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【表紙説明】

福岡市内店舗付個別認定駐車場
福岡市で、博多駅周辺と同じく商業ビル・オフィスビ

ルが建並ぶ天神地区に、南北にわたる渡辺通りからほど
近くに建設された店舗付個別認定駐車場。斜めに接続し
ている道路に挟まれた敷地を隅々まで有効活用して計画
しました。

紹介

新加入の賛助会員紹介

1 階を整備場、事務所等とし、2 階を来客用スペース、3

18

階より専用駐車場として利用。店舗部分には高速シート
シャッター等を採用し、周辺環境への騒音対策等にも配
慮しております。
外壁はALC、カラー鋼板を主とした組み合わせで、３

活動報告

工業会活動報告

20

東北視察研修会を石巻市、南三陸町他にて開催

階の設備スペースには外観を損なわないよう目隠しパネ
ルを使用し、用途に合わせた色調で、モダンな建物に仕
上がっています。

第34回会員協議会（研修会）を東京にて開催
第35回会員協議会(視察研修会)を高崎市他にて開催
技術部会 勉強会を開催
資料

会員名簿

26

メーカー

雄健工業株式会社

製 品 名

個別認定店舗付

施

A社

主

建 設 地

福岡県福岡市中央区渡辺通り

工

期

2018 年 8 月～ 2019 年 7 月

構

造

6 層 7 段連続傾床式ブレース構造

建設面積

1,019.30㎡

延床面積

4,280.86㎡

収容台数

98 台

収容台数
内訳

1F： 0台 2F： 0台 3F：12台
4F：23台 5F：25台 6F：20台
RF：18台

令和元年

定時社員総会・懇親交流会開催

本年（ 2019 年）5 月23日、令和元年定時社員総会・懇親交流会をホテルルポール麹
町（ 東京都千代田区）にて開催しました。総会では全議題が滞りなく承認され、臨時
理事会において以下の方が執行部として選任されました。
〔新執行部〕
理 事 長

飯島登美夫

（株）
内藤ハウス

副理事長

清家政彦

副理事長

栗本和昌

（株）
北川鉄工所

セイワパーク（株）

専務理事

髙津充良

（一社）
日本自走式駐車場工業会

執行理事

中川 賢

（株）
北斗システム

（新体制についてはP.7 ～をご参照ください）
ここでは、総会後に開催した懇親交流会における理事長及び来賓の挨拶を要約して
誌上再現します。

令和元年定時社員総会・懇親交流会

5 月 23 日

ホテル ルポール麹町（ 東京都千代田区）
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令和元年

自走式駐車場議員連盟 会長

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
令和元年の懇親交流会にお越しいただき、ありが

ンピック関連の大型工

貴工業会の定時社員総会・懇親交流会が盛大に執り行われま
したことをお喜び申し上げます。
自走式駐車場議員連盟の会長として、いざというときに自走

定時社員総会・懇親交流会開催

佐藤信秋 参議院議員
の活動を続けるためにも 7 月
の「挑戦」をクリアしなければ
なりません。3 期目の「 挑戦」

式駐車場が頼りになるのだ、という話を全国各地でさせていた

をさせていただきます。貴工

だいています。自走式駐車場は人が歩いて高層階へ避難するこ

業会の益々の発展のために今

とができる。車いすも上がることができる。しかも津波に強く、

後も微力を尽くしてまいりま

とうございます。先ほど開催された定時社員総会お

事 が 終 わ る と と も に、

地震にも強い構造を持っている。こうしたメリットを全国でお

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

よび臨時理事会におきまして、引き続き理事長を仰

業界としては景気が下がり気味になるのではないか、

伝えしています。

※ 佐藤信秋先生は第 25 回参議院議員通常選挙（本年 7 月 21 日投開票）に

せつかることとなりました。どうぞよろしくお願い

ということです。我々としてはいま一度気を引き締

申し上げます。

め、会の運営に臨んでまいりたいと思います。また、

私はこの 7 月に参議院議員の任期が切れるものですから、こ

おいて、見事 3 期目の当選を果たされました。

本日はご多用の中、自走式駐車場議員連盟の会長

この 4 月からは働き方改革、日本全体の高齢化など

である参議院議員 佐藤信秋先生をはじめとする議連

により「 時短・人不足」の中で工事を進めていかなけ

の先生方にご臨席いただきました。ありがとうござ

ればならない状況にあり、最近では工事に不可欠な

本日はお招きいただきありがとうございます。自走式駐車場が地

も早い復興こそが私の仕事で

います。また、国土交通省から石田優住宅局長をは

ボルトが足りないという状況も発生しています。こ

震、津波に強いという点は私自身も認識をしております。自走式駐車

す。皆様方のよりいっそうの

じめ幹部の皆様、関連諸団体の要職にある方々にも

れまでは鉄骨が足りないという経験はありましたが、

多数お越しいただきました。日頃のご指導、ご支援

ボルトが間に合わずに工事が滞るという事態も発生

に感謝申し上げます。

しています。そういった状況においては、我々の「大

先ほど定時社員総会が開かれ、役員の改選を含め、

臣認定駐車場」の短工期というコスト面での利点が

全議案が承認されました。この工業会をさらに盛り

低減してしまうという心配もあります。我々は気を

上げていくために、役員については 2 名の増員を図

引き締め、前に進んでいかなければなりません。

りました。今後ともご協力をどうぞよろしくお願い
申し上げます。
当工業会は、国土交通省様のご指導のもと平成 2
年に設立し、現在正会員 16 社、そして賛助会員が 2

今後の活動として自動運転、自動バレーパーキン
グへの対応などについては、日本自動車研究所様の
ご協力のもと、勉強会の開催も検討しています。皆
様のご参加をぜひお願い致します。

