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メーカー ＩＨＩ運搬機械株式会社

製 品 名  IKパーク　K6型

施　　主 株式会社ココパルク

建 設 地 群馬県高崎市双葉町

工　　期 2019年10月～2020年5月

構　　造
6層7段　連続傾床式
ブレース構造

建築面積 1,857.42㎡

延床面積 11,049.58㎡

収容台数
504台

（1階 61台、2～6階 74台、R階 73台）

【表紙説明】
高崎芸術劇場駐車場

本駐車場は，高崎市が計画した大型芸術劇場に付属す

る6層7段来客用の立体駐車場です。劇場の公演が開催さ
れない時は，通常の時間貸し駐車場として運営を行いま

す。高崎駅東口から劇場までの約500ｍをペデストリアン
デッキで接続された計画ですが，高崎市は車社会のため

駅近郊の駐車場であっても多くの駐車場利用が見込まれ

ております。

外壁の一部にレーザーカットパネル及び壁面緑化を施

し，劇場にふさわしいデザインとしました。また，エレベー

ター塔屋の外周部にバーゴラを設け市民の方々への憩い

の空間としております。

コロナ禍のため，劇場の公演も中止となっております

が，一日でも早く公演が開催され多くの来場者の方に利

用してもらいたく願います。
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近年頻発する台風や集中豪雨による水害に対応し、
全国各地の自走式駐車場が、地域の住民及び車両の
「避難場所」として活用されるようになっている。
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事例その1
【江戸川区と㈱島忠が災害協定を締結】
東京都江戸川区が株式会社島忠と災害協定を締結

（2020（令和2）年3月13日）

江戸川区内には㈱島忠が運営するホームセンター「島

忠ホームズ」2店舗（平井店・葛西店）があり、昨年10月

春先からの新型コロナウィルス禍の収束が未だ見

通せない中、日本では梅雨の季節を迎えた。7月に入
り活発化した梅雨前線は、九州地方の広範囲に記録的

な豪雨をもたらした。土砂災害や河川の氾濫等により、

熊本県を中心に全国で83名の人命が犠牲となり、住
宅被害も全・半壊、床上・床下浸水を合わせると1万
8千棟以上が被害※を受けている（その後「令和2年7
月豪雨」と命名）。　

※内閣府「防災情報のページ」（令和2年9月3日現在）より

それから約2か月後の9月1日、小笠原近海で発生
した「台風10号」が猛烈な暴風雨で九州地方を襲っ
た。台風の接近に備えて国交省と気象庁は、特別警

報発表の可能性を強く示唆する記者発表を連日行い、

国民に警告や注意を呼びかけた。

昨年（ 2019年）秋には台風15号（令和元年房総半
島台風）、台風第19号（令和元年東日本台風）の相次
ぐ上陸により、首都圏においても河川の氾濫等によ

る家屋や車への浸水、冠水被害が発生した。近年で

は毎年のように、台風・豪雨による大規模な洪水被

害が河川沿いの自治体を中心に多発している。

「台風10号」の接近に際して、国土交通省と気象
庁は国民に警戒を呼びかける記者発表を連日行った。

それに応じる形でマスコミ各社もトップニュースで

台風情報を流し続けた。その中でも特にNHKが総

合テレビ等を通して、「住民の間では台風に備えて

車を立体駐車場へ避難させようとする動きが広がっ

ていて、すでに満車となるところも出ています。鹿

児島市内の遊技施設（パチンコ店）では6日から立体
駐車場を無料で開放しました」と報道したことが注目

された。

また、最近では一般市民（主婦の方々）が自身のブ

ログ等SNSを通じて、「台風・豪雨から立体駐車場

に（車を）避難させましょう！＃防災＃台風10号」と
いうように、自走式の立体駐車場が人や車の避難場

所になり得ることを広く情報発信されていたりする。

近年多発する自然災害（特に豪雨、河川氾濫による

水害）に対し、各自治体で予めこれに備える動きが見

られると同時に、一般市民レベルにおいても、これま

でに経験したことのないような規模の自然災害に対

して、人や車の避難場所として自走式の立体駐車場

が活用できるという意識が、少しずつ浸透しつつあ

るのではないかと感じている。

そこで本稿では、①各自治体と自走式駐車場施設

等の間で「災害協定の締結」という形で進む自治体に

おける水害避難対策、及び②各地の遊技施設（パチン

コ店）を中心に無料開放が進んだ災害時の立体駐車

場活用事例について、そのいくつかを紹介したい。

に台風19号が接近した際、事前に避難する区民に対し

自家用車を浸水被害から守るため、自主的に同店の自走

式駐車場を避難場所として提供した。

このような同店の協力を機に、区と同社が地震や水害

などによる大規模災害の発生に備え、応急物資の優先

供給や車両退避場所の提供などの協力体制をとる協定

Ⅰ　 自治体と自走式駐車場施設等の間で進む
 「災害協定締結」による
 水害避難対策
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を締結したもの。この協定締結により、今後大規模な水

