「認定品表示板制度」が示す「認定品」とは、同工業会
に加盟するメーカー会員が建築基準法に定める防耐火に関す
る国土交通大臣の認定（型式適合認定を含む）を受けた自走式
立体駐車場（認定駐車場）のこと。認定駐車場は、構造の安全

性や防災性の内容につい
て国の厳しい審査を受け
「構造耐力、防災避難、維
持管理などに関する同工
業会の自主基準にも沿っ
た安全で安心な建築物で
ある」（同工業会）と定義
付けられる。
これまでも当然ながら
認定駐車場は存在してい
たが（ 1992年以降全国に
約9,300件）、一般利用者
からすると、その駐車場
が認定品か否かを判別す
るのは難しかったため、こ
の認定品表示板制度をス
タートさせたという。
認定品表示板は、該当
する駐車場の歩行者出入
口やエレベーターホールな
ど、人の目に入りやすい場
所に掲示される。なお、表
示板の掲示は2018年1月
以降に竣工する認定駐車

場が対象で、既に竣工済みの駐車場は「現時点では対象外とし
ている」とのこと。
従来からあるこの認定品制度の認知度を高めようというこ

の取り組みの大きなきっかけは、先の東日本大震災にあるとい
う。津波被災地域にあった認定駐車場が避難施設として実際
に有効に機能したのだ。これは、認定駐車場ならではの構造や
仕組みが大きくプラスに働いたため。認定駐車場が有する特徴
は̶̶①主要構造部である柱・梁（はり）等の鉄骨への耐火被
覆が不要。②防火区画や防火シャッター、泡消火設備を不要と
する緩和措置により消火設備を簡易にできる。③原則として外
壁を設けない開放された構造のため地震や津波に強い。④基本
的仕様があり工期の短縮が可能。⑤建築コストの圧縮̶̶な
どがあり、このうちの③耐津波性能についてさらにいえば、上
階へ上がるスロープが広く緩やかなため、車椅子の人を含め多
くの人が一度に避難できるなど、普段駐車施設としてなじみの
あることが、非常時にも避難施設として活用されやすい津波避難
施設としての適性に優れているという点も挙げることができる。
対策が求められる南海トラフ巨大地震に対しても、同工業会と
してこれらの有効性をアピールしていきたいという。
同工業会の飯島登美夫理事長は「認定駐車場が持つ高い安全
性と優れた品質を身近に感じていただくことにより、社会的認
知度の向上と普及を図りたい」としている。

記者発表で表示板を示
す飯島登美夫理事長。
表示板はB5サイズ。

一般社団法人日本自走式駐車場工業会
TEL：03 （3456）0781　URL：http：//purepa.or.jp/

DATA
（問い合わせ）

安全への取り組み

記者発表する飯島理事長

髙津専務理事

若山事務局長

what's「認定品表示板制度」？

記者発表時の様子（飯島理事長（中央）ほか）

記者発表は新聞各紙・
業界紙に掲載された

○○○○

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○-○○○

○○-○○○○-○○
○○

○○-○○○○-○○
○○

○○○○○○○○○
○○○

○○ ○○○
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（2017年12月17日発行）（2017年12月17日発行）
プレスリリース 

2017年 12月 11日 

「自走式駐車場の認定品表示板制度が始まります。」

一般社団法人日本自走式駐車場工業会

当工業会では、2018 年 1 月より認定品表示板制度の実施をスタートすることと致しました。
当工業会に加盟するメーカー会員企業（ 社）が設計・施工を行う自走式の認定駐車場 ※