社加わり 10 社となりました。発足当時の自走式駐車

昨年 1 月にスタートした「 認定品表示板制度」に

場は 1 層 2 段で、今振り返ると非常に小さな規模でし

ついては、現在 110 の認定駐車場で表示板を掲げる

たが、本日お集まりの皆様のご協力のもと、現在は

に至りました。大臣認定駐車場のさらなる認知度向

一般認定で 6 層 7 段、施設併用型では 8 層 9 段という
大規模なものまで実現しています。皆様方のおかげ
であり、感謝申し上げます。

自走式駐車場議員連盟 副会長

渡辺博道 衆議院議員

場が全国に広まり、万が一の災害発生時にしっかりと人の命を助ける。

ご支援をお願い致します。と

それができる施設だと思っております。私も自走式駐車場の必要性

くに福島については風評被害

については折りに触れ述べさせていただいています。皆様には自走

も厳しいものがあります。ぜ

式駐車場議員連盟の佐藤信秋会長の
「応援」
もぜひお願いいたします。

ひここにお集まりの皆様には

東日本大震災の発災から 8 年が経ちました。被災地の状況を
見ると、今なお故郷に帰れない方が 5 万人以上いるのです。1 日

国土交通副大臣

自走式駐車場議員連盟 事務局長

貴工業会の令和元年の定時総会・懇親交流会がこのように盛

福島産の農産品、水産品をお選びいただくとありがたいと思い
ます。お願いを申し上げる次第です。

大塚高司 衆議院議員
えております。

大に行われていますことをお祝い申し上げます。貴工業会の皆

また、建築基準法に基づく

様には日頃より国土交通行政に対するご理解、ご支援を賜り厚

大臣認定を活用され、大規模

く御礼を申し上げます。

な施設併用型駐車場や、屋上

昨年は大阪北部地震、北海道胆振東部地震、西日本豪雨など、

を公園とした駐車場、壁面緑

多くの災害に見舞われた 1 年でした。わが国においても今後の

化駐車場など、多様化するお

上に向け、ぜひとも会員各社の協力のもと、構造的

首都直下地震や南海トラフ地震などへの備えが必要不可欠です。

客様のニーズに的確に対応されています。自動運転等の新技術

安全性、国に認められた防災上のメリットなどを多

こうした中、平姓 29 年 7 月、国において津波避難ビルに関するガ

への対応の検討を開始されるなど、常に時代の先を見据えた調

くの方々にアピールしていきたいと考えております。

イドラインや津波避難ビルの事例集を作成し、鉄骨造の自走式

査・研究や技術開発に取り組まれていることに敬意を表します。

来年はいよいよ 2020 年、オリンピックイヤーであ

さらなる普及のためのご協力をどうぞよろしくお願

り、盛り上がりを見せているところですが、建設業

い申し上げます。引き続き、多大なる支援、ご指導

に携わるものとしては若干の心配もあります。オリ

をどうぞよろしくお願い申し上げます。
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復興大臣

駐車場が避難ビルとして活用可能であることを明確化しました。

国土交通省としても皆様とともに災害に強いまちづくり、良質

貴工業会においてもこうした内容を含め自走式駐車場が自然災

な建築ストックの形成など、安全、安心で魅力あるまちづくりに

害に強い施設であることについて、全国各地の自治体に周知活

取り組んでまいりますので、引き続きご支援、ご協力を賜ります

動をされていることは、非常に意義のある取り組みであると考

よう、よろしくお願いを申し上げます。
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自走式駐車場議員連盟 顧問

額賀福志郎 衆議院議員

貴工業会は来年が 3 0 周年。平成の時代を乗り越え、飛躍の令和時代を迎えら
れます。今後いっそうの発展をお祈り申し上げます。

自走式駐車場議員連盟

松村祥史 参議院議員

佐藤信秋先生は全国を飛び回って活動されています。自走式駐車場議員連盟
の会長としてご活躍いただいていますので、ぜひ皆様にもご支援をお願いいた
します。

（ 乾杯発声）

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

本日はこのように大勢の方にお集まりいただき、あ

ためには会員それぞれが

りがとうございます。無事総会を終え、新しい体制が

情報を持ち寄ることが大

スタートしました。理事一同、当工業会、そして業界

事です。どんどん情報が

の発展のために努力してまいります。理事長のお話

まわる会にすることが会

にもありましたが、潮目に向かっている印象がありま

員各社の発展につながり、

す。時代の変化に対応するためには情報が重要ですの

当工業会の発展につながるものと考えております。今

で、情報が集まる会にしていきたいと思います。その

後もご支援ご協力をお願い致します。

（ 中締め）

多数の来賓が出席され、盛会となった。
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一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

新役員紹介

本年 5 月 23 日（木）に開催された令和元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、新しい理事・監事が選任されました。新体制の役員をご紹介します。

理事長

飯島 登美夫
㈱内藤ハウス 専務取締役
営業本部長

進し、認定駐車場の認知度を向上させ、マーケッ
トの拡大へつなげてまいります。オリンピック・
パラリンピック後を見据えて、立体駐車場へどの
ような要素が求められるのか追究してまいります。
車の自動運転技術普及への流れをしっかりと受け
止め、世の中の環境変化に柔軟に対応して認定駐

理事長として 5 期目を迎えました。この二年に

車場の存在価値を高める努力を会員各社と力を併

つきましては次の点を目標に掲げ、務めてまいり

せ推進して行きたいと思います。皆さんご協力を

たいと思います。『認定品表示板制度』を更に推

お願いします。

副理事長

副理事長

セイワパーク㈱ 代表取締役社長

㈱北川鉄工所 取締役 常務執行役員
キタガワ サン テック カンパニー
社長

清家 政彦

栗本 和昌

本年度より副理事長を務めさせていただくこと
となりました、株式会社北川鉄工所の栗本です。
当工業会の目指す、災害に強い『安心』
『安全』
な交通インフラである「大臣認定駐車場」のより一
層の認知度向上と市場拡大に向け努めてまいりた
いと考えております。また、自動運転の普及によ
る社会の変化の中で、我々を取り巻く環境も大き
く変化すると思われますが、柔軟に対応すべく取
り組んでまいります。
当工業会の発展に努力致す所存でございますの
で、皆様のご支援ご協力を賜りますよう、何卒宜
しくお願い申し上げます。

令和元年定時社員総会（5月23日開催）の様子
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▶新役員紹介
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。
当工業会では、認定自走式駐車場の社会的認知度