害が発生又は発生する恐れがある場合には、葛西店の5

階屋上駐車場100台分が地域住民の車両退避場所とし

て提供されることとなった。

この事については新聞（ 2020年3月18日 東京新

聞朝刊）でも報道され、同区ホームページにも掲載

されている。

江戸川区ホームページURL（トップページ >防災・安全 
>新着情報一覧3月19日）
⇒ https：//www.city.edogawa.tokyo.jp/e004/
kuseijoho/kohokocho/press/2020/03/0313-1.
html

事例その2
【桑名市とイオンリテール㈱が災害協定を締結】
三重県桑名市が大規模災害時における駐車場の一時

使用に関する協定を締結（2020（令和2）年3月27日）

桑名市はイオンリテール株式会社東海カンパニー等2

社と大規模災害時（洪水・高潮・津波による災害）にお

いて、イオンモール桑名の自走式立体駐車場を指定緊

急避難場所として使用する協定の締結を行った。この

協定締結により、イオンモール桑名の立体駐車場（合計

約1,100台分）を指定緊急避難場所として地域住民が一

時使用できることとなった。

この事についても新聞（2020年3月31日 中日新聞朝

刊）で報道され、同市ホームページに掲載されている。

桑名市ホームページURL（ホーム > 安全・安心 > 防災・
危機管理情報 > 防災関連）　⇒ http：//www.city.
kuwana.lg.jp/index.cfm/23,74935,240,853,html

事例その3
【佐野市と「佐野プレミアム・アウトレット」が 災害協定を締結】
栃木県佐野市は本年6月19日、大型商業施設「佐野プ

レミアム・アウトレット」（佐野市越名町2058）と自走

式の立体駐車場施設等※の提供に関する災害協定を締結

した。これは昨年10月の「令和元年東日本台風」で車の

水没が相次いだことを受けた措置であり、今後はこの災

害協定により、市内で洪水災害が発生又は発生する恐れ

がある場合に、同施設の立体駐車場が一時避難場所とし

て市民に開放されるようになる。避難場所として開放

されるのは、第2立体駐車場（収容台数最大2200台、ト

イレ付、24時間利用可）と、必要に応じて第4立体駐車

場（収容台数1100台）も適宜開放される。

なお、同市では隣接するショッピングセンター「イオ

ンスタイル佐野新都市」（佐野市高萩町1324-1）の屋上

駐車場の使用についても「災害時における協定」を締結

しており、市民にとって「心強く有意義な協定」（同市

市長のコメントより）と言えよう。この事は新聞で報道

（2020年6月20日／下野新聞朝刊、朝日新聞朝刊）され、

同市ホームページにも掲載されている。

※ 当工業会の会員メーカー設計・施工による大臣認定駐車場（3
層4段型）

佐野市ホームページURL（ホーム >くらし・手続き >防災・
防犯・安全 >洪水災害時の一時避難場所について）
https：//www.city.sano.lg.jp/kurashi_
gyosei/kurashi_tetsuzuki/bosai_bohan_
anzen/4/15394.html
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事例その4
【長浜市とイオンリテール㈱が災害協定を変更し避難
場所を追加】

滋賀県長浜市は本年6月22

日、イオン長浜ショッピング

センター（イオンリテール㈱）

と店舗屋上の駐車場（収容台

数505台）を災害時に住民の

避難場所として提供できるよ

うにするため、災害協定（当

初の締結は2004年）の内容

を一部変更して、屋上駐車場

を避難場所として追加したこ

とを発表した。同市によると

「災害発生時に一時的な車中

泊が可能な避難場所の提供

が可能になると同時に、昨今

の新型コロナウィルスの避難

所における感染拡大防止にも役立つ」とコメントしてい

る。（2020年6月23日／中日新聞朝刊）

事例その5
【葛飾区と「イトーヨーカドー四つ木店、及びアリオ
亀有」が災害協定を締結】

東京都葛飾区では平成26年（2014年）当時既に、自

走式の立体駐車場を有する商業施設と災害時協定を結

び、高齢の方や障害のある方（要援護者）に対し、区が

避難情報を発信した際には、当該施設等に早めに自家

用車等を使用して避難することを広報誌（「広報かつ

しか」2014年3月15日号）において周知を行っている。

対象となる商業施設は、①アリオ亀有（収容台数約

2,000台）と②イトーヨーカドー四つ木店（同約400

台）の2店舗であり、共に浸水域内の施設であるが、

浸水しない高さにある駐車場部分を一時避難場所と

して指定し活用している。葛飾区ではこのように公

共施設だけではなく、民間施設とも協定を締結し、水

害発生時には自走式の駐車場を一時避難場所として

使用できるものとしている。

なお、上記の内容は、国の中央防災  会議「防災対策実

行会議」下のワーキンググループ＝「洪水・高潮からの

大規模・広域避難検討WG」資料（平成28年12月22日）

に掲載され紹介されている。

内閣府ホームページ　URL
（ホーム＞内閣府の政策>防災情報のページ>風水害対策
>洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキング
グループ）
⇒ http：//www.bousai.go.jp/fusuigai/
kozuiworking/index.html