には順次、本制度に基づく「認定品表示板」を駐車場の利用者の方などが見やすい場所に表

示する制度が始まります。

この制度は、認定駐車場が建築基準法で定められた構造の安全性や防災性の内容につい

て、国の厳しい審査を受け、国土交通大臣による「耐火建築物」の認定（一般的に防耐火の認

定といわれます）を受けたものであることを明示する制度です。更に、この認定を受けるために

当工業会における構造や防災、維持管理上の自主基準をクリアした高い安全性や品質を備

えていることを、認定品表示板を通して事業主や管理者、利用者などより多くの方にご理解い

ただくものです。

この制度によって、利用者の方をはじめ広く一般の方にも、認定駐車場が持つ高い安全性と

優れた品質をもっと身近に感じていただくことにより、自走式認定駐車場の社会的認知度の向

上と普及を目的としています。

なお、認定品表示板は2018年1月以降に竣工する認定駐車場について、お客様へお引き
渡しする前に表示をさせていただきます。

〇自走式立体駐車場とは

複数階からなる立体駐車場で、スロープ等を利用して利用者自らが自動車を運転して走

行させることにより目的階の車室に駐車させる形式のものです。

〇認定駐車場 ※ とは

当工業会に加盟のメーカー会員が建築基準法に定める防耐火に関する国土交通大臣の

認定（型式適合認定を含む）を受けた自走式立体駐車場を指します。認定駐車場は、構造

の安全性や防災性の内容について国の厳しい審査を受け、構造耐力、防災避難、維持管

理などに関する当工業会の自主基準にも沿った安全で安心な建築物であり、これを明示す

るための信頼の証が国土交通大臣「認定品表示板」となります。

〇認定駐車場の特徴・メリット

認定駐車場は、①主要構造部である柱・梁（はり）等の鉄骨に耐火被覆を必要とせず、②

防火区画や防火シャッター、泡消火設備を不要とする緩和措置を受けて消火設備を簡易

にできること、③原則として外壁を設けない開放された構造であり、地震や津波にも強いこと、

④基本的仕様が決まっていることによる工事期間の短縮、ひいては⑤建築コストの圧縮を

図れるなど多くのメリットを有しています。

（上記に係る問い合せ先）

一般社団法人日本自走式駐車場工業会

事務局 髙津 ・ 若山

電話 03 ( 3456 ) 0781
mailto:info-web@purepa.or.jp 

No.10001

［資料］
「認定品表示板制度」プレスリリース

（2017年12月17日発行）
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「	自走式駐車場議員連盟」
	新体制が発足しました

本年（平成30年）1月18日に自走式駐車場議員連盟総会が開催されました。
昨年10月に行われた衆議院議員選挙の前に退任された佐田玄一郎前会長の後任として佐藤信
秋参議院議員が新会長に、渡辺博道衆議院議員が新副会長に、大塚高司衆議院議員が新事務局
長にそれぞれ選任され、新体制となりました。

【自走式駐車場議員連盟 総会】
日時：	平成30年1月18日　午前	9：30	〜
場所：	自民党本部	8F	リバティー4
議題：	1．議員連盟会長等役員の選任について
	 2．日本自走式駐車場工業会の現状と課題等について
	 3．その他
出席者：	［議員連盟］
	 	 	 衆議院議員	 渡辺博道	先生（事務局長）
	 	 	 衆議院議員	 大塚高司	先生（事務局次長）
	 	 	 参議院議員	 佐藤信秋	先生（副会長）
	 	 	 参議院議員	 松村祥史	先生
	 	 ［国土交通省	住宅局］
	 	 	 局長	 伊藤	明子	様
	 	 	 建築指導課長	 淡野	博久	様
	 	 	 企画専門官	 松井	康治	様
	 	 ［日本自走式駐車場工業会］
	 	 	 理事・監事（計10名）、事務局