執行理事

理事

理事

㈱北斗システム 代表取締役

近藤工業㈱ 執行役員
建設・パーキング事業部 事業部長

Park キング建設㈱ 支社長

この度、引き続き執行理事 ( 総務部会長 ) に就任

2013 年の理事就任以来早いもので 6 年目を迎え

工業会は、企画部会・広報部会・技術部会と 3

中川 賢

川合 裕久

を致しました株式会社北斗システムの中川です。

ました。

鈴木 康生

部会体制で活動しております。

当工業会も来年 (2020 年 ) には創立 30 周年を迎

今年 3 月に実施した、宮城県南三陸町での「東

私自身 3 年間技術部会理事として参加しており

災害に強い認定自走式駐車場に関して全国の地方自

えますが、これまで以上に大臣認定の自走式駐車

日本大震災復興状況視察」をとおして、改めて我々

ます。技術部会におきましては、杭地業から合成

治体へのキャラバンなどを行ってきたほか、2018 年1

場が 2011 年 3 月発災の東日本大震災による津波等

の供給する自走式立体駐車場が有事の際の津波避

スラブ防水工事等の施工等に関する勉強会を開い
て認定駐車場の品質向上に努めてまいりました。

を高め需要の拡大に向け様々な活動を進めています。

月からは認定品表示板制度をスタートさせました。

に耐え、津波の避難場所として多くの人命を救っ

難ビルとして活用できると実感いたしました。任

今後は認定表示板制度の定着を進め、認定自走式

た実績を有することを、少しでも多くの方々に

期中は微力ではありますが、「地震・津波・洪水

駐車場の優位性（耐火被覆が必要なく、防火区画や

知って頂く活動を、工業会として継続して行きた

に強い自走式立体駐車場」として、全国の津波被

消火設備についての緩和等による低コスト化、地震・

いと考えています。

害想定区域の方々と多くの意見交換を行い、「有

今後、さらに工業会が向上・発展できる様に協

津波等への安全性など）について積極的に周知を図り、

また消防における設備の緩和・耐火性能検証法
の勉強会も進めております。

また、これと併せて、大臣認定駐車場ならでは

事の際の認定駐車場（津波避難ビル）」の建設に繋

力していきたいと思いますので宜しくお願い致し

とりわけ、クライアントに近い立場のコンサルや設計

のメリットや認定品表示板制度についても広報活

げていきたいと考えます。どうぞよろしくお願い

ます。

者などを中心にこの優位性を認識していただき、需要

動を展開し、認定駐車場が社会にとって役に立つ

いたします。

の更なる拡大を目指していくことが課題です。会員の

建築物であることを世の中に広めて行きたいと考

皆様と一丸となって取り組んでいきますので、どうぞ

えています。

よろしくお願いします。

皆様のご協力をお願い致します。

理事

理事

綿半ソリューションズ㈱
執行役員 営業本部長

雄健工業㈱

赤松 聡

河野 哲也
東京支店 支店長

理事

理事

IHI 運搬機械㈱
パーキングシステム事業部
フェロー

大和リース㈱ 理事
リーシングソリューション事業部
副事業部長

小山 裕二

この度、理事に再就任しましたIHI 運搬機械株

藤井 康司

当工業会の活動に対しましては、格別のご高配

平素は当工業会の活動に対しまして、格別のご

この度、理事に就任致しました雄健工業株式会

高配を賜り厚く御礼申し上げます。このたび、理

社の河野です。大臣認定駐車場は安全、安心、尚

事に就任いたしました綿半ソリューションズ株式

且つ高品質で有る事を更に PR して行きたいと思

会社の赤松でございます。

います。若輩者ではありますが業界発展の為に、

すが、当工業会は業界全体の底上げと更なる自走

精進する所存でございます。ご指導ご鞭撻の程、

式駐車場の認知度を広めて世の中に提供していか

当工業会が目指している、駐車場ご利用者皆様

宜しくお願い申し上げます。

なければなりません。津波避難や防災備蓄倉庫設

の「安心」・「安全」・「快適」な自走式駐車場の更な

当工業会は来年で創立 30 年を迎えることとなり
ます。これもひとえに国土交通省・一般財団法人

式会社の小山です。
駐車場業界を取巻く環境が厳しくなる世の中で

を賜り厚く御礼申し上げます。
本年度より理事に就任させて頂く事になりまし
た、大和リース株式会社の藤井です。

日本建築センターをはじめとする関係各所のご協

置型に加え、今後は、自動運転対応型駐車場の取

る発展に貢献して参ります。また、一層の市場拡

力あってのことと深く御礼申し上げます。当工業

組みが会員企業の発展に繋がっていく事となると

大と「大臣認定駐車場」の全国各地への認知度拡大

会が目指します『安心』
・
『安全』な交通インフラと

考えます。

に向けた「認定品表示板」の更なる活用推進に取り

しての自走式駐車場の普及に向け、会員企業一同

工業会が今後、より一層発展するため努力して

が団結、時に切磋琢磨し更なる製品開発で、ご利

まいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げ

用者皆様の『安心』
・
『安全』プラス『快適』な駐車場

ます。

組んで行きたいと考えております。今後共、ご指
導ご鞭撻を賜ります様お願い申し上げます。

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。
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▶新役員紹介
理事

監事

監事

㈱ショウワパーク
代表取締役社長

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

新明和パークテック㈱ サービス本部
リニューアル営業部部長
兼 東日本リニューアル営業課長

若樹 太郎

田嶋 和範

神崎 悟

日本自走式立体駐車場工業会の新理事に就任す

工業会の監事に就任して、
早や6年3ヶ月となりました。

この度、監事を拝命致しました新明和パーク

るに当たりこれまで通りの当会の運営の一層の発

入会したのがついこの前の事のように感じますが、

テック株式会社の神崎です。自走式駐車場業界発

展に貢献できればと思います。

月日の経つのは本当に早いと感じています。

展と工業会の安定的な運営のため、また、認定自

特に在来工法の駐車場と差別化できるメリット

工業会では、ずうっと監事ですが、工業会の趣旨と

走式駐車場の更なる知名度アップのため、これま

と魅力のある大臣認定駐車場の進化に期待すると

しては、まず全体の市場の拡大、工業会全体の底上げ

での経験を生かし誠心誠意努力してまいる所存で

ともに尽力していきたいと思います。

と思い微力ながら努力しております。また会員相互の

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。

ま た、 安 全 で 安 価 で デ ザ イ ン 性 に も 優 れ た、
工期の短い製品を他の会員と協力して考えてい

交流も大事な事と思っています。

さらなる認知度向上を目指し
今後もさまざまな活動に
取り組んでまいります。

弊社の方では、自走式と機械式の両方の駐車場を

どうぞよろしくお願いいたします。

扱っています。両方扱っているのは、工業会でも数社

きたいと思っています。

当工業会は認定自走式駐車場の

ですので、専門家と自負して精進しております。また
会社の商品群では、駐車場部門は取り扱いボリューム
は 20％〜 25％になります。駐車場の販売だけではなく、
メンテナンスとコインパークの運営も拡大して行ってい
ます。また海外事業も拡大しています。
会社と工業会の拡大、発展を最大の目標にして実践
して行きたいと思いますのでよろしくお願い致します。

一般社団法人 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 部会長紹介

当工業会の三部会（企画部会／技術部会／広報部会）も本年度より新体制となりました。
各部会長、そしてそれぞれの活動方針についてご紹介します。
企画部会 部会長

森 敏則

（綿半ソリューションズ㈱ ビジネスイノベーション事業部 関西営業部 営業推進部長）
今期、企画部会の活動としましては、昨年に引き続き自治体を訪問し「津波に強い自走式駐車場」
、
「国
交省認定の駐車場」、
「認定品表示板制度」についての啓蒙活動を行う予定です。訪問先については、今

技術部会 部会長

島村 義和

( 日成ビルド工業㈱ 技術開発本部 パーキング技術部 部長 ）
前任期から引き続き技術部会の部会長を拝命しております日成ビルド工業株式会社島村です。
ここ２年の技術部会の活動としましては、勉強会の開催を中心に活動してまいりました。勉強会のテー
マは、ひび割れ対策、防水工法等、既存技術に対しての振り返り的なテーマが多かったように思います。
今期におきましても勉強会を中心に活動を予定しておりますが、自動運転、ＢＩＭ等、新しい技術をテー
マとすることで、駐車場業界の新しい需要の掘り起こし等に寄与できるよう取り組んでまいりたいと考えます。
会員メーカー様の引き続きのご支援ご協力をお願い申し上げます。

まで南海トラフの津波に影響のある自治体を中心に訪問してきましたが、今回は、大雨による洪水被
害地域及び日本海側の東北から北陸にかけての県、市を中心に現在選定中です。
新たな活動としましては、各種団体を訪問し「津波に強い自走式駐車場」
「国交省認定の駐車場」「認定表示板制度」につい
て自治体訪問目的と同様に啓蒙活動し情報交換を行っていきます。すでに「一般社団法人再開発コーディネーター協会」、
「一
般社団法人都市計画コンサルタント協会」とは意見交換会を実施し、今後も定期的に情報交換を行う予定です。これからも
各種団体の訪問先を検討し引き続き活動していきたいと考えています。
また、駐車場計画において、国からの補助金、助成金対象となるものがないか調査・勉強を行ってみてはどうかと考えて
います。津波避難タワーは、国・県より 3/4 以上の補助金が交付されています。津波避難タワーの代替え施設としての切り
口で自走式駐車場に補助金交付を官公庁に働きかけられないか、など一度勉強してみる価値があると考えます。
少しでも業界全体が盛り上がるよう微力ながら尽力したいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
10

広報部会 部会長

濱中 修

（IHI 運搬機械㈱ パーキングシステム事業部 プロジェクト推進統括部 自走式営業部 部長代理 ）
この度、新広報部会長に就任しましたIHI運搬機械株式会社の濱中でございます。
広報部会として、大臣認定駐車場は、地震や津波発生時の避難場所として『安心・安全』な施設である
という事を世の中へアピールし、認定駐車場の認知度を向上すべく部会一丸となって努力してまいります。
皆様のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
11

▶新役員紹介

「新旧理事・監事情報交流会」を開催しました
当工業会では２年に一度の役員改選時期に合わせて、前任並びに新任（再任含む）の理事・監事参加
による「新旧理事・監事情報交流会」を開催しています。
今回は7月2日(火)～3日(水)の日程で北海道（札幌市・北広島市）において実施しました。