このように各地の自治体が民間事業者との間で、

民間が管理保有等する自走式の立体駐車場施設を、

台風や豪雨による水害等発生時の一時避難場所と

して活用して行こうという動きが、新聞報道など

を通して目にする機会が最近増えてきた。

また、各自治体においてもホームページや広報

誌を通して、「民間の自走式駐車場施設等を災害

時に使用出来ること」の周知に努めており、その

地域に暮らす一般住民の方から見たこれまでの立

体駐車場に対するイメージや先入観、意識の中に

も微妙な変化をもたらしつつあるのではないかと

考えている。
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事例その1
【鹿児島県】
鹿児島市内の複数の某パチンコ店（M店、T店）では、

店舗に併設の立体駐車場を車の避難場所として開放する

動きも見られた。また、某U店では台風で休業した市内

2店舗の立体駐車場を無料開放し、別の某M店でも9月

5日の昼から駐車場を開放し、最大百数十台が避難場所

として利用した。立体駐車場を開放した店舗サイドのコ

メント「（住民の方から）多くの問い合わせをいただいた。

皆様の役に立ててありがたい」と紹介している。（南日本

新聞2020/9/9朝刊）

NHKニュース7　2020/9/6放送　NHK総合（鹿児島局発）

鹿児島市 浸水に備え車を立体駐車場へ避難

鹿児島市では台風に備えて車を立体駐車場へ避難させ

ようという動きがでている。

事例その2
【熊本県】
本年7月に豪雨災害に見舞われた同県内では、熊本市

内のパチンコ店が9月6日朝から300台分の立体駐車場

を無料開放。暴風雨から車を守りたい人で満車となっ

た。同店長のコメント「地域貢献でもあり、今後も災害

の際には同様の対応を検討したい」と紹介している。（熊

本日日新聞2020/9/8朝刊）

6日の昼過ぎ、「満車」の表示が出た自走式立体駐車場

の外に並ぶ車の列を写真で紹介。（西日本新聞 刊 「社説」）

事例その3
【佐賀県】
最大瞬間風速70mとの予報を受け、立体駐車場に車

の避難が殺到した。佐賀市内で遊技場を経営するY社

はパチンコ店立体駐車場を地元住民に開放し、6日正午

までに9割ほどが埋まった。同社は「立駐の開放は今回

が初めて。佐賀は車社会なので、住民の切実さが分かっ

た」と話した。（佐賀新聞2020/9/7朝刊）

事例その4
【山口県】
山口市湯田温泉の某ホテルでは豪雨発生時の浸水対

策として、184台止められる立体駐車場を7日正午から

翌8日正午まで無料開放した。（中国新聞2020/9/7朝刊）

昨今、毎年のように発生する台風などによる豪雨災

害に対し、車を浸水被害から守るために、自宅近くの自

走式立体駐車場に一時的に車を避難させる活用方法が、

昨年（2019年）10月の台風19号（令和元年東日本台風）
あたりから、少しずつ認知され始めたように感じている。

自走式の大臣認定駐車場が地震、津波だけでなく、豪雨

等の自然災害にも強く、人や車の避難場所として機能す

ることを広く多くの方に知って頂けるよう、工業会と

してもその周知活動に引き続き努めていきたい。

Ⅱ　 台風10号の接近に備え、
 車の避難場所に活用された
 遊技施設（パチンコ店）の自走式立体駐車場



当工業会は本年(令和２（2020）年)4月1日、創立からちょうど30年となる節目の年を迎え、翌5月に「創立30
周年記念誌」を発刊した。記念誌の構成は、当工業会の組織・事業概要、創立からこれまでの年表の他、会員
メーカーによる大臣認定駐車場の建築実績などを収めた【第１章】、直近10年間（2009年～2019年）における
当工業会の注目すべき重要なトピックを取り上げた【第２章】、将来に向けての当工業会の取り組み・展望を述べ
た【第３章】という大きく３つの章から成り、創立から30年の歴史を基礎にこの先10年後の未来を展望する内容
とした。今秋号では、このうち、駐車場の未来を展望する【第３章】にスポットを当て、その内容を概観すると共に、
参考として当工業会30年への取り組み等を記した年表を掲載したい。

創立３０周年記念誌の刊行
～ この先１０年の変化と展望 ～

創立30周年記念誌8



創立３０周年記念誌の刊行
～ この先１０年の変化と展望 ～

自走式駐車場はどのように変化していくか
─ この先の１０年間はかつてない激変期に 

自走式駐車場の未来
駐車場の未来を展望する【第３章】では、これか

ら先の10年間をモータリゼーションの歴史にとっ
て、過去のどの期間の10年と比較しても、最も大き
な変化を遂げる「10年間」になるものと予測している。
EV（電気自動車）、FCV（燃料電池自動車）、自動運