【自走式駐車場議員連盟	議員名簿】（衆議院議員5名、参議院議員4名）
（2018.1.18現在）

所属 議員名 議連役職名

衆議院

額賀 福志郎 先生 顧問
渡辺 博道 先生 副会長（新任）
金田 勝年 先生 副会長
平口 洋 先生
大塚 高司 先生 事務局長（新任）

参議院

佐藤 信秋 先生 会長（新任）
松村 祥史 先生
青木 一彦 先生
島田 三郎 先生 事務局次長

お知らせ
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皆さん明けましておめでとうございます。

旧年中は皆様に一方ならぬご支援、ご協力を賜りま

して、誠にありがとうございます。本年もよろしくお

願い申し上げます。

本日、この会に先立ちまして自走式駐車場議員連盟

の総会が開催され、参議院議員の佐藤信秋先生が今

回新たに議連の会長にご就任されました。佐藤先生は、

平成2年の当工業会発足の際、建設省の中で携わって
いただいていたとのことで、非常に心強く思っていま

す。また、これまで事務局長として我々の後押しをし

ていただいた衆議院議員の渡辺博道先生には、これか

らは副会長として引き続きご指導をお願いをすること

になりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

今申し上げた通り、当工業会は平成2年に発足しまし
て、早30年近くが経ちました。ここまでいろいろな道の
りがありましたが、皆様方のご支援の賜物で、今日ここま

で来たということです。改めて御礼を申し上げる次第です。

さて、2018年がどのような年になるか。今年は「戊
戌」ということで、良くなるものについてはどんどん良

くなり、逆に下

がる部分につい

てはどんどん下

がっていく。そ

んな年になると

いわれています。

そういう意味で

は私達次第というこ

とで、切磋琢磨してこ

の1年を良くすること
はできるのではないかと思います。工業会一同、結束

して良い年にしていきたいと思いますので、皆様ご協

力のほど、よろしくお願いいたします。

当工業会の活動、そして課題についてお話をさせて

いただきたいと思います。ひとつは東日本大震災の経

験を踏まえ、私どもの認定駐車場が津波に非常に強く、

また避難施設としても活用されたという例もありまし

たので、防災に強い施設として、広く知っていただこう

ということで活動してまいりました。議連の先生方、そ

して国土交通省にもご理解を賜り、認定駐車場の中に

防災備蓄倉庫を設置することも可能になりました。こ

れについては案内パンフレットの作成等も行い、一昨年

11月には南海トラフ巨大地震の被災が想定される地域
の自治体を訪問させていただき、ご説明させていただき

ました。この活動で明らかになった課題というのは、認

定駐車場というのがどういったものなのか、残念ながら

認知されていないということを痛切に感じたことです。

これを踏まえ、工業会の中で議論を重ね、社会的な認知

度を高めることを目的に「認定品表示板制度」をスター

トさせました。今年の1月以降に竣工する認定駐車場に
この認定品表示板を掲示して「認定駐車場である」とわ

かるようにし、認定駐車場が「安全・安心で品質の高い

もの」であるということを広く一般の方々に知っていた

だけるよう、進めていきたいと思います。今日お集まり

の会員各社の皆様にご理解、ご協力いただくことになろ

うかと思います。よろしくお願いいたします。

また、環境もどんどん変わってきています。2020年
には東京オリンピック・パラリンピックの開催が控え

ています。クルマもどんどん変わってきています。今

では、アメリカのシリコンバレーでは自動運転のクル

マが走り回っているとのことです。私どもはとくに自

動運転について、駐車場とクルマというのは切っても

切り離せないものです。現在、自動運転については国

土交通省、そして経済産業省でも取り組まれていると

聞いています。「自動走行のビジネス検討会」の議論

の行方、内容等について大いに関心を持っています。

その方向に即した駐車場として我々も対応していくこ

とが必要になろうかと思います。

今後も当工業会をますます充実、発展させていくた

めに、本日ご列席いただきました来賓の方々、そして

会員の皆様の絶大なるご協力をお願い申し上げます。

皆様のご繁栄とご健勝を祈念いたします。本日は

誠にありがとうございました。

明けましておめでとうございます。

前会長の佐田玄一郎先生の後を受け、会長として

のご指名をいただきましたので、ありがたく引き受

けさせていただきました。

自走式駐車場との関係は、工業会が発足された頃、

私は道路局の事業調整官を務めていました。議員に

なってからはこの議連に入り、いろいろな課題に取

り組んでまいりました。

飯島理事長からお話があった通り、認定駐車場は

震災、津波に強く、普段から多用途であることが期

待されています。今後ますます機能が充実していく

ことになると思います。インフラとしてしっかりし

たものであり、一層の普及を図るべく取り組んでま

いりたいと考えております。議連としても渡辺博道

先生には副会長にご就任いただき、力を合わせてま

いります。

さて、最近の話題

として、東京ディズ

ニーランドの駐車場として立体駐車場が新設される

とのことです。まちの大きなショッピングモールな

どでの駐車待ちや混雑、近隣の渋滞の問題を解消し、

震災時などいざというときに役に立つ認定駐車場の

普及を促進していくことは、非常に大切なことだと

思っております。

議連としても一生懸命取り組んでまいります。今

年1年ばかりではなく、5年先、10年先を見据えな
がら、自走式駐車場の明るい未来を構築していきた

い。そう思っておりますので、どうぞよろしくお願

い申し上げます。

ご参会の皆様のご健勝、ご繁栄をお祈りしております。

平成30年 新年賀詞交歓会レポート
日本自走式駐車場工業会の新年賀詞交歓会を1月18日に､ 東京都千代田区のホ
テル ルポール麹町にて開催しました｡ 佐藤信秋新会長を始めとする自走式駐車
場議員連盟の議員の方々や国土交通省の幹部の皆様､ 関係･友好団体の幹部の
皆様にもご臨席いただき､ 明るい表情で意見交換が行われる盛会となりました｡