今回は北広島市（企画財政部ボールパーク推進
室）のご協力を得て、
今後、大規模な駐車場需要も

定した後、同年 10 月 31 日に新球場建設の正式決
定がなされ、翌 11 月 5 日には北海道、北広島市、

想定されることから、2023 年 3 月に新球場の開業

（日本ハム）ファイターズ、北海道ボールパーク

が予定されている「北海道ボールパーク構想推進

の 4 者で協定を締結したことが発表（ ニュースリ

の経過と進捗について」と題して、本構想の全体像

リース）されました。

やこれまでの経緯、
現在の取り組み等に関してのご

研修会では、これまで国内では他に例の無い

説明を伺う、
理事者向け研修会として開催しました。

大規模な野球場を中心とした街づくりや、新たな

本ボールパーク構想に関しては、平成 30 年

街づくりに伴うインフラの整備、交通アクセスの

( 2018 年 ) 3 月 26 日に「きたひろしま総合運動公

整備・改善など、北広島市としても初めて経験す

園予定地」がボールパーク建設候補地として内

る多岐に亘る課題解決への行政の取り組み、及
びボールパーク構想の概要（ 全体像）についてご
説明を伺いました。その中で、ボールパーク構想
（ 特に交通アクセスの整備）の中に位置付けられ
る駐車場の規模や役割などについて活発な意見
交換が行なわれ、大規模な街づくりに求められる
駐車場のあり方や、ボールパークへの来場者や
駐車場を利用される方のニーズ等を考える上で、
大変貴重な機会となりました。研修会終了後に
は（ 市庁舎から約 1㎞離れた）ボールパーク建設
予定地（ 現地）に全員で移動し、球場開業まで実
質 4 年を切った現地の様子を視察しました。
ボールパーク建設予定地

上：研修会冒頭の様子
下：映像資料を用いたボールパーク構想についてのご説明
（於：北広島市庁舎）
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一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

三

企画部会

部

会

技術部会

広報部会

活動方針
ここからは、当工業会の三部会 —— 企画部会、技術部会、広報部会の
これからの活動についてご案内します。

企画部会

認定自走式駐車場のさらなる普及促進のために

企画部会では今年度の活動方針として掲げた以下

はどうか ” とのご意見を頂きました。これを受けて、

の 2 項目について、その具体的な内容等について協

かかる訪問活動を企画立案した企画部会において協

議を重ね、活動を展開しています。

議検討を重ね、「 今年度（ 2019 年度 ）は認定駐車場

①認定自走式駐車場の普及推進

のクライアント及びクライアント側に関連する各種

②災害に強い認定駐車場についての情報発信

団体等（ コンサル会社等 ）へのアプローチを精力的

①認定自走式駐車場の普及推進
〜認定駐車場のクライアント及びクライアント側
に関連する各種団体等へのアプローチ等〜
昨年度（ 2018 年 ）10 月から 11 月にかけて実施し

に展開していくこと 」が理事会、定時社員総会にお
いて了承されました。
その第一弾として 5 月 20 日に（ 一社 ）再開発コー
ディネーター協会を、また第二弾として 7 月 20 日に

た計 10 県（ 約 20 箇所の県・市・町）に及ぶ自治体を、 （ 一社 ）都市計画コンサルタント協会を、飯島理事長
理事者・企画部会及び広報部会の役員・事務局で構

を筆頭に企画部会正・副部会長と事務局が訪問し、

成されたメンバーが直接訪問し、大臣認定駐車場に

認定駐車場についての広報活動と意見交換を行った

ついて幅広い意見交換を行いました。
その意見交換の中でいくつかの自治体ご担当者か

ところです。
（次頁に続く）

ら、“認定駐車場ならではのメリットや特徴について、
私たち行政にとってのアドバイザーであり、街づく
り（ 都市計画）のプラニング（ 基本計画等 ）に携わる
コンサルタント業界等にも広報（ P R 活動）をされて

都市計画コンサル
タント協会との意
見交換
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三部会 ─ 企画部会・技術部会・広報部会 ─ 活動方針