転、MaaS（Mobility as a Service）※、ICT（ IT）、

5G通信等の技術革新に伴い、車自体の機能やクルマ
の使い方が進化し、それらを受け入れる駐車場の役

割にも、少しずつ変化が求められてくると考えている。

特に車の環境対策としてのEV化やFCV化など

技術進化の流れは、一気に進む可能性も考えられる。

また一方で、スマートシティ化やコンパクト＋ネッ

トワークの取り組みなど、まちのあり方、ライフス

タイルの変化が進めば、クルマの使い方にも大きな

変化が訪れる。日本でもスマートシティ化への取り

組みは、国土交通省が昨年2019年5月に、全国の牽

引役となる先駆的な「先行モデルプロジェクト」15
事業等を選定するなど、具体的な取り組みを活発化

させている。

これらスマートシティが現実化していくと、クル

マの使い方が大きく変化していくと共に、それに呼

応して駐車場の在り方も変化していくことになるだ

ろう。例えば、MaaSを活用した人の移動が一般化

すれば、駐車場はMaaSの一翼を担う交通結節点と

して重要な役割を果たして行かねばならない。異な

る交通機関をシームレスにつなぎ、スムーズな移動

を支えるMaaSの時代を見据え、当工業会も今から

料金決済方法や満空情報の提供等、ICTの活用に本

腰を入れていくべき、と示唆している。

※：MaaSとは ： 電車、バス、タクシー、シェアサイクル、レン

タカーなど自家用車（マイカー）以外の全ての交通手段を組

み合わせ、移動（モビリティ）を一つのサービスとして捉え、

シームレスにつなぐ新しい「移動」の概念を云う。
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自走式駐車場が担うべき役割と付加価値
現在、当工業会として注力している取り組みに、

地震・津波・洪水等の災害発生時に、国土交通大臣

認定の自走式駐車場（以下、「認定駐車場」という。）

を避難施設として活用するという広報活動がある。

これは実際に2011年3月の東日本大震災発災時に、
認定駐車場が地震に耐え、津波を避ける高台として

機能したことが明らかになったことを受けたもので、

現在も広報・周知活動に取り組んでいる。

認定駐車場は、シンプルかつ頑丈な構造が地震に

対する強さを持ち、水の力を逃す壁の無い開放性に

より津波・洪水にも強い。広くなだらかなスロープ

は車椅子を含めて一度に多くの人が上層階へ避難

しやすく、雨をしのげる広大な空間は支援物資の発

着拠点としても機能する。さらに、現在は駐車場内

に防災備蓄倉庫を設置し、短期の避難滞在も可能と

なっている。

今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、日本

ではPCR検査の体制強化が緊急の課題とされてい

る。国内でも医療機関や公的施設等の駐車場にドラ

イブスルー／ウォークスルー型のPCR検査場を設

け、実施する例も報告されている。近年、認定駐車

場が大規模病院、市役所等公的施設へ併設される例

は多く、このような緊急時において認定駐車場が地

域貢献を果たすことが可能だと示しているといえる。

これらは認定駐車場のもつ付加価値として、将来

も長きに亘って地域に「安全・安心」をもたらすも

のであり、この役割は社会にとって今後ますます重

要になっていくと考えている。

自走式駐車場（認定駐車場を含む）の持つ付加価

値という視点では、「広大でフラットなフロアを有

している」という特徴を活かすこともポイントとな

るだろう。例えば、イベントスペースとしての活用

や、最近では新型コロナ禍の下、「３密」（密閉・密

集・密接）を回避しながら駐車場で映画を楽しめる

「ドライブインシアター」が再評価されつつあり、各

地で取り組みも始まっている。

また、今後加速するであろうEV（電気自動車）普

及への対応が挙げられる。急速充電器等の整備が今

後さらに進むはずだ。こういった動きは、「ただ駐

めるだけ」だった駐車場に付加価値をもたらすもの

だが、これと同様に、駐車している間に施すことの

できるメニューを提供することが自走式駐車場であ

れば可能だ。具体的には洗車や車両メンテナンス、

タイヤ交換といった作業空間を確保できる自走式駐

車場は、このような取り組みに適した環境といえる

だろう。

さらに、今後スマートシティ化とともにコンパ

クトシティ＋ネットワーク化が進むと、まちの集
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約化に伴うかたちで駐車場の「複合施設化」が進む

ことも考えられる。具体的には、店舗などの併設

あるいは駐車場内への組み込みだ。コンビニエン

スストア、ドラッグストアなど立ち寄りに便利な

店舗のほか、コインランドリーやクリーニング店

など、クルマ利用のほうが便利な施設の併設・組

み込みも歓迎されるだろう。

技術進化など課題への対応
これから先の10年で、自動運転に関する技術進

化は非常に大きなものとなるだろう。駐車場は限

定された空間として、公道より先行して自動運転

化を実現しやすい面があり、現在も駐車場におけ

る自動バレーパーキングに関する取り組みが進め

られている。自動運転車であれば各車室で乗員が

乗降する必要がなく、車室をスリム化できるとい

う利点もある反面、万一の火災発生時の延焼防止

の観点から、慎重な検討も必要になるだろう。

いずれにしても、車を受け入れる側の駐車場が

整えるべき設備や通信機能等について、今後いっ

そうの研究を進めなければならない。

一方で、既述のMaaSを活用した人の移動に対

する考え方とは逆行するが、現下の新型コロナ禍

では、「クルマの個人所有＋公共交通機関に頼ら

ない移動」という「揺り戻し」がすでに生じつつあ

る。未だ収束を見通せない新型コロナ禍の下、感

染リスクを回避する目的から公共交通機関の利用

を極力避け、改めて自家用車（マイカー）等を利用

した個人単位での移動ニーズの高まりも一部には

見られる。そこで、自動運転という安全技術の進

化向上を伴いながらも、「非自動運転車」「個人所

有」というクルマの存在価値は、これからもなお

共有・共存が相当期間続くことになるものと予想

している。

個人所有であれ、シェアであれ、今後クルマがど

のような方向に進化しようとも、自動車が存在す

る以上、そこには駐車場が必要だということは、決

して変わることはないだろう。自動車がある限り、

駐車場も必要とされ続ける。当工業会は、その重

要な役割をしっかりと果たしていきたい。
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創立３０周年記念誌の刊行
～この先１０年の変化と展望～



