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メーカー 綿半ソリューションズ株式会社

製 品 名 ステージダブリューSP-67LP

施　　主 株式会社OMこうべ

建 設 地 兵庫県神戸市西区糀台5-4-1

工　　期 平成30年10月 ～ 令和元年9月

構　　造
6層7段 （防耐火認定）フラット式
ラーメン構造

建設面積 3,831.13㎡

延床面積 22,248.10㎡

収容台数 935台

【表紙説明】
プレンティ第 2駐車場

本駐車場は、神戸市が開発した西神ニュータウン内に

ある西神中央駅と大型商業施設の隣接地に計画した6層7
段　防耐火認定の立体駐車場です。ニュータウン内及び

周辺地域からパークアンドライドでの利用客が多く、早朝

の入庫、夕方の出庫が集中するためそれを解消すべく入

庫時は、駐車場入口ゲートから1F駐車場内を通らず、直
接上層階へ上がり、また、出庫時は、上層階から直接出

庫ゲートにつながるダイレクトアプローチを設けることで

駐車場内の停滞を減らしスムーズな入出庫を可能にしま

した。また、全ての車路を一方通行とし各車室に在否セ

ンサーを設け空き駐車スペースをドライバーに示すこと

で、安全で利用しやすい駐車場としました。外観は、周

辺の商業施設や住居棟との調和に重点を置き立体駐車場

の外装にブロンズ色の大型アルミルーバーを張り、エレ

ベーター棟には、ワンポイントとして大判タイルを張るこ

とにより周辺建物に溶け込み尚且つモダンな外観としま

した。数年後には、本駐車場棟の隣に西区役所が建設予

定で駐車場棟と渡り通路でつなぐことになり一層地域に

溶け込んだ駐車場になることでしょう。



　当工業会は本年2020（令和2）年、1990（平成2）年の創立からちょうど30年の節目の年を迎えるこ
とができました。これもひとえに、当工業会の創立からご尽力いただいている自走式駐車場議員連盟

の先生方を始め、国土交通省の皆様によるご指導、関係する諸団体、会員企業諸氏によるご支援の賜

物であると、この場をお借りして心より御礼を申し上げます。

　当工業会の設立当初は、まだ 1層2段型の自走式駐車場が駐車場市場の大部分を占めていました。
しかし最近では、大型ショッピングセンターや空港、病院等に併設の駐車場に至るまで、従来は在来

工法で施工されていた駐車場が国土交通大臣認定の自走式駐車場で建築される事例が増えています。

これらは認定駐車場が、独立した自走式自動車車庫としては 6層7段型、更に店舗等の施設を1階、2
階に上層部を駐車場とした、いわゆる施設併用では8層9段型まで顧客に提案可能な状況となり、中高
層化、大規模化、複合利用化など顧客ニーズの多様化に応え得る汎用性をより高めた結果であると考

えています。

　私たち会員メーカーが主として取り扱う自走式の駐車場は、建築基準法の規定に基づき国土交通大

臣による「耐火建築物」の認定（いわゆる「防耐火の認定」）を受けており、このことから「大臣認定駐

車場」（略して「認定駐車場」）と呼称しています。防耐火における高い安全性が担保されているため、

柱・梁など主要構造部に耐火被覆を必要とせず、消火設備も簡易に出来ることから、ユーザーの意向

にも合致しつつ低コストの建築が可能となっています。

　昨今、わが国においては少子高齢化が叫ばれて久しい中、若年層の車に対する意識の変化や、自動

車の機能においても”CASE※”に象徴される技術革新の進展等により、車の保有台数の漸減傾向が表

れつつありますが、その一方で日常生活の足としての自動車の駐車場整備をまだまだ必要とする地域

が多く存在します。このように変わりつつある世の中においても、私たちはこれを好機と捉え、メリッ

トの多い「認定駐車場」の社会的認知度の向上に努め、地域や都市づくりの核となる施設として景観

や機能にも配慮しながら、更なる市場拡大を目指して参ります。同時に、当工業会会員がこれまで以

上に切磋琢磨して、新たな技術やニーズに対応した製品・サービスの研究と開発に努めていくことが

重要であると考えています。

　今後とも、厳しい時代を迎える中でも会員企業一同、駐車場業界発展のために邁進する所存でござい

ます。最後になりましたが、皆様のご繁栄とご健勝を祈念いたしまして創立 30周年を迎えてのご挨拶
とさせて頂きます。

創立30周年を迎えて
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

※CASE（Connected（つながる）、Autonomous/Automated（自動化）、Shared（共有）、Electric（電動化））の英文頭文字を取ったもの。
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2020年、オリンピック・パラリンピックイヤーが
明けました。改めまして、皆様明けましておめでと