②災害に強い認定駐車場についての情報発信
昨年度（ 2018 年）に引き続き、今年度も 10 月から 11

に面した（山形県、新潟県、石川県他の）
主な自治体や、

広報部会

認定品表示板制度の認知度をさらに高めるために

月にかけて「 災害に強い認定駐車場についての情報

昨年の豪雨災害等により被災された主な地域の自治

発信」を念頭に置いた広報活動（意見交換）
を、自治体

体を訪問候補先として、①地震・津波・洪水など自然

への訪問を通して実施する予定です。今回は本年 6 月

災害等に強い認定駐車場、②認定駐車場ならではの

①認定品表示板制度の定着と更なる普及への取り組

広報部会の発案（ 提案）により、本制度発足以降

に山形県沖を震源とするM 6 . 7（ 新潟県村上市で震度

メリット、③認定品表示板制度についての説明を通し

み、②会誌「 ぷれぱ」、月刊「 パーキングプレス」へ

の全ての認定品表示板について、その発行番号順

6 強）の地震により津波注意報が発せられた日本海側

て、自治体の方々との意見交換を行う予定です。

の編集参画を活動方針として掲げ、その具体的な実

に会員企業名・認定駐車場の所在地（ 市・区名ま

施内容等について協議を重ねています。

で）
・竣工年／月を工業会ホームページ（ 会員専用

①認定品表示板制度の定着と推進

ページ）で公表を行い、会員宛に定期的に情報配信

広報部会では今年度も企画部会と歩調を合わせ、

2018 年 1 月にスタートした認定品表示板制度は、

技術部会

勉強会を中心に課題解決のための取り組みを

※認定品表示板の交付状況を会員専用ページに掲載

することが、2019 年 4 月度理事会で承認されました。

本年（ 2019 年）9 月までの引き渡し予定分まで含め
ると現時点では累計 127 枚を発行するまでに至って

②情報発信力の強化

います。また、広報部会を通して各会員メーカー各

今年度は、会誌「 ぷれぱ」や月刊「 パーキングプレ

の意見交換の内容も踏まえて、現行ルールに示され

社のホームページ等においても本制度の周知に協力

ス」への編集参画度合いを昨年度以上に強化すると

力向上に資するテーマ選定に基づいた「 技術部会勉

ている但し書き・概略図の一部修正（ 原案）を作成し、

を呼び掛けると共に、認定品表示板を掲示した認定

共に、当工業会として重点を置くトピックスは何か、

強会」を継続すると共に、今年度は新たに 3 つのテー

技術部会における協議を経て、当面は日本建築セン

駐車場の事例写真（ 駐車場施設の全景（ 外観）、掲示

いま会員が求めている情報は何かなど各広報誌の位

マに焦点を当て、課題解決に向けた協議検討と、改善

ター（ BCJ ）と協議に臨むことが了承されています。

した認定品表示板（ を含めた）周囲の状況、認定品表

置付けを含めて、編集社も交えての協議を進めてい

③自動バレーパーキング等の新技術に係る情
報収集、検討会の開催

示板のクローズアップ）3 枚を一組として提供しても

く予定です。

技術部会では昨年度に引き続き、会員企業の技術

に向けた話し合い等を開始しています。

①消防排煙設備に係る総務省消防庁との意見
交換の実施

去る 6 月 13 日に技術部会正・副部会長と事務局が、

らうことを既に実施しています。また、これらの事

また、新しいパンフレットや広報素材の作成等に

例写真を広報素材として活用し、会誌「 ぷれぱ」や月

ついても、企画部会と協力しながら、ニーズに応じた

去る 8 月 8 日に技術部会正・副部会長と事務局が総

一般財団法人日本自動車研究所（ J A R I ）と第 1 回の

刊「 パーキングプレス」等の紙媒体で紹介することで、

コンテンツの検討など引き続き広報部会を中心に検

務省消防庁予防課を訪問し、建築排煙設備と消防排

AVP（自動バレーパーキング（ Automated Valet

本制度の認知度を更に高めようと検討しています。

討を進めていく予定です。

煙設備に関わる免除規定の違いによる無窓階判定の

Parking ）
）実用化検討会を開催しました。当工業

取り扱いや、駐車場建設地を管轄する各地の消防本部

会、J A R I 双方ともに未だ手探り状態の中での意見

によって指導内容等に差異が生じていることなどにつ

交換でスタートしましたが、同検討会の主たる目的

いて意見交換を行いました。今後は各会員メーカー

がAVPの便利さ（メリット）をどのように世の中（ 利

の協力も仰ぎながら、無窓階判定に伴う各地の事例収

用者）に訴求していくか、という点を念頭に置く必要

集と、総務省消防庁との意見交換や情報共有を通して、

性を共有化しました。

改善に向けた協議を継続していこうと考えています。

同時に現時点で考えられる種々の制約条件（ 駐車

②「 付帯施設等の占有長さ 1／3 以下ルール見
直し
（案）
」に係る日本建築センターとの協議

場内に① A V P 限定空間の確保が必要になること、②
A V P 車と一般車の混走は（ 現時点では未だ）困難で

現行の「 自走式自動車車庫の開放性ルール」は平

あり回避が望まれること、③専用の降車場 / 乗車場の

成 19 年 2 月に制定され、その後平成 22 年、同 27 年の

複数確保が望まれること、などの技術的な検討も今

改正を経て現在に至っています。現行ルールの見直

後必要になってくることを、工業会とJARI双方が認

し（案）検討に際してはアイエヌジー社（髙橋社長）と

識したところです。
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※認定品表示板は認定駐車場における「安全・安心のマーク」です。
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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、加盟するメーカー会員企業が設計・施工を

認定品表示板制度への取り組み
「安全・安心のマーク」としてさらなる認知度向上を目指す

行う自走式認定駐車場に、
「認定品表示板」を表示する制度をスタートさせま
した。本制度による認定品表示板の交付枚数は、本年
（2019年）
9月末までの
引き渡し予定分まで含めると、既に累計127枚を数えるまでに至っています。

の状況
■ 認定品表示板
（発行枚数等）
対象期間（注1）

発行済枚数（注 2）

会員企業数

交付状況を工業会ホームページ（ 会員専用ページ）に

2018年1月～ 3月（第1四半期）

20枚

9社

度を活用した認定駐車場の認知度向上策について

掲載し、広報部会員に定期配信すること（15 ページ参

4月～ 6月（第2四半期）

16枚（36枚）

6社

協議検討の中心的な役割を担っている企画部会では、

照）や、
（ 2 ）認定品表示板を掲示した認定駐車場につ

7月～ 9月（第3四半期）

14枚（50枚）

7社

10月～12月（第4四半期）

18枚（68枚）

8社

2019年1月～ 3月（第1四半期）

22枚（90枚）

8社

4月～ 6月（第2四半期）

21枚（111枚）

9社

7月～ 9月（第3四半期）

16枚（127枚）

8社

認定品表示板制度の定着と普及推進、並びに本制

「本制度を形骸化させることなく確実な定着を徹底し

いて、その事例写真の提供を会員メーカー各社に呼

ていくために、一度、各会員メーカーの（ 本制度に関

びかけ、認定品表示板を掲示した認定駐車場の ①全

わる）担当者による会議を招集した方が良い」との提

景写真 ②認定品表示板の周囲の写真 ③認定品表示

案がなされ、本年（ 2019 年）4 月 18 日に第 1 回の「 認

板のクローズアップ写真、以上 3 枚を 1 組として各社

定品表示板制度 担当者連絡会議」が開催されました。

に提供の協力をお願いしています。ゆくゆくは、こ

担当者連絡会議には会員メーカー（16 社）より総

※工業会ホームページより転載

注1：大臣認定駐車場の引き渡しが行われる期間

注 2：
（

）内は累計

れら事例写真を認定駐車場の広報素材として活用し、

勢 20 名が参加して行われ、改めて本制度発足の経緯

更なる認定駐車場の普及推進に繋げていきたいとい

出席者からは賛同する意見が多数を占め、企画部会と

マーク』として定着を図りたい」という意見や、
「本

（ 2016（ 平成 28 ）年に実施した自治体訪問活動にお

う思いを持って本制度の定着に取り組んでいます。

しても「 認定品表示板の表示を行う旨を、最初から設

制度自体が存在するということを（ ユーザーに最も

計図書に記載する方式」を取り入れ、正式に企画部会

近い）会員メーカー各社が、今以上にもっとホーム

（案）として理事会に提案することが了承されました。

ページ等で広くP R する必要がある」という意見もあ

ける行政からのご意見等を契機としていること）や、

担当者連絡会議では本制度に係る各社の取り組み

翌 2017（ 平成 29 ）年 10 月に臨時理事会、及び臨時

状況について、会員各社のご担当者より報告をいただ

社員総会を開催し、全会一致をもって本制度の実施

き、意見交換を行いました。その中で最も注目された

また、連絡会議では、
「 認定品表示板を認定駐車場

を決議したことが説明されました。

内容は、
「 認定品表示板の掲示漏れを防止する観点か

に掲示することを通して、建築基準法に基づく国土

また、広報部会では企画部会と歩調を合わせ、本

ら、
（当社では）設計図面に掲示する位置等を当初から

交通大臣認定を受けた自走式駐車場が、キチンと設

今後も定期的に開催し、制度の定着を図っていきた

制度の定着に向けた活動として（ 1 ）認定品表示板の

明記しています」というものでした。この報告に対し

計・施工された建築物であるという『 安全・安心の

いとの提案をもって閉会となりました。

り、活発な意見交換が行われました。
最後に企画部会長より、今回のような連絡会議を

■ 認定品表示板掲示事例の紹介

EVホール入口に掲示

16

EVホール内に掲示

駐車場出入口横に掲示

EVホール入口に掲示

認定駐車場の見易い場所に掲示

17

新加入の

賛助会員紹介

賛助会員として本年度より2社が新規加入しました。2社の概要をお知らせします。

化研マテリアル株式会社

保土谷建材株式会社

資材の供給を通じ、
常に創造性と情報を発信し、
多彩なニーズに即応します。
当社の事業概要
化研マテリアル株式会社は今年で 50 周年になる

自走式駐車場への取り組み

自走式駐車場に適用する床防水として
「高強度ウレタン駐車場床防水システム」
を展開しており、約30年の実績があります。
当社の事業概要

自走式駐車場への取り組み

今まで培ってきたネットワークを駆使して、新商

2016 年に創立 100 周年を迎えた保土谷化学工業株

「HC パーク」は、強靭な塗膜層が要求される駐車

材・新工法のご提案をさせていただきます。最新の

式会社が、1966 年に国内で初めてウレタン塗膜防

場防水に特化した防水床工法です。自走式駐車場の

得意先様からの様々なニーズに応えるリーディン

情報からご要望に合うご提案ができるように心が

水材の発売を開始しました。その土木建築材料の製

防水工法として高い信頼性と実績があり、長寿命化・

グカンパニーを目指し、今日では 3,000 社以上の国

け、お客様が快適に作業を進められるお手伝いをす

造・加工並びに販売部門として、
「ウレタン塗膜防

老巧化対策に貢献するとともに、今後は環境対応性

内メーカー仕入れ先と 15 万点以上に及ぶ製品を取

る事で、ともに歩み、ともに成長する存在になるこ

水材」
、
「駐車場床防水材」
、
「超速硬化スプレー」
、
「ポ

を向上させた「特定化学物質無配合・TXフリー」タ

り扱う商社となっております。

とを目指していきます。

リウレア樹脂」
、
「止水注入材」
、
「防食ライニング材」

イプの新規駐車場床防水工法も市場へ投入する予定

の製造、及び販売の拡充と技術サービスの向上を図

です。

建築資材の総合商社です。

メインの商材であるシーリング材・防水材・補修
材・塗料の販売の他に、これからの社会で求められ

今後とも化研マテリアル株式会社をお引き立ての
ほどよろしくお願いいたします。

ることを目的に設立した会社であり、防水業界のパ
イオニアとして 50 年以上の歴史があります。

るであろう「安心して使える建物・住みやすい建物」
への設備提案・防犯改修提案や社会問題となってい

保土谷建材株式会社は、化学技術の絶えざる革新

る建設従事者不足を解消する工法提案も行っており

を通じ、お客様が期待し、満足する高品質の製品・

ます。

サービスを提供し、環境調和型の生活文化の創造に

今後も得意先様・仕入先様の期待に沿えますよう、

化研マテリアル㈱

全国に拡がる化研グループ一丸となり邁進して行き
ます。

18

問い合わせ先

〒 105-0003
東京都港区西新橋 2-35-6 第 3 松井ビル
T E L : 03-3436-4001（代表）
FA X : 03-3578-1155（代表）
https://www.kaken-material.co.jp