一般社団法人 日本自走式駐車場工業会 理事長　飯島登美夫 氏

新たに始まった認定品表示板制度を通じ､
認定駐車場の｢安全･安心｣の認知度向上に努めたい

自走式駐車場議員連盟 会長　参議院議員　佐藤信秋 氏

5年先､ 10年先を見据え
明るい未来を構築していきたい



14 15

平成30年 新年賀詞交歓会レポート

年頭に当たりまして、ご出席の皆様方お一人お一

人のご健康とご多幸をお祈り申し上げ、また、それぞ

れの会社のご発展を心からご祈念申し上げます。

今年は「戊戌」の年です。「戊」も「戌」もどちらも

「茂る」という意味があります。季節でいうと暖か

い春から夏に変わるときとなります。樹の枝が伸び、

葉が生い茂ると日当たりが悪くなり、風通しも悪くな

ります。剪定を行って枝や葉を切り、日当たりや風

通しを確保し、同時に枯れないように木を保護する

ことが必要です。会社に例えれば、無駄を省いて簡

素化する。停滞・沈滞ムードを廃して発展を心がける。

そうすると運気が上昇し、立派な年になるというこ

とです。

今年はEVとAIの時代と言われています。皆様に

大きく関係するのは

自動車です。（レベル

3での）自動運転車で
は、運転者は乗っているものの、運転はしません。特

別な危険が迫った際に対応するために乗っているだ

けです。いずれは運転者はいなくなります。

やがては空飛ぶクルマも出てきます。これは笑い

話ではなく現実の話です。今真剣に試作車も造ら

れています。いわばドローンを大きくしたものに人

を乗せるということです。自動運転にしても空飛ぶ

クルマにしても、求められる駐車場の機能や操作も

まったく今とは変わってくると思われます。会員の

皆様にも大きな変化が求められるでしょう。

皆様の今後のご発展を心より祈念しております。

明けましておめでとうございます。

お招きいただき誠にありがとうございます。また、

議連の先生方、工業会の方々には常日頃国土交通行

政に多大なるご尽力をいただいていることに御礼を

申し上げます。

津波避難ビルとして防災備蓄倉庫を設ける、或いは

内閣府のガイドラインでもちゃんと位置づけて、事例

集に認定駐車場を盛

り込む、こういったこ

とを行いましたので、

今後はいかに普及していくかという段階に入ったと思

います。駐車場、そして自動車を取り巻く状況は非常

に変わってきています。自動バレーパーキングについ

ては、警察庁、国土交通省により2018年に専用駐車場

皆様、新年明けましておめでとうございます。

自走式駐車場議員連盟が新たな出発をいたします。

新会長に佐藤信秋先生、事務局長を務めさせていた

だいた私が副会長、そして私の後任の事務局長とし

て、これまで事務局次長を務めていただいた大塚高

司先生に就任してい

ただきました。佐藤

新会長をしっかりと

お支えし、工業会の皆様が大きく飛躍することを祈

念いたします。

中締めは赤松 聡副理事長が執り
行い､一本締めでお開きに

〔乾杯ご発声〕

日時：平成30年1月18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

で実証実験を行う。こういう段階にあります。となる

とやはり駐車場は変わっていくことになります。また、

私どものまちづくりの観点でいいますと「コンパクト

シティ」というものがあります。ひとつひとつの敷地に

駐車場を設けるのではなく、まとめて集約化したほう

がいい、という考え方もある。そうすると皆様に新た

にやっていただくこともあるのではないかと思います。

新しい時代に向けて自走式駐車場が発展し、飛躍

していくことが大切です。

ここにいらっしゃる皆様のご健勝を祈念いたします。一般社団法人 日本自走式駐車場工業会 特別顧問　野呂田芳成 氏

駐車場の機能にも
大きな変化が求められる

国土交通省 住宅局長　伊藤明子 氏

自動運転への対応など
新しい時代に向けた発展､ 飛躍を

自走式駐車場議員連盟 副会長　衆議院議員　渡辺博道 氏

新体制のもと
しっかりと活動していく
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本駐車場は横浜市中区山下町の中華街東門（朝陽