 1990（H2）年
・「日本プレハブ駐車場工業会」設立総会を京都市におい
て開催
 建築確認申請の必要な基礎式構造（地盤に定着した構
造）建物としての立体駐車場を推進する業界団体とし
て建設省（現国土交通省）の指導を得て設立。
 以降、同省と協調して、大臣認定制度の整備、構築を推進。

 1993（H5）年
・ 「建築基準法」改正により「自走
式駐車場」が建築物として位置
づけられる。

 2002（H14）年
・改正建築基準法へ
の移行認定 完了
〔防耐火認定・図
書省略認定〕。

 2003（H15）年
・「4層5段型自走
式駐車場」の大
臣認定開始。

 2004（H16）年
・施設併用型駐
車場 大臣認
定開始

 1994（H6）年
・ 「2層3段型自走式駐車場」
の大臣認定開始。

 1996（H8）年
・ 消防庁より「建設大
臣認定自走式駐車
場にかかる消防用
設備等の設置の一
部改正」通達発出。

 1991（H3）年
・ 1層2段型自走式駐車車庫
の実大火災実験。
・ 「1層2段型自走式駐車場」
の大臣認定開始。

 1999（H11）年
・「3層4段型自走式駐車場」実現の
一環として実大火災実験実施。一環として実大火災実験実施。

・ 1層2段型自走式駐車車庫

・ 「1層2段型自走式駐車場」

 1995（H7）年
・「阪神淡路大震災」発生（建設大
臣認定品は倒壊等の被害がなく、
自走式駐車場の評価定着）。

20001990

工業会の創立（1990年）からこれまでの主な出来事・取り組み

年 表
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 2011（H23）年
・「東日本大震災」発生（被災地域
において「自走式駐車場」は地
震・津波に耐えた）。

 2006（H18）年
・地下対応型駐車場 
大臣認定開始。

 2012（H24）年
・ 耐津波認定駐車場
普及活動を展開。

 2008（H20）年
・ 公益法人制度改革関連法の施
行により、「一般社団法人日本
プレハブ駐車場工業会」に移行。

 2005（H17）年
・「5層6段型自走式駐車場」の大臣認定開始。
・「6層7段型自走式駐車場」の大臣認定開始。

 2014（H26）年
・「一般社団法人日本
自走式駐車場工業
会」に名称変更。

 2016（H28）年
・「施設併用7層8段型自走式駐車場」の大臣
認定開始。

・ 防災備蓄倉庫設置型自走式駐車場 大臣認定
開始。

・「地震・津波・洪水に強い自走式立体駐車場」パ
ンフレット作成。南海トラフ地震の津波避難
対策特別強化地域に指定された主な自治体等
への訪問活動を展開。

 2018（H30）年

・ 自走式駐車場の認定品表
示板制度開始。

・「施設併用8層9段型自走
式駐車場」の大臣認定開始。

・ 自走式駐車場の認定品表

一般社団法人

日本自走式駐車場工業会

2010 2020
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駐車場内に掲示されている認定品表示板（千葉県）

エレベーターホール内に掲示されている認定品
表示板（熊本県）

エレベーターホール内に掲示されている認定品表示板（福岡県）

エレベーターホー
ル脇に掲示されて
いる認定品表示板
（兵庫県）

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（防耐火の認定）を受けたものであることを明示する制度を云う。

また、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髙い安全性

や優れた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、利用者など多くの方に理解してもら

い、延いては大臣認定駐車場の社会的認知度向上と普及を目的としている。

一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

国土交通大臣認定品表示板制度とは

「認定品表示板」の交付及び
掲示の状況
本制度は発足から既に２年と８か月が経過したが、当工業会の全会員メーカーによる協力の下で堅調に進捗

しており、2020年9月末までの引き渡し予定件数で累計204枚に達している。本年末（ 2020年12月）までに
約230枚に達する見込みであるが、これまでの累計204枚について各都道府県毎に集計した交付状況（別掲）を
参照頂きたい。
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北海道地方 北海道 　7

（小計） 7

東北地方 青森県 1

宮城県 11

福島県 1

（小計） 13

関東地方 茨城県 3

群馬県 7

埼玉県 6

千葉県 13

東京都 9

神奈川県 12

（小計） 50

中部地方 山梨県 3

長野県 3

新潟県 3

富山県 2

静岡県 13

愛知県 25

岐阜県 1

三重県 1

（小計） 51

近畿地方 滋賀県 3

京都府 3

大阪府 12

兵庫県 5

奈良県 1

（小計） 24

中国地方 鳥取県 1

島根県 2

岡山県 4

広島県 6

山口県 4

（小計） 17

四国地方 香川県 2

愛媛県 2

高知県 3

（小計） 7

九州地方 福岡県 18

長崎県 2

熊本県 5

大分県 2

宮崎県 3

鹿児島県 2

沖縄県 3

（小計） 35

全国合計　204

認定品表示板とは、当工業会が2018年（平成30年） 1月か
らスタートした「国土交通大臣認定品表示板制度」に基づく、
大臣認定駐車場に掲示するための銘板（プレート）をいう。当
工業会が制定した「認定品表示板取扱要領」に従い、工業会所
属のメーカー会員が設計・施工等を行った大臣認定駐車場に、
この認定品表示板を掲示することとしている。