貢献します。

保土谷建材㈱

当社製品のお引き立てとご愛顧をよろしくお願い
申し上げます。

問い合わせ先

〒 1 0 4 -0 0 2 8
東京都中央区八重洲二丁目 4 番 1 号
TEL : 03-5299-8170（代表）
FAX : 03-5299-8270（代表）
http://www.hodogaya.co.jp/hcp/
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工 業 会 活 動 報 告

1

東北視察研修会を石巻市、南三陸町他にて開催
平成23年に発災した3.11東日本大震災から8年を迎える本年（平成31年）3月7日～8日にかけて、東北
地方における被災地の現在の復興状況を視察するため、宮城県仙台市から石巻市、南三陸町、気仙沼
市を経て岩手県陸前高田市まで足を運び、
理事者等を中心に19名が参加して視察研修会を実施しました。
石巻市立病院に隣接して建築された
石巻市庁舎第２駐車場

今回の最大の目的は、大臣認定の自走式駐車場が

石巻市庁舎第２駐車場
（5層6段型自走式認定駐車場

直接お話を伺い、津波被害の甚大さを正しく理解す

地震・津波に強いことを日頃から PR する当工業会

ることにあった。そのため現地まで実際に足を運び、

として、3.11 における津波被害の実態について、実

自分たちの目と耳でそれらを確かめる、という趣旨

際に被災され、避難を体験された方からあらためて

から開催したものである。

▶ 石巻市他における認定駐車場の視察
石巻市では 3.11 後の復興事業として、旧北上川流

に併設の駐車場も同様に会員メーカーの認定駐車場

域を中心に「かわまち交流拠点整備事業」が進めら

が採用されており、私たちは現地 2 か所において、

れている。公共施設や商業施設の整備と合わせて、

それぞれの認定駐車場を視察することができた。特

当工業会会員メーカーによる大臣認定の自走式駐車

に「かわまち立体駐車場」では、周囲の商業施設建

場が採用されている。

物等との景観の調和を考慮した「ブラウン色」を基

また、石巻駅に程近い石巻市役所、石巻市立病院

調とした外装材が印象的であった。

認定駐車場に隣接
して建つ
気仙沼駅前
災害公営住宅

気仙沼駅前災害公営住宅用駐車場
（3層4段型自走式認定駐車場）

▶旅館女将による講話
『3.11民間避難所として～その後』
南三陸町では、現在も本業（ 旅館「 南三陸ホテル観
洋」）の傍ら、語り部としても活動をされている女将
（阿部憲子氏）
による講話を伺った（3.11発災当日の館
内の様子から従業員の行動や様子、被災された周辺
住民の積極的な受け入れなど、非常事態の状況にあ
る中での冷静沈着な判断と、ボランティア精神にあ

南三陸町での女将（阿部憲子氏）による講話（質疑応答）の様子

ふれる積極的な行動など、詳しく伺うことができた）
。
講話後の質疑応答の中で最も印象に残ったのは、
阿部氏より「 避難施設（ 避難先）は普段から使われて

是非 P Rして下さい」との感想を頂いた。実体験を経

いる施設でなければ、
（避難を強いられる方にとって

た方からの言葉だけに重みがあり、私たち工業会の

は全く受け入れられず）十分に機能はしません」とい

会員としては、とても心強いエールを頂き、大いに意

うフレーズであった。当工業会から「日頃から開放

味の有る「視察研修会」を開催できたと実感した。

されている自走式の認定駐車場が地震・津波・洪水
石巻市かわまち立体駐車場
（3層4段型自走式認定駐車場）
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「かわまち交流拠点整備事業」により
整備された商業施設棟