うございます。

ご案内のとおり、私ども日本自走式駐車場工業会

は、国土交通省の皆様、そして今日お越しの佐藤信

秋先生を始め、自走式駐車場議員連盟の皆様方の後

押しのもと、1990年4月1日に発足しました。今年で
30年を迎えることになります。今回は新年賀詞交歓
会と併せて、創立30周年記念祝賀会を行っていきた
いと思います。

今日ここにお集まりの方にご支援を賜り、創立30
年を迎えることができました。これもひとえに皆様

方のお陰です。改めて御礼を申し上げます。ご存じ

のように、発足当時は1層2段から始まり、2層3段…
というように順次、駐車場は進化を遂げてきました。

今では一般認定では6層7段、個別認定では1階・2階
に店舗等を加えて8層9段まで実現しています。今後
もさらに飛躍を遂げ、進んでまいりたいと思います。

是非皆様いっそうのご支援をお願い申し上げます。

創立30周年記年祝賀会では、当工業会を支えてい
ただいた方々、特に会員の中でご功労のあった方に

感謝状をお贈りしたいと考えております。

自走式駐車場議員連盟の会長を務めていただき、

その後約10年の長きに亘り当工業会の特別顧問を務
めていただいた野呂田芳成先生が昨年5月23日にお
亡くなりになりました。今日は奥様の野呂田黎子様

にお越しいただきまして、これまでいろいろとお世

話になったことに対し、改めて感謝の意を表したい

と思っています。

せっかくの場ですので、当工業会の最近の取り組

国土交通省 

眞鍋　純 住宅局長

自走式駐車場議員連盟 

会長 佐藤信秋 参議院議員

自走式駐車場議員連盟 

副会長 渡辺博道 衆議院議員

自走式駐車場議員連盟 

事務局長 大塚高司 衆議院議員

駐車場を取り巻く環境の変化に
しっかり対応していきたい

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

創立30周年記念祝賀会 ・ 新年賀詞交歓会  レポートReport
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レ ポ ー ト

みをここでご紹介させていただきます。昨年は、4回
目となる自治体を対象とした認定駐車場の普及活動

を行いました。各自治体を回ってみますと、認定駐

車場をご存じない方がまだたくさんいらっしゃると

いうことを改めて感じています。これは1度行ったか
ら終わりということではなく、毎年重ねて活動を続

けていきたいと思っています。

昨今は地方都市での賑わいを取り戻すということ

で、コンパクトシティに関する取り組みにおいて駐

車場は欠くことのできない要素ということから、都

市開発のコンサルティング業界に対しても当工業会

としてPR活動に努めました。また、2018年1月から
スタートし、導入から2年を経た「認定品表示板制度」
は、今年3月末までに178件で表示される予定です。
一般の方にこの表示板を見ていただき、その駐車場

が認定品であることを知っていただけるよう、取り

組みを進めています。

また昨年は、駐車場関係4団体で、駐車場に関する
データをまとめた『駐車場便覧』を作成しました。国

土交通省のご指導の

もと、日本大学・松

谷春敏客員教授にご

指導を賜りようやく

完成し、昨年11月に
皆様にお届けしたと

ころです。

今年はオリンピッ

ク・パラリンピックイヤーですが、日本の技術力、ク

ルマなどの関連技術は非常に大きく進歩しています。

これに関連して我々の駐車場も大きな変化を来すの

ではないかと思います。我々も気を引き締めて対応

していく必要があります。今日この場を、皆様の結

束を高める場にしていただければ、と思います。

今後とも皆様のご指導なくして我々の活動はまま

なりません。ぜひご支援ご協力を賜りたいと思いま

す。最後になりますが、日本自走式駐車場工業会の

さらなる発展と、今日ここにご参集いただきました

皆様それぞれのご繁栄・ご健康を祈念いたします。

自走式駐車場議員連盟 

松村祥史 参議院議員

自走式駐車場議員連盟 

平口　洋 衆議院議員

創立30周年記念祝賀会 ・ 新年賀詞交歓会  レポート

当工業会では1月23日、
新年賀詞交歓会とともに　  

創立30周年記念祝賀会を　
ホテル ルポール麹町にて開催しました。

主催者・来賓挨拶、
そして特別表彰・功労者表彰の模様を　

抜粋してお届けします。
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皆様明けましておめでとうございます。