門）から徒歩1分程度の場所に建つ9階建ての在来工
法による自走式立体駐車場である。中華街飲食店の

経営者等により構成された横浜中華街パーキング協

同組合が施主となり、旧中華街パーキングは1972
年（昭和47年）12月に建築された。その後建て替え
を経て、1998年（平成10年）8月にリニューアルオー
プンし、現在まで同組合によって管理運営が行われ

ている。

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開
催を控え、外国人観光客を含む観光需要等の増加が

見込まれる中、観光バスなど大型車両を収容可能な

立体駐車場のニーズも高まることが予想される。し

かし、現時点で大型車両を収容可能な大臣認定駐車

自走式立体駐車場の建築主（顧客）として会員企業

との接点も多いパチンコ等遊技場施設の業界に関し

ては、今後の動向について関心を持つ会員企業も多

い。そこで今回は、主にパチンコ店等に対するコン

サルティング業務で実績のあるチャージ株式会社の

取締役である椎塚丈夫氏を講師にお招きし、講演を

頂くこととなった。

講演では、パチンコ産業の市場規模や遊技人口の

推移、1人当たりの投入金額の変化など、実際のデー
タに裏付けされた分かりやすい解説を聞くことがで

きた。数々の規制強化等により遊技人口自体は減少

傾向が続いている中、1人当た
りの投入金額は逆に増えてい

ることなど大変興味深いお話

しをいただいた。講演で初め

て耳にする専門用語やパチン

コ・パチスロ業界の商慣習な

どを知ることで、同業界の置

かれた現状や将来に向かって

の厳しい経営環境などに触れることができた。必ず

しも駐車場の需要拡大に即結びつくものではないか

もしれないが、合従連衡が進む同業界の顧客に対す

るアプローチ戦略を練り直す上で、一つの示唆を得

る良き機会になった。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊

夕刻からは会員協議会恒例の懇親会が講演会場と

同じホテル内にて開催された。関東のみならず関西

地区に本社を置く会員企業からの参加者も交えて、

相互に意見や情報を交換し、懇親を深める有意義な

機会となった。

①大型観光バスは最大11台（普通車
は500台）まで収容可能 ②駐車場建
物内部に設けられた明るい利用者ス
ペース （横浜中華街パーキング） ③
大型バス用駐車場入口（手前）と普通
車用入口（右横） ④大型バスを収容
できる階高のある駐車場1階を見学
する会員（横浜中華街パーキング）

場の事例は少ない。そのような理由から、今回は既

に駐車場の建築や運営面において実績のある在来工

法による本駐車場施設を見学先とした。

本施設は1階部分に大型観光バス駐車場を備えた
9階建て（9層10段型）自走式立体駐車場であり、別
に設けられた専用入口からは普通車約500台を収容
可能な造りとなっている。駐車場内部は螺旋（らせ

ん）状のスロープに面して駐車スペースを配置した

連続傾床式と呼ばれるタイプで建築されており、駐

車場6階には急速充電器（2基）も設置されていた。
駐車場1階部分はその階高を高くして設計されてお
り、駐車スペースには大型観光バスが最大11台ま
で収容可能となっている。また、駐車場に隣接した

建物内1階には、利用者のための休憩スペースや新

システムの料金精算機などがゆったりと配置されて

おり、落ち着いた明るい空間が設けられていた。

当日は現地の管理運営会社である同組合の責任者

の方から、本駐車場の概要、建築の経緯や今日まで

のトピック、現在の利用者の状況、運営状況などを

お聞きすることができた。意外に感じたのは、大型

観光バスに関わる駐車場事業が決して利益率の高い

事業ではなく、地域貢献（ボランティア）活動に近

いものであるということ、また、今後の市場予測に

関する見通しについても、観光バスの駐車場ニーズ

は今後減少していくと見ていることなどであった。

長年に亘って大型車両に関わる駐車場事業に携わっ

てきた同社の説明には説得力があり、”意外な感じ

はしたが非常にためになった”という感想が、会員

企業からいくつか寄せられた。

❹
❶

❸

❷

⑤バス駐車場事業の運営状況等について興味深く聞く会員
⑥駐車場6階に設置された急速充電器（2基） （横浜中華街パーキング）

講師（椎塚氏）による講演がいよいよスタート ビジュアルで詳細な配布資料に目を落とす会員

❻❺

第29回会員協議会を横浜市にて開催
平成29年6月7日（水）第29回会員協議会を横浜市にて開催しました。会員企業より計37名が参加した
今回は、大型観光バス等を駐車可能な在来工法による9階建て自走式立体駐車場の見学、会員企業の
顧客として接点も多いパチンコ業界の今後の展望等についての講演を行いました。