であり、避難施設に相応しいことをこれまで以上に

翌日の現地視察においても、地元住民の「 語り部

等の自然災害に強く、東日本大震災時の避難施設と

ガイド」の方に津波で被災した現地をご案内いただ

して機能した実績」をご紹介したところ、
「駐車場は、

き、実体験に基づく衝撃的な内容のご説明に心を揺

まさに普段から住民の皆さんに活用されている施設

さぶられた次第である。
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2

3

第34回会員協議会（研修会）を東京にて開催

第35回会員協議会(視察研修会)を高崎市他にて開催

平成31年2月14日（木）
、第34回会員協議会（研修会）を東京において会員企業より計41名参加のもと

令和元年（2019年）6月5日（水）
、第35回会員協議会（視察研修会）を高崎と東京上野の2箇所において

開催し、自走式駐車場議員連盟会長 佐藤信秋参議院議員、国土交通省都市局 街路交通施設課 山田

会員企業より計33名参加のもと開催し、都市景観に配慮した立体駐車場として（1）ウェストパーク1000

道昭企画専門官 を講師に招き、ご講演いただきました。

（高崎駅西口駐車場）
、
（2）パークプレイス24（松坂屋上野店駐車場）の計2施設の視察見学を行いました。

※

駐車施策の最近の動向について

※

講師：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

ウェストパーク1000（高崎駅西口駐車場）
在来工法／7層8段型自走式駐車場

最近の会員メーカーにおける認定駐車場の事例で

て解説を頂いた。

様々な角度に取り付

は、単体の駐車場施設だけでなく、アウトレットモー

研 修 会 で は、

けられた外壁パネルの

ルなど大型商業施設や市街地の再開発事業といった

既に有る各行政における取り組み事例を基に具体的

外観デザインが特徴的

大規模プロジェクトに組み込まれた認定駐車場案件

なご説明を頂き、会員にとっても身近な事例として

な本駐車場は、世界的

も少なくない。このような傾向を踏まえ、今後はこれ

受け入れ易かっただろうと思われる。また、自動車

建築家で新国立競技場

まで以上に「まちづくり」と密接に連携していくこと

保有台数の鈍化傾向等を背景にした附置義務駐車場

の設計者である隈研吾

が予想される。そのヒントを模索する趣旨から、駐車

の配置の適正化をはじめ、量的質的な観点からまち

氏が設計した7層8段

場法を管掌する国交省都市局街路交通施設課に研修

づくりの一環として景観や歩行者にも配慮した駐車

型の在来工法による自

会の講師をお願いし、駐車施策の最近の動向につい

場施設を考えていく重要性を改めて認識した。

走式駐車場である。名
称 の「 ウ ェ ス ト パ ー ク

※：役職は研修会当時のもので、山田企画専門官は7月付けで異動されました。

1000 」は、車の収容台
数（ 約）1 , 000 台に因ん

国土強靱化の更なる推進に向けて

講師：自走式駐車場議員連盟会長 参議院議員 佐藤信秋氏

外壁パネルが特徴的な
「ウェストパーク1000」

( 上 ) 動物をモチーフにした
エレベーターパネル 。( 右上 )
らせん状の下り専用スロー
プ 。( 右下 ) 駐車場内北側の下
り専用スロープ

で公募により命名され

を使用することで周辺環境との調和を図り、明るく

たとのこと。当日は本

温かみのある高崎の顔を作ること。また、③垂直ルー

施設を管理運営する一般財団法人高崎市都市整備公

バーの間隔や向きを変化させることで、巨大な建物

自走式駐車場議員連盟会長の参議院議員佐藤信秋先

ク輸送のドライ

社（ 以下、公社）のご担当者より、施設概要等につい

に変化とリズムを与え、④エレベーターや階段のあ

生は、国土交通省（旧建設省）ご出身で、道路局長を経

バー不足の状況

て説明を頂いた。

る垂直動線の近くには、ガラスの垂直ルーバーを多

て国土交通事務次官を務められ、現在は自民党の国土

を踏まえ、1 台で 2 台分の輸送が可能な「ダブル連結

竣工は 2001（ 平成 13）年 3 月、鉄骨造地上 7 階建（塔

用し、明るく透明感のある室内空間を提供すること

トラック」実用化 の話題である。これにより、今後

屋 1 階）、延べ床面積 29 , 702 ㎡、敷地面積 5 , 942 ㎡

など、私たち工業会会員が設計施工する大臣認定駐

佐藤先生からは専門分野である国土強靱化の観点

は高速道路のサービスエリア（SA）やパーキングエリ

の規模を有する。公社のご説明によると、特徴的な

車場を利用者目線で考える上でも、参考になる工夫

から、全国各地域の事例を交えながら、大臣認定自

ア（PA）に「ダブル連結トラック用駐車マス」の確保が

外観デザインの基本方針として、①「 駐車場らしく

が数多く盛り込まれた施設であると感じた。

走式駐車場が、東日本大震災において津波被害のあっ

必要となり、普通乗用車の駐車スペース等を立体化

ない」ファサード形成のため、プレキャストコンク

場内の駐車スペースは全て平面式の完全一方通行

た地域で住民の避難の場として機能した実績などを

する可能性も出てくるとのこと。現在はほとんど目に

リートを使用したレンガ色の垂直ルーバーとフロス

となっており、北側（下り専用）と南側（上り専用）に

取り上げ、改めて自然災害に強い施設であることを

することのないSA・PA内の立体駐車場が、今後具

トガラスを使用した垂直ルーバーで建物全体を覆い、

螺旋（らせん）
状スロープが設置されていた。また、場

強調された。また、興味深かったのは、昨今のトラッ

体化するのかもしれない。

さらに②レンガ色の暖かい質感のある垂直ルーバー

内の見通し確保のため駐車スペース間の柱を排除し

強靱化推進本部筆頭副本部長に就任されている。

※

※：本年 1 月 29 日に国土交通省より、
「ダブル連結トラック」の導入に向けた実証実験を経て 、省人化の効果や走行の安全性等が確認さ
れたことから、特殊車両通行の許可基準を緩和し、新東名を中心にダブル連結トラックの本格導入をスタートすることが発表された。

22

23

工 業 会 活 動 報 告

3

た準ラーメン構造と、鉄骨は耐火被覆不要のFR 鋼の

義や外装デザイン等を評価する声が有る一方で、一

位置する駐車場に賑わいを与えるために、駅前広場

ニューアル、②照明のLED化、③今後更新時期を迎え

採用により、場内にスッキリとした印象を与えていた。

定程度築年数を経た施設のメンテナンスの重要性や

を含め御徒町駅南口からの連続性を重視し、人を招

る社用車の電気自動車（ EV ）への切り替え、④お客様

見学後に行った会員アンケートでは、有名建築家

課題、デザイン性と実用性のバランスの難しさを指

き入れる空間としての機能に重点を置いたとの説明

用の充電器設置も含めたEVへの対応等を挙げられた。

摘する意見も見受けられた。

を伺った。そのため色彩計画においても「 ベージュ

視察後の会員アンケートにおいても特徴ある外観

色」を選択し、松坂屋上野店全体として温かみを持

デザインと共に、築後 10 年を経た駐車場施設であり

たせることに配慮し、壁面緑化は耐寒性・耐暑性・

ながら壁面緑化や外装メンテナンスの充実を称賛す

の設計した在来工法による大規模な駐車場見学の意

パークプレイス24（松坂屋上野店駐車場）
在来工法／施設併用8層9段型自走式駐車場

本駐車場はJR御徒町駅前正面に位置、約 500 坪の
駅前広場を創出し、低層階（ 1、2 階）に店舗を併設し

［運営面について］

常緑性の高い「 ヘデラ」を中心に植樹し、特徴的な外

る声が多く、併せてこれら運営面と設計・意匠面の

装材には約 20 , 000 個の鋳造アルミ製レリーフ（ メタ

両方に関する丁寧で分かりやすい松坂屋上野店のご

ルワークシェード）を考案し、視界遮蔽と自然換気

説明を評価する意見が多かった。

が可能な開口率を実現しながら、周辺の街並みに溶

＊

＊

＊

＊

＊

＊

パークプレイス 24 の建設前は、機械式立体駐車場

け込む外装材として使用したとのこと。さらに顧客

都心部に位置する駐車場の景観の重要性と共に、築

た 8 層 9 段型の在来工法（ 設計施工は㈱竹中工務店 ）

等に来店客等の車両格納を行っていたが、平成以降に

属性等を考慮し、
「 ベンツ 600 」サイズが駐車できる

後 10 年、20 年を経た在来工法による大型の自走式駐

による自走式駐車場（ 連続傾床式）である。

増えたミニバン車への対応と人件費の効率化や土地

広く停めやすい車室を計画した。実際に場内を歩い

車場の視察を通して、認定駐車場にも共通するメリッ

の高度利用を図るために自走式駐車場への転換が計

てみると車路も広く開放感があり、自然光が差し込

ト・デメリット、課題などから多くの示唆を得ること

画された。また、上野店のある台東区との協議を進め、

みとても明るい駐車場であった。

ができ、昨今の大型化・多用途化の傾向を示す大臣認

竣工は 2009（平成 21 ）年 5 月、鉄骨造地下 2 階/地上

8階建（塔屋1階）、延べ床面積15,154㎡（駐車場9,879
㎡）、敷地面積 5 , 942 . 00㎡（約 845 坪）
の規模を有する。

地元からの要望でもあった（ JR御徒町）駅前広場を整

収容台数は 328 台（駐車場 319 台、荷捌き用 9 台）、約

備し、地域防災への対応強化を同時に実現するスキー

400㎡に亘る壁面緑化と特色ある外装材（ メタルワー

ムが採用された。その後（ 2014 年 3 月）、松坂屋南館

クシェード）の採用により、都心駅前にふさわしく

の上野フロンティアタワーへの建替えに伴う駐車場

百貨店らしい華やかな外観を持つ駐車場施設である。

収入の一時的な減収も生じたが、2016 年 3 月の値上

今回は当工業会の視察研修会のために、
（ 1 ）松坂屋上

げ（ 30 分 300 円を 400 円に）と合わせ 2017 年 11 月の

野店総務部マネージャーの方から本駐車場施設の「運

新南館の開業も寄与し、現在は収入面、駐車台数にお

営面に関わるご説明」と、
（ 2 ）施設部門マネージャー

いても堅調に推移している、との説明を伺った。

の方に同行し駐車場内を視察しながら「施設概要等の
ご説明」を伺う、二部構成でのご対応を頂いた。

［設計・意匠等について］
設計・意匠面での創意工夫に関しては、駅の正面に

今後の改善点として①駐車場監視システムのリ
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定駐車場にも応用できる、有益な視察研修会であった。