自走式駐車場には旧建設省の時代から関わってき

ました。先ほどお話がありましたように、残念なが

ら昨年5月に亡くなられました野呂田芳成先生、実
は30年ほど前、当時は「プレハブ駐車場」と呼んでい
ましたが、野呂田先生と綿貫民輔先生からこれが非

常に大事な施設でこれから伸びる可能性がある、と

いうお話があり、それ以来、貴工業会の皆様とはご

縁が続いています。2年前にご指名いただき、自走
式駐車場議員連盟の会長を務めさせていただいてい

ます。野呂田先生には大変いろいろとご指導いただ

いたのですが、非常に発展性のある工業会だと思っ

ています。

これからの議論としては、高速道路では大型トラッ

クの連結輸送への取り組みがありますが、現状では

それに対応する駐車

マスがないという問

題があります。そう

いった議論を進める

中で、混雑するSA・

PAでは駐車場の自

走式立体化を進めた

らどうか、という話

もあります。また、津波避難ビルとしては、普段駐

車場として使いながら、いざというときに避難でき

るというのが求められるだろうということで、自治

体にそのような話をさせていただいています。

飯島理事長始め日本自走式駐車場工業会の皆様

と一緒になって広報活動をしていきたいと思います。

一緒に頑張りましょう。

高速道路のSA、PAに
自走式駐車場を導入する可能性も

自走式駐車場議員連盟

会長　佐藤信秋 参議院議員

※株式会社住宅・都市等綜合研究所

特別表彰
自走式駐車場議員連盟の会長及び
当工業会特別顧問を務められた故・
野呂田芳成氏に感謝状と記念品を
お贈りしました。野呂田氏の妻、黎
子氏にご臨席いただきました。

野呂田黎子氏
「創立30周年、おめでとうございます。
野呂田が皆様方にお世話になりました。心か

ら感謝申し上げます。野呂田は昨年5月23日
に亡くなりました。7月30日にお別れの会には
たくさんの方にお越しいただきました。心から
感謝申し上げます。建設省（現・国土交通省）、
国会議員、そして事務所※でたくさんの方にお
世話になりましたし、たくさんの方と知り合うことができました。野呂田は
幸せだったと思います。特に事務所を設けてからは貴工業会にいろいろな
面で支えていただきました。ありがとうございました。これからも皆様が
ひとつになって、助けあってますます発展されますことをお祈りして、御礼
の言葉とさせていただきます。ありがとうございました」

特別表彰・功労者表彰
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レ ポ ー ト

新年明けましておめでとうございます。

本日は創立30周年の記念式典について、心から
お祝いを申し上げます。

復興大臣を務めていた当時、被災地3県すべて回
らせていただきました。そのすべての中で、地震・

津波による被害を受けた地域は、最終的な総仕上げ

の段階に来ていると思っています。そして福島は、

まさにこれから復興が成し遂げられる状況であるこ

とを、この目で、この足で確認をしてきました。

そうした中、地震・津波においては、自走式駐車

場の役割が活かされていくのではないか、と実感を

しています。万が一の際は自走式駐車場に避難する。

こういったことを標榜していただき、多くの自治体

に利用していただけるように、これからも頑張って

いただきたいと思っ

ています。

今年はいよいよオ

リンピック・パラリ

ンピックの開催年で

す。海外から多くの

方が訪れると思いま

す。そのとき、日本

の素晴らしさを示していくことが大事ですし、様々

な日本の技術を見ていただく絶好のチャンスだと

思っています。日本には素晴らしい自走式駐車場が

あるということを世界に発信するチャンスですので、

今年、この業界がますます発展することを心より祈

念します。

自走式駐車場の素晴らしさを
世界に発信すべき

自走式駐車場議員連盟

副会長　渡辺博道 衆議院議員

（欠席） 若生正則氏、秋元　徹氏

功労者表彰　当工業会の発展に貢献した8名に対し、感謝状と記念品をお贈りしました。

清家謙次氏
（受賞者を代表し挨拶）

「日本自走式駐車場工業
会創立30周年、おめで
とうございます。工業会、
そして企業の発展は“時代を先取り、時代
とともに”、これが大切です。今後の益々
のご発展を祈念します。この度はありが
とうございました」