横浜中華街パーキング（在来工法9層10段型自走式立体駐車場）

「パチンコ業界の現状と今後の展望」 （講演）
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に集まるという繁閑の差をどう振り分けるかが本プロ

ジェクトのキーであり、これを解決するために通常の

自走式駐車場で多く採用される旋回型スロープは止

め、目的階まで直接自走できる直線型のダイレクトス

ロープ（入口スロープ・出口スロープも完全に分離）

を採用したところが最大の特徴となっている。

また、6層7段の駐車場全体を大きく3層のグループ（1
～2階／3～4階／5～R階）に運営管理を区分し、3つ
の駐車場が1つに組み合わされた立体駐車場であるとい
うコンセプトを示された。これにより、通常期はレゴラ

ンドに通じる正面デッキがある3～4階を利用スペース
とし、混雑時には1～2階を追加して開放し、更に超繁
忙期には5～R階まで車を誘導して全体の混雑状況を見
ながら機動的に運営されているとのことであった。この

ような運営方法は管理会社の協力なくしては実現できな

い面もあるため、スタッフ配置も訪問当日は12名、繁忙
期は約100名というような繁閑の差に対応した、弾力的
な運営方法を採られているとのことだった。

本駐車場は名古屋市が目指している“金城ふ頭に広域

交流拠点を形成する”という計画に沿って、金城ふ頭地

区全体の円滑な自動車交通に寄与する中核施設として

整備が進められた集約駐車場施設である。敷地面積約

30,000㎡（300m×100m）・建築面積26,648㎡・延床
面積143,982㎡、6層7段、駐車台数5,010台という国内
最大級の規模を誇る巨大な自走式立体駐車場である。

近隣にはレゴランドジャパンをはじめ、商業エリア

であるメーカーズピア、JR東海のリニア鉄道館、名

古屋市国際展示場など集客施設が多数立地しており、

本駐車場で採用された総合評価一般競争入札方式に

よる募集の要項では①超繁忙期で1時間当たり約2,700
台の車の入出庫を可能にし、②入出庫における渋滞

時の滞留長（100m以上）を駐車場敷地内で処理する
ことが要求されていた。

本施設の設計及び建設業務は㈱竹中工務店が担い、

維持管理及び運営の業務は名鉄協商㈱が指定管理者

に指定されており、当日は㈱竹中工務店（名古屋支店

設計部）、並びに名鉄協商㈱（金城ふ頭駐車場

営業部）よりご担当者の方に現地までお越し

いただき、本施設の設計に関わるコンセプト

や想い、管理体制などについて詳しい説明と

現地案内、質疑応答のご対応をいただいた。

㈱竹中工務店によると、設計のポイントと

して毎日常に5,000台が利用する訳ではない
が、イベント開催時にはその5,000台が一気

④駐車場の概要について説明を受け
る会員 ⑤壁面に描画されたトリッ
クアートの一例 ⑥明るい車路車室
空間（エンゼルパーク駐車場）

①光や緑を貫通させる吹き抜け空間 ②車路車
室と分離された歩行者空間（天井にはミストシャ
ワーノズル） ③設計者の方によるデザインコン
セプトについてのご説明（レゴランド駐車場）

その他の特徴として、老若男女どのような利用者に

も分かり易い ⑴ 各階毎に異なるフロアカラーとグラ

フィック（壁面のイメージ写真）による識別、⑵（すぐ

に駐車して貰えるように）出来るだけ柱を無くした解放

感のある車路車室、⑶ 人が安全に歩行できる場所を分

かり易くした南北90m垂直に光や緑を貫通させる吹き

本駐車場は名古屋市の中心部、栄の100メートル道
路（久屋大通公園の地下）に昭和41年に開設された歴史
ある駐車場であり、1960年代初頭の栄地区における駐
車難や迷惑駐車、交通渋滞の解消をめざして整備され