 （2018年1月～2020年9月交付分）認定品表示板の全国交付状況



当工業会では昨年（令和元年）5月と 7月に、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（コンサル会社等）、具体的には

建築等に関わるコンサルタント企業をはじめ、大

手設計事務所や総合建設業（ゼネコン）を主な構成

会員とする①（一社）再開発コーディネーター協会、

及び②（一社）都市計画コンサルタント協会を、理

事長と事務局及び企画部会正・副部会長が訪問し、

認定駐車場についての広報活動と意見交換を実施

した。（この模様は、パーキングプレス 2019年 9
月号に記事掲載）

これを契機として両団体によるご協力の下、会

員向けに配信されている「メールマガジン」及び会

報誌を通して、認定駐車場のメリットを周知する

ための情報提供を行った。このうち（一社）再開発

コーディネーター協会においては同協会の「会報

誌」※に向こう 1年間（ 2020年 3月～ 2021年 3月）
広告掲載を継続して行い、耐火被覆の要らない認

定駐車場のメリットを計 3パターンの広告を用い、

現在広報を行っている。なお、この広告原稿（原案）

の作成に当たっては理事会の承認に基づき、広報

部会及び同役員が中心となって検討が進められた。

掲載中の広告では、大臣認定駐車場が地震・津

波・洪水に強いことを始め、①主要構造部の鉄

骨に耐火被覆が不要であり、②防火区画・防火

シャッターが不要、更に③消火設備を簡略化する

ことが可能となるなど、建築コスト圧縮や維持管

理上のメリットを紹介するとともに、2018年 1
月からスタートした認定品表示板制度についても

掲載している。

両協会との意見交換や会誌への広告掲載等を通

して、これまで以上に大臣認定駐車場が都市再開

発や復興まちづくりにおいて有益な施設として採

用され、活用される場面が広がっていくことを期

待したい。

※：会誌名：「再開発コーディネーター」　
 隔月（奇数月）毎に発行され、各自治体、公共団体、
協会会員に向けて送付されている。

駐車場のクライアントに関連する
コンサルタント等の各種団体「会報誌」　　への広告掲載

当工業会では昨年（令和元年）5月と7月に、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
各種団体等を訪問し、認定駐車場についての広報活動と意見交換を実施した。
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駐車場のクライアントに関連する
コンサルタント等の各種団体「会報誌」　　への広告掲載

掲載中の広告原稿
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ロードヒーティング
初期プランニングから施工、設置後のアフターサー

ビスまで一貫した体制で様々なニーズに対応します。

計画段階より導入費をはじめ設置後のランニンン

グコスト、ライフサイクルコストの試算により、お

施主様に安心して御導入いただけるようご提案致し

ます。

屋上防水
浸透性防水は、ケイ酸塩系ナトリュウム・カリュ

ウム系防水剤を主力として、お客様のニ－ズを考え、

リチウム系・シラン系・ポリシラザン系と多種多様

に責任施工をしています。

ウレタン防水は、株式会社ＡＢＣ商会・株式会社

ダイフレックスの商品を特約施工販売店として、責

任をもって現場を納めています。

新加入の 賛助会員紹介

アイロード株式会社
代表者 ： 代表取締役　岩本 龍明
本　社 ： 札幌市南区真駒内南町7丁目7番12号
TEL : 011-588-1100　FAX: 011-588-1100　URL : https://www.ai-road.jp/

賛助会員として1社が新規加入しました。概要をお知らせします。

アイロード株式会社

融雪・床暖房の設計施工、
浸透性防水・ウレタン防水を行っています。

当社の業務内容

アイロ－ド株式会社は、各種の業務を通じて、顧客満足度・資産価値向上を目指します。



19

工  業  会  活  動  報  告

（次ページに続く）

日本国内における新型コロナウィルスの感染被害

が広がりつつある中、政府から感染拡大防止のため

大規模なスポーツやイベントなどを当面2週間程度、
中止か延期、又は規模を縮小して開催することを要

請する考えが示された。

新型コロナウィルスの感染被害はその後も拡大

を続け、政府は本年 4月7日、東京都、神奈川県、埼
玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県を
対象に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に

基づく緊急事態宣言を発令した。また、その翌週（4
月16日）にはその対象を全国に広げ、東京都、大阪

府、愛知県、北海道など13都道府県※を特定警戒都

政府は5月4日、新型コロナウィルスに関する緊急
事態宣言の期限を当初の5月6日から5月31日まで、
全国を対象に延長することを正式に決定した。（その

後、政府は5月14日に緊急事態宣言を39県で解除す
ることを決定し、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、福