森　敏則氏 増田正人氏 田村英雄氏　　　　小林和也氏 河村則昭氏 清家謙次氏
  　　　　 飯島理事長

野呂田黎子氏
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明けましておめで

とうございます。

創立30周年、誠に
おめでとうございま

す。また、功労者表

彰を受賞された皆様、

おめでとうございま

す。そして毎年この

会で野呂田先生のお顔を拝見するのを楽しみにして

いたのですが、本当に残念でなりません。

今年は待ちに待った東京オリンピック・パラリン

ピックが開催されます。日本の選手の活躍を期待

しているところですが、それが終わると2025年の
大阪万博ということで、これからも期待が目白押

しです。皆様方のお力を頂戴しなければなりません。

先ほど来、災害対策という話も出ていますが、

災害に強い自走式駐車場について、皆様方と一緒

になって研究し、取り組んでいかなければならな

いと思っています。これからもよろしくお願い致

します。 （乾杯発声）

東京オリンピック・パラリンピックに
大阪万博が続く

自走式駐車場議員連盟

 事務局長　大塚高司 衆議院議員

今は6層7段、下の部分に鉄筋コンクリート造の2
層を加えると8層9段の自走式駐車場まですでに現実
のものとなっているということで、1層2段、2層3段
から進められた開発が非常に大きく羽ばたいている

ことに、驚きと喜びを感じています。屋上や壁面の

緑化や、最近では防災備蓄倉庫の設置についても大

臣認定を取得され、非常に幅広いバリエーションが

実現しています。皆様方のご努力と、技術的に安全

性を検証するという地道で目立たない作業を積み重

ねていただいた表れだと思います。敬意を表します。

昨年は実に災害の多い年で、台風や地震の被害な

どありましたが、先ほど佐藤先生からもお話があっ

た津波避難ビルとして自走式駐車場が非常に役に立

つということで、私どもでも津波避難ビルのガイド

ラインや事例集の中に、自走式駐車場を加えさせて

いただきました。

国土交通省は幅広

い行政を担当してい

て、建築、道路、自

動車、交通もありま

す。今通常国会に、

道路法の一部を改正

する法律案を提出す

ることが決まっていて、これは自動運転への対応が

改正事項の非常に重要なひとつとなっています。自

動運転化にはインフラの整備も欠かすことができま

せん。これからは自走式駐車場でも自動運転への対

応について準備を進めていかれるのかな、と思って

います。そういった開発の展開を期待したいと思い

ます。

自動運転化に対応する
インフラ整備にも期待

国土交通省

眞鍋　純 住宅局長
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レ ポ ー ト

皆様明けましておめでとうございます。

日本自走式駐車場工業会創立30周年ということで、おめでとうございま
す。自走式駐車場議員連盟としても、佐藤会長にご指導いただきながら頑

張っていきたいと思います。今、国会が始まっていますが、私は参議院の

議院運営委員長を務めておりますので、まずは補正予算の成立に向け取り

組んでいるところです。久しぶりの大型経済対策であり、これを早期に成

立させ、地域の活性化、内需の拡大へとつなげていきたいと考えております。

この30周年を機に、貴工業会がますます発展されますこと、また、会員
の皆様方のご隆盛をお祈り申し上げます。

自走式駐車場議連としての
取り組みも頑張りたい 自走式駐車場議員連盟

松村祥史 参議院議員

創立30周年、おめでとうございます。
関係者の皆様が今日まで築いてこられた伝統は本当に素晴らしいと思います。

30年前にこのような団体を作られた方々に敬意を表したいと思います。自走式
駐車場も都市計画において大変重宝されていて、狭い日本の国の中でいかに駐

車場を確保するかということが大事です。

30周年を契機に、今後ますます頑張っていただきたいと思います。

いかに駐車場を確保するかが
重要

自走式駐車場議員連盟

平口　洋 衆議院議員 

中締めは日本自走式駐

車場工業会・栗本和昌

副理事長が行い、「創

立30周年を迎え、今後
も工業会として『安心・

安全』『変化への対応』『市場拡大』をテーマにしっかり取り

組んでまいりたいと思います」と今後への意気込みを示した。
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日本自走式駐車場工業会が創設30周年を迎えた今、
自走式駐車場のこれからについて、ここで展望してみたいと思います。