た都市計画駐車場である。駐車場内部は地下1階・2階
の2層構造となっており、その下を地下鉄名城線が走り、
駐車場の上を公園スペースとして利用する建設当時で

は珍しい駐車場であったに違いない。

本駐車場は昭和40年代に建築された施設であるが、
車番自動認識システムを始めとする最先端の管制機器

等を導入しており、車の入出庫に機動的に対応している

点などが、今回の見学先として選定される大きなポイン

トとなった。

当日は管理運営会社である㈱エンゼルパークの担当

者より、駐車場管制機器等の活用状況、利用者の反応

などについてご説明をいただいた。施設の概要は、1
フロア約16,500㎡（南北280m×東西60m）、駐車台
数843台であり、車番自動認識システム・百貨店との
POSシステム連動駐車サービス、サポートカーの運行、

場内の壁面や柱のトリックアートの描画など本駐車場

の特色についても質疑応答を交え丁寧なご対応をいた

だいた。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊

今回は私たちが見学した2箇所の駐車場施設は建てら
れた時期も土地柄も大きく異なるが、共通するのは利用

者の目線に立って、安全で安心して使い易い駐車場と

は何かを重視した点にあると感じた。同様のことは大臣

認定駐車場においても言える筈であり、これからの認定

駐車場を考える上で示唆を得る良き機会になった。

抜け空間などの工夫が随所に見られた。⑷ ベビーカー

の利用を前提とした大型エレベーター、⑸ 夏の暑さ対

策用ミストシャワーの設置など、利用者目線に立った

安全で快適な歩行者空間もしっかり確保されていた。

屋上階まで開放した超繁忙期はオープン後、半年

で8日間程度であり満車状態はほとんどないとのこと
であったが、一方で“本施設を満車にしてはいけない”

との説明があった。これは高速道路と直結している本

施設の特殊事情にも因るが、“高速道路上の本線渋滞

だけは絶対に回避してほしい”との要望を市から受け

ているためとの説明があった。

本駐車場は以上のようなデザインコンセプトや工

夫が評価され2017年度グッドデザイン賞を受賞され
たとの説明に、至極当然との感想を抱いた。

駐車場ファサードには多種多用
の植栽を配置（レゴランド駐車場）

❶

❸
❷

❻

❺
❹

第30回会員協議会を名古屋市にて開催
― レゴランド駐車場他を視察 ―
平成29年10月4日（水）第30回会員協議会を名古屋市にて開催しました。会員企業より計39名が参加
した今回は、レゴランドジャパンオープンに合わせて平成29年2月28日に利用開始された最新の名古
屋市営金城ふ頭駐車場と、名古屋市栄の中心部に昭和41年に開設されながら最新の情報システムを導
入しているエンゼルパーク駐車場の視察等を行いました。

名古屋市営金城ふ頭駐車場
（レゴランド駐車場 ： 6層7段在来型自走式駐車場）

エンゼルパーク駐車場
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本研修会ではまず始めに「自動運転時代における社