4

技術部会 勉強会を開催
当工業会では技術部会が中心となり、会員メーカーの技術力アップや認定駐車場の品質向上、
安全性向上等に資するための勉強会を開催しています。

技術部会 第5回勉強会：平成31
（ 2019）
年4月4日開催

「発泡性耐火塗料
『ＳＫタイカコート』
について」

解説
エスケー化研株式会社
東京開発本部 防耐火技術チーム 兼
事業本部 耐火断熱営業部 課長
藤原武士氏

技術部会 第1回勉強会：令和元
（2019）
年6月6日開催

「駐車場管制システムの将来像と
自走式駐車場バリューアップ」

技術部会 第2回勉強会：令和元
（2019）
年8月7日開催

特色ある外装材（メタルワーク
シェード）で覆われた「パーク
プレイス24」
の華やかな外観。
1・2階に店舗が入る。

24

(左上)駐車場北側に施された壁面緑化
(右上)メタルワークシェード内側の様子
(左下)駐車場３階の上野フロンティアタワーとの連絡通路
(右下)施設階（１・２階）
上の駐車場入口（３階）
に繋がる車路

「BIMの概要、及び活用方法等について」

解説
株式会社富士ダイナミクス
パーキングシステム営業部 部長
須藤浩之氏

解説
株式会社大塚商会
PLM ソリューション営業部
首都圏 PLM サポート2 課 係長
アプリケーションエンジニア
内田竜哉氏
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会員名簿（五十音順）

一般社団法人

日本自走式駐車場工業会

（令和元年 8 月現在）

メーカー会員（16社）
社名
IHI運搬機械（株）
（株）北川鉄工所

代表者名

所在地

電話

〒104-0044
東京都中央区明石町 8-1 聖路加タワー

03-5550-5159

祐治

〒726-8610
広島県府中市元町 77-1

0847-40-0534
0565-52-2111

桑田
北川

敦

近藤工業（株）

近藤

純子

〒473-0921
愛知県豊田市高丘新町天王 11

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

弟子丸 慎一

〒111-0051
東京都台東区蔵前 2-17-4JFE 蔵前ビル 5 階

03-3864-5296

若樹

太郎

〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原 4-3-12

06-6399-0700
03-5439-1094

JFEシビル（株）
（株）ショウワパーク
新明和パークテック（株）

中瀬

雅嗣

〒108-0023
東京都港区芝浦 4-3-4 田町きよたビル 5 階

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

森田

俊作

〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋 2-1-36

06-6942-8072

（株）トーカイロード

髙島

哲也

〒467-0806
愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通 5-27-8 TR 瑞穂ビル 3 階

052-858-4300

（株）内藤ハウス

内藤

篤

〒407-8510
山梨県韮崎市円野町上円井 3139

0551-27-2131

日成ビルド工業（株）

上田

秀樹

〒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

〒113-0034
東京都文京区湯島 2-31-15 和光湯島ビル 6 階

03-3816-9212

〒869-0111
熊本県玉名郡長洲町大字名石浜 21-13

0968-78-6216

大和リース（株）

（株）北斗システム
雄健工業（株）

中川
若生

綿半ソリューションズ（株） 小林

〒 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

惠司

〒 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

三浦

吉晴

〒 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

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

鈴木

光春

〒 104-0028
東京都中央区八重洲2-4-1

03-5299-8170

サイカパーキング（株）

賢
正則
亮夫

〒160-0004
東京都新宿区四谷 1-4 綿半野原ビル 2 階

森井

博

（一社）全日本駐車協会

木村

（株）D C S

（株）富士ダイナミクス
保土谷建材（株）

《特別顧問 野呂田芳成先生 ご逝去の報》
自走式駐車場議員連盟の会長（平成 16 年 10 月～平成 18 年 1 月）として、また当工業会の特別顧問
（平成21年9月～）
として、
私たち工業会会員を永きに亘りご指導下さいました野呂田芳成先生が、
本年（令和元年）5 月に永眠されました。
（享年 90 歳）
野呂田先生に於かれては、国土交通省（当時の建設省）を経て参議院議員に初当選された後、
衆議院議員に連続 8 期の当選を果たされ、農林水産大臣、防衛庁（現在の防衛省）長官など数々
の要職を歴任され、勲一等旭日大綬章を受賞されました。
ここに先生への感謝の念とともに、心よりのご冥福をお祈りしたいと存じます。

業界情報

工業会活動報告 〔 2019（平成 31）年 4 月 1 日～ 2019（令和元）年 8 月 31 日 〕
令和元年

平成31年
4月22日 平成30年度期末会計監査実施
4月24日 執行理事会開催

03-3357-4694

   

在りし日の野呂田先生

平成31年4月度理事会開催

6月26日

執行理事会開催

5月23日

令和元年5月度理事会開催

   

令和元年定時社員総会開催

7月2〜3日

   

令和元年定時社員総会後の
懇親交流会開催

8月 6日

臨時執行理事会開催

8月22日

周年事業実行委員会開催

6月 5日

第35回会員協議会開催
（高崎市・上野開催）

新旧理事・監事情報交流会
（令和元年7月度理事会開催）

賛助会員（10社）
社名
（株）アフロディテ
化研マテリアル（株）
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代表者名

所在地

電話

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

鵫巣

和徳

〒105-0003
東京都港区西新橋 2-35-6

03-3436-3013

編集後記

当工業会では新しい時代を迎えた今年5月に役員（理事・監事）全員の改選が行われると同時に、各部会
の執行部についても改選を行い、まさに新しい顔ぶれによる新時代へのスタートを切りました。

今回の2019年秋号ではその新たな陣容をご紹介するとともに、今日までの会員他の尽力により蓄積され

た工業会の知的財産等を基に、更に深化した活動を続ける工業会の取り組みをご紹介することに注力し

ました。今後も時代の変化に対応した工業会活動について、ご紹介してまいります。

（Ｗ）

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
メーカー会員
IHI 運搬機械（株）･･･････････････････････････ http://www.iuk.co.jp/
（株）
北川鉄工所 ･････････････････････････････ http://www.kiw.co.jp
近藤工業（株）･･････････････････････････････ http://www.kogyo.kondo.co.jp
三進金属工業（株）･･････････････････････････ http://www.sanshinkinzoku.co.jp
JFE シビル（株）･････････････････････････････ http://www.jfe-civil.com/
（株）ショウワパーク････････････････････････ ･ http://www.showapark.co.jp/
新明和パークテック（株）････････････････････ http://www.shinmaywa.co.jp/ptec/
セイワパーク（株）･･････････････････････････ http://www.seiwapark.co.jp/
大和リース（株）････････････････････････････ http://www.daiwalease.co.jp/
（株）
トーカイロード ･････････････････････････ http://www.tokairoad.co.jp/
（株）
内藤ハウス ･････････････････････････････ http://www.naitohouse.co.jp
日成ビルド工業（株）････････････････････････ http://www.nisseibuild.co.jp
Parkキング建設（株）････････････････････････ http://www.park-king.co.jp/
（株）
北斗システム ･･･････････････････････････ http://www.s-hokuto.co.jp
雄健工業（株）･･････････････････････････････ http://www.yuuken.co.jp
綿半ソリューションズ（株）･･････････････････ http://www.watahan.co.jp/group/solutions/
賛助会員
（株）アフロディテ ･･･････････････････････････ http://www.aphroditegrp.com/
化研マテリアル（株）････････････････････････ http://www.kaken-material.co.jp
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）D C S ･･････････････････････････････････ 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
保土谷建材（株）････････････････････････････ http://www.hodogaya.co.jp/hcp/
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