総務部会が主催し、企画・広報・技術の三部会長が一堂に会した“座談会”では、
様々な意見が飛び交いました。

日本自走式駐車場工業会
三部会 ─ 企画・広報・技術 ─ 部会長座談会

これからの工業会、
そして自走式駐車場の
“未来”について

企画部会

森  敏則 部会長
（綿半ソリューションズ㈱）

技術部会

島村 義和 部会長
（日成ビルド工業㈱）

広報部会

濱中  修 部会長
（IHI運搬機械㈱）

（オブザーバー）
栗本 和昌 副理事長

（㈱北川鉄工所）

（オブザーバー）

飯島 登美夫 理事長
（㈱内藤ハウス）

（コーディネーター）

中川  賢 執行理事
（総務部会長）

（オブザーバー）

髙津 充良 専務理事
（日本自走式駐車場工業会）
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日本自走式駐車場工業会
三部会 ─ 企画・広報・技術 ─ 部会長座談会

中川　今回は総務部会の企画として、企画部会、広
報部会、技術部会の部会長にお集まりいただき、こ

れまでの活動を踏まえ、現在、そして今後の活動を

展望していきたいと思います。工業会を統括する立

場から飯島理事長、栗本副理事長、髙津専務理事に

もご出席いただきました。まずは現在の活動につい

て。それぞれどんな課題を有しているのかを確認し

ながら今後の方向性を見い出していきたい。まずは

企画部会、森部会長に先陣を切っていただきましょう。

森　基本的には今までの
取り組みを拡大していこう

というのが中心です。まず

は認定内容について、離

隔距離の緩和が以前から

の議題で、5層6段以上に
なった場合の距離があまり

にも大きすぎるのではない

かというものです。土地の

効率利用を考えると、認定

の緩和を求めたい。これは

部会内でも要望が大きい

テーマです。2番目は附帯施設の床面積4％以下とい
う条件の緩和です。防災備蓄倉庫の設置などを考え

ると、6％、7％程度まで必要になることもあります。
島村　ご指摘の件は国土交通大臣認定にあたっての
（国の）基準ですが、これまで工業会の技術部会でも

検討を続けていて、具体的なトライもしていますが、

今すぐの変更は難しいというのが実情です。とはい

え、以前より課題として認識していますので、今後

も検討を続けていきたいと思います。離隔距離の緩

和についても以前より認識しています。6層7段の離
隔距離を縮めることはできても、一方で今までの4
層5段以下の0 . 5m以下を逆に上げなければならない
という流れもあり、全体としてどちらのメリットが

大きいかを検証する必要があると考えています。

中川　グレーといえばグ
レーな部分ではある。あま

りいじると望まない結果に

なることもありえる、と。

森　6層7段が4 . 5mという
のはどのような根拠が？

島村　検証結果を基にし
た数字ではないと思います。

中川　何らかのデータを基
にしているのではない？

島村　そういう意味では、
論理建てて展開すれば6層
7段の離隔距離を縮めることができる可能性はじゅう
ぶんありますが、4層5段以下の0.5mをどう維持す
るか、という問題は無視できません。

森　いいとこ取りをしないといけない。
島村　まさにそのとおりで、検討は続けていますが、
慎重に進めなければならないと思っています。

中川　附帯施設についてはどうでしょう。
島村　そもそも4％の根拠、拠り所がはっきりしな
いというのが実情です。そういった状態からこの数

字をいじるとなると、まず4％の根拠を明らかにした
上で、現状を踏まえるとこれだけ必要です、という

話をしなければならないの

ですが、それが難しい。開

放性のルールにも4％とい
うのがあるのですが、この

ルールを変えるのではなく、

解釈の運用で今まででき

なかったことができるよう

になるよう働きかけに取り

組んでいるところです。数

値そのものに触れるとその

根拠とは、という話になる

のですが、解釈の幅を広

よりよい自走式駐車場のため
ニーズの現状に即した「大臣認定」に

中川　賢 執行理事

森　敏則 企画部会長

島村義和 技術部会長
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げることで対応できるのではないか、ということで