当工業会もこの要請の趣旨を踏まえ、3月上旬に
開催予定の会員向け講演会（会員研修会）の延期を決

定し、同様に3月理事会についても各理事の接触機
会等を少なくする観点から、定款の規定 (理事会決議

の省略)による書面開催の方法を採った。

道府県に指定した。

当工業会では3月と同様に4月理事会についても
書面開催として、定時社員総会の5月開催と招集の
決定、及び議案の確定を理事・監事全員の同意をもっ

て理事会決議を行った。

※ 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県、
北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府

【3月理事会における決議事項（書面開催による）】
1. 令和元年度事業報告（素案）   　3.　2020年度（令和2年）事業計画（素案）
2. 今期（令和2年3月期決算）の収支見込み（概算予想） 　4.　2020年度（令和2年）予算（素案）

【4月理事会における決議事項（書面開催による）】
令和2年（2020年）定時社員総会の招集決定、及び議案の確定

岡県の5県を特定警戒都道府県から解除したが、東京
都、大阪府、北海道など残る8都道府県については特
定警戒都道府県を維持した。）

当工業会では4月の理事会決議に従い正会員宛に総
会招集通知を発し、新型コロナウイルス感染対応とい

日時：令和2年5月20日（水）　午後1時30分より　　場所 ：東京都港区芝5-26-20　建築会館3階　会議室（301・302）

3月理事会を書面開催（3月31日）

4月理事会を書面開催（4月30日）

定時社員総会を開催（5月20日）

当工業会では本年（令和2年）5月20日に定時社員総会を予定通り開催したが、2月中旬以降の国内にお
ける新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて、3月及び4月の理事会を書面開催にて行うなど、過
去に例の無い異例の対応が続いた。
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う異例な状況下であることから、委任状提出活用によ

り全15社出席の下、定時社員総会を開催した。
総会冒頭の挨拶で飯島理事長より、この度の新型コ

ロナウィルスの影響により工業会としての今期の活動

期間は少し短くなったが、その分中身の濃い活動を会

員同士協力して進めて行きたいとの発言があった。

総会では全議案が原案どおり決議承認された。なお、

例年定時総会後に開催する懇親交流会について、本年

は中止とした。

総会議案における予算の執行状況については、適時

理事会の審議を経て、機動的に執行することを基本と

していくことが確認された。

当工業会は本定時社員総会において決議された本年

度の計画及び予算に沿って、大臣認定の自走式駐車場

の市場拡大に向けて、技術開発と並行してより多くの

方に認定駐車場の良さを知ってもらうために、普及推

進に向けた広報活動を今期も展開していく予定である。

今年度は新型コロナウィルス禍の影響で、技術・

企画・広報の各部会活動も大きな制約を受けること

となった。そこで 6月の執行理事会では、これら各
部会活動状況（現状）の確認と、今後の活動予定や見

込みなどを中心に話し合いが行われた。

また、今期（下期以降）の工業会見通し等について

も状況を把握するために、理事・監事会社（計12社）
に対し事前にアンケートを実施（6月12日）し、
①今後の建設動向　

②大臣認定取得の見通し　

の2項目について各社に回答を求めた。
アンケート①の回答では12社中8社が、「今下期

以降は下降傾向（受注の減少、計画の延期・中止等）

を予想している」が最も多く、②では12社中5社
が、「当初の申請予定に大幅な変更等はなく、計画

に沿って予定どおり進めることを想定している」と

回答した会員が最も多かった。

執行理事会ではこれらの内容をもとに、工業会

の今期見通し等について意見交換が行われた。

6月執行理事会を開催（6月29日）

新型コロナウィルス禍の影響で各社が一堂に会して

の理事会は、本年1月の理事会（同日、創立30周年記
念祝賀会・新年賀詞交歓会を開催）以来、ほぼ半年ぶ

りの開催となった。

理事会では6月執行理事会と同様に、今
期の各部会活動見込みや今期（下期以降）

の工業会見通し等について意見交換が行わ

れた。また、同日午前中に企画部会役員と

共に訪問した国交省都市局都市安全課との

意見交換（都市防災総合推進事業における

立体駐車場活用の可能性等を含めた充実）について

報告が行われた。

【7月理事会における議題等】
1. 各部会の今期活動予定について
2. 今期（下期以降）の工業会見通し等について
3. 2019年度の「自走式自動車車庫製造実績報告」の実施について
4. その他　・創立30周年記念誌の刊行（報告）
　　　　　 ・国交省都市局都市安全課との意見交換 

7月理事会を書面開催（7月2日）

総会の模様
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今年度第１回目となる会員に限定した技術部会勉