会課題解決への挑戦」と題して株式会社ディー・エヌ・

エー 執行役員 オートモーティブ事業本部 事業本部長

　中島 宏氏が講演。すでに神奈川県藤沢市の一部で

運用が開始されている「ロボネコヤマト」（ヤマト運輸

との共同実用実験。将来的な無人運転化を視野に入れ

た、10分単位で受け取り時間帯を指定できる非対面デ
リバリーサービスなど）の取り組みなどを紹介した上

で、今後のモータリゼーションのあり方についてその

取り組みや方向性を示した。

続いてakippa株式会社 代表取締役社長　金谷 元気

氏が「月間50万人以上に宣伝できる『成果報酬型』コイ
ンパーキング集客サービス『パーキングアド』」と題す

る講演を行った。同サービスは、いわゆるコインパー

キング事業者向けのもので、コインパーキングの特定

の車室を同社の駐車場予約サービスに登録し、予約が

入り実際に駐車した場合、その料金に応じて一定の割

合が「広告料」として発生するという仕組みで、利用が

なければ広告料は発生しないとのこと。

続いて登壇したのは日産自動車株式会社 グローバ

ル技術渉外部 技術顧問　福島 正夫氏。「『日産インテ
株式会社ディー・エヌ・エー
執行役員 オートモーティブ事業本部 
事業本部長　中島　宏氏

akippa株式会社
代表取締役社長　金谷元気氏

日時：平成30年2月2日　　　会場：東京都千代田区　三菱ビル　コンファレンススクエア　エムプラス「サクセス」

日産自動車株式会社
グローバル技術渉外部
技術顧問　福島正夫氏

国土交通省
都市局 街路交通施設課
企画専門官　山田道昭氏

解説
日本躯体処理株式会社
代表取締役社長　平松賢士氏　他

第3回 技術部会研修会：平成30年1月31日 （水） 開催 （参加会員31名）

テーマ：「既存駐車場の防水改修工法及び、ひび割れ補修・車室ラインについて」

リジェントモビリティ』電動化／知能化の流れと駐車

場業への影響について」と題し、自動運転やEVに関す

る同社の取り組みを紹介。自動運転技術のロードマッ

プについて、今年2018年には高速道路における複数車
線での車線変更を含めた自動運転技術が、そして2020
年には市街地での交差点走行を含めた自動運転技術が

市場投入されることになっていると解説した。

続いて国土交通省 都市局 街路交通施設課 企画専

門官　山田 道昭氏が登壇。「駐車場政策の最近の動向

について」と題する講演を行い、駐車場供用台数等を

含めた整備状況や、余剰気味であることが顕在化して

いる駐車場附置義務制度に対する柔軟化といった考え

方、まちのにぎわいを創出するための駐車場の配置適

正化・高質化への考え方、更には機械式駐車装置の安

全対策への取り組みなどについて講演を行った。

解説
太平洋マテリアル株式会社
営業本部 混和剤営業部
部長代理 小沼孝仁氏

第1回 技術部会研修会：平成29年9月20日 （水） 開催 （参加会員33名）

テーマ：「合成スラブに生じるクラック等の対処方法について」

解説
JFE 建材株式会社 
建築建材技術部部長　渡邊誠司氏

（合成スラブ工業会 技術広報委員長）他

第2回 技術部会研修会：平成29年11月29日 （水） 開催 （参加会員36名）

テーマ：「デッキ合成スラブのひび割れ発生／原因と対策」

会場：東京都港区　田町スクエア

当工業会含む4団体主催
平成30年 新春駐車場研修会を開催
去る2月2日、当工業会のほか（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）立体駐車場工業会の4団体主催による「新春駐車場研修会」が開催されました。

技術部会　研修会を開催
本年度当工業会では技術部会が中心となり、昨今大型化・高層化している大臣認定駐車場に関わる
品質向上、安全性のアップ等に向けた会員各社の技術力向上に資する目的のため、各種材料等に関
する勉強会を開催しました。いずれの会のテーマも当工業会会員にとって関心の高い内容であり、
お招きした講師による講演・解説の終了後も活発な質疑応答が続きました。

主な内容
・デッキ合成スラブの設計概要
・設計上の留意点
・施工上の留意点　他

主な内容
・浸透性コンクリート改質材について
・コンクリート面のひび割れ補修
・既設構造物の防水改修施工事例　他

主な内容
1.コンクリートのひび割れについて
2.乾燥収縮ひび割れの現状と対策技術
3.ひび割れ低減材料について　他
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業界情報

編集後記 自然災害等に強い「大臣認定駐車場」の識別を容易にし差別化を図るための「認定品表示板制度」が
本年（2018年）1月から始まりました。今回号では本制度の実施に至るまでの経緯等を巻頭特集と
して掲載することと致しました。次号では、本制度の着実な実施状況を実際の事例等を交えてご紹
介していければと考えています。	 （W）

平成29年

		9	月		6	日	 執行理事会開催
		9	月13日	 平成29年9月度理事会開催
		9	月21日	 事前説明会開催
	 	 （認定品表示板制度に係る）
10月		4	日		第30回会員協議会開催
	 	 （名古屋市開催）
10月19日	 臨時理事会開催

平成30年

		1月18日	 議員連盟総会開催
		1月18日	 平成30年1月度理事会開催
		1月18日	 平成30年新年賀詞交歓会開催
		2月		2	日			新春駐車場研修会開催
		2月21日			第31回会員協議会開催
	 	 （福山市開催）

10月19日	 平成29年臨時社員総会開催
10月25日	 平成29年度中間会計監査実施
11月		6	日	 執行理事会開催
12月		6	日	 平成29年12月度理事会開催
12月11日	 認定品表示板制度に係る
	 	 記者発表
12月14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） 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 03-5439-1094

（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） 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

03-3667-4975

（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/
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/
（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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