強会を開催した。今回のテーマは昨年 ( 2019年 )に引
き続き、会員メーカー各社の強い希望により、主に設

計技術者をターゲットとした実務に則した内容とした。

講師は、自走式駐車場の大臣認定申請に際して欠

くことの出来ない耐火性能検証データ解析等に係る

コンサルタント会社であるアイエヌジー㈱代表取締

役社長 髙橋 済氏にお願いし、「設計技術者のため

の防災性能評価資料の見方」と題し、約 1時間半に
亘って解説をいただいた。

1998年に創刊された当工業会の会報誌『ぷれ
ぱ』は、今回（ 2020年秋号）を含めて通算７５号を
数えるに至った。今秋、国立国会図書館より「出

版物納入のお願い」を受け、先般（10月初旬）、創
刊号（写し）から最新号に至るまで各１部ずつを、

国立国会図書館法（昭和 23年法律第 5号）に定め

7月以降の各部会活動は、新型コロナウィルスの感染
状況等を見ながら、オンラインによるリモート会議を活

用するなどして行う機会が多くなった。9月の執行理事
会ではこれらリモート会議を含む各部会の活動状況や

事前審査の実施状況、今年度上期の収支見込み、2019

今回の勉強会は、新型コロナウィルス禍の下での

開催となったことから、出席者全員がオンライン上

でリモートアクセスにより参加する方法を採用した。

参加者は会員メーカー各社の設計技術者を中心に約

50名を集め、設計実務に則し専門性を高めた中身の
濃い勉強会となった。建築基準法に基づく大臣認定

の取得に関わる防災性能について、専門家の立場か

らの知見を得られ、会員メーカーの技術力アップに

資する勉強会として、今後も年に１回程度のペース

で継続していくことが望ましいと考えている。

られた納本制度に基づ

いて納本（無償による寄

贈）を行った。

今後は『ぷれぱ』が図

書館資料として登録され、

国立国会図書館オンライ

ンや同サーチ等でデータや記事が検索できるよう

になり、国土交通大臣認定の自走式立体駐車場に

関わる技術開発や発展の歴史が広く活用されると

共に、国民共有の文化的資産として永く保存され、

知的活動の記録として後世に継承されていくもの

と考えている。

年度の「自走式自動車車庫製造実績」に係る報告などを

基に意見交換と協議が行われた。

この後、9月執行理事会における協議内容と、10月
中旬の中間会計監査結果を合わせて、10月理事会（ 10
月29日）に諮る予定である。

技術部会勉強会を開催（10月14日）

会報誌「ぷれぱ」を国立国会図書館に納本
（本年10月）

9月執行理事会を開催（9月24日）

工  業  会  活  動  報  告

「ぷれぱ」創刊号「ぷれぱ」創刊号

創刊号から最新
号まで『ぷれぱ』
全号
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社名 代表者名 所在地 電話

IHI運搬機械（株） 桑田　　敦 〒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 0847-40-0534

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） 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

（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

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 03-5439-1094

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

（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 〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原1-18-11南鐡建大阪ビル3階 06-6151-1043

雄健工業（株） 出井 健太郎 〒869-0111
熊本県玉名郡長洲町大字名石浜35-5 0968-78-6216

綿半ソリューションズ（株） 野原　勇 〒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

アイロード（株） 岩本　龍明
〒005-0016
北海道札幌市南区真駒内南町7-7-12

011-588-1100

（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

化研マテリアル（株） 鵫巣　和徳
〒105-0003
東京都港区西新橋2-35-6

03-3436-3013

メーカー会員（15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（11社）



   

サイカパーキング（株） 森井　　清
〒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 木村　惠司
〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル2階

03-3211-6085

（株）D C S 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

（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

保土谷建材（株） 鈴木　光春
〒104-0028
東京都中央区八重洲2-4-1

03-5299-8170

 （令和 2 年 11月現在）

業界情報

編集後記 今上期は新型コロナウィルスの感染拡大により、4月に政府から緊急事態宣言が発令されました。5月25日に全
面解除されるまでの約1か月半、当工業会の各種活動も大きな制約を受け、前例の無い異例の対応を行う場面が
多々生じました。加えて九州地方では、7月に熊本県を中心に令和2年7月豪雨によって多くの人命が犠牲となり、
9月にも「台風10号」が九州全域に猛烈な風や雨をもたらすという大きな災害が続いています。
このような状況の中、今回号では大臣認定駐車場が果たせる社会的な役割をメインテーマに構成しました。
これからも社会に役立つ認定駐車場の事例を紹介してまいります。	 （Ｗ）

2020（令和2）年

4月	20日	 　2019（令和元）年度
	 　期末会計監査実施
	 　執行理事会開催

（備考）
　「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言の発令から解除まで
　　4月   7日　7都府県（東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡）に緊急事態宣言発令
　　4月16日　対象を全国の道府県に拡大
　　5月14日　8都道府県（北海道・東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・京都・兵庫）を除く、39県の緊急事態宣言を解除
　　5月21日　3府県（大阪・京都・兵庫）の緊急事態宣言を解除
　　5月25日　首都圏1都3県（東京・埼玉・千葉・神奈川）と北海道の緊急事態宣言を解除
　　（ ⇒ 約1か月半ぶりに全国で解除）

工業会活動報告   〔 2020（令和2）年4月1日～ 2020（令和2）年10月31日 〕

4月	30日	 　令和2年4月度理事会開催（書面開催）
5月	20日	 　執行理事会開催
	 　令和2年定時社員総会開催
6月	25日	 　執行理事会開催

7月　2日	　令和2年7月度理事会開催
9月	24日　執行理事会開催
10月 21日　令和2年度中間会計監査実施
10月 29日　令和2年10月度理事会開催
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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/
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/
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/

アイロード（株）･･･････････････････････････  https://www.ai-road.jp
（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）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
保土谷建材（株）････････････････････････････  http://www.hodogaya.co.jp/hcp/
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