す。現在センターとやり取りをしていて、まとまり

次第、国交省への要望や調整に進みたいと思ってい

ます。このテーマの他にも、見直すべき点は見直し

を進めているところです。

中川　他にもありますか。
森　では2つほど。まず1つ目は修繕・リニューアル
についてです。自走式駐車場もすでに20年以上の歴
史があります。初期の物件についてはそろそろ修繕・

リニューアルを施し、長期にわたる維持に取り組む

べきではないでしょうか。マンションの大規模修繕

と同様にマニュアル化できれば営業のツールにもな

ります。外装の劣化対策も含め、手を入れるべきと

ころがあるのではないか、ということです。

島村　確かに、機械式駐車場については、設置後35
年以上が経過しているものもあり、装置の入れ替え

などが行われています。今後も30年以上経過した機
械式装置はそのような相談、リニューアルが行われ

ていくのではないかと思われます。一方、自走式駐

車場は「ノーメンテナンス」がひとつのメリットとし

て浸透しているところではありますが、30年以上が
経過した物件を対象にリニューアルの提案、修繕メ

ニューのマニュアル化に取り組むのは今後有効かも

しれません。そういった意味ではメニューを美装関

連に特化してもいいのかもしれません。

森　2つ目は他の施設との接続についてです。ルー
ルの明確化が必要ではないかという声があります。

島村　ルール化が結果的に厳格化につながり、今あ
る自由度が失われるという懸念もありますが、接続

に関するルールを明確化することは意味があると思

います。

森　審査機関や都道府県によって見解がバラバラな
面があるのですが、審査時によく聞かれるのが「他で

そのような事例があるか」ということです。そこで事

例を探し出して提示することになるのですが、例え

ばそのような事例集をつくって共有できれば便利か

な、と思います。

中川　そのあたりはメーカーごとの企業努力という
面もあり、情報共有が難しい面もありそうです。ただ、

最近では今あるルールの自由度が必ずしもいい方向

に行っているとは言いがたく、こちらが望まない解

釈が適用されることもある。ならば明確なルールを

設けるほうがいいという声も確かにありますね。

島村　ご指摘のとおり、現在では審査の視点も変わっ

てきたといえるので、改めて議論をしてもいいと思

います。
濱中　修 広報部会長
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日本自走式駐車場工業会
三部会 ─ 企画・広報・技術 ─ 部会長座談会

工業会の認知度を高めることが
認定駐車場の普及につながる

髙津充良 専務理事

濱中　修 広報部会長

中川　さて、ここからは広報関連をテーマとしたい。
対外的なPR活動について、何か意見はありますか。

森　工業会の紹介映像を作ったらどうでしょう？　
工業会の認知度向上につながると思います。各社の

新入社員教育用の映像制作もひとつの案です。

中川　教育映像は新入社員に限らず他部署から異動
してきた社員用というのも現実的な利用方法となり

そうですね。

濱中　映像制作について
は10数年前にPR映像を
作った実績があります。し

かしながらそれほど会員各

社に活用されなかったとい

う経験もあり、その必要性

を慎重に議論しているとこ

ろです。社内教育用につい

ては、対外的な広報活動

とは異なるベクトルなので、

広報部会の活動の一環と

しては取り組みづらい面が

あると思っています。

髙津　例えば建築士やコンサルタント等の団体への
PRの会合の際には、工業会の紹介映像などがあれば

非常に効果的だと思います。

中川　広報部会は現在どのような取り組みを？
濱中　ホームページのリニューアルに伴うQ&Aの
見直し等を行っています。

髙津　パンフレットについても、現状あるものより
もさらに踏み込んで、例えば事例集のようなものと

か、より具体的に工業会や認定駐車場のことを理解

していただけるような、わかりやすい資料がほしい

ところですね。

森　他団体等へのPR活動を行う中で、「津波に強い」
等の既存パンフレット（=写真）を活用していますが、

例えば会合終了後に先方の団体内で情報を共有して

いただく際のツー

ルとしてお渡しした

既存パンフレットが、

わかりやすく、かつ

インパクトのあるも

のとなっているか。

そのあたりはもう少

し考えなければいけ

ないと思います。

島村　津波被害への対策という面では沿岸地域の自
治体に対象が限られますが、洪水を含めた水害対策

という視点に立てば、対象となる範囲は広がります。

このあたりもPR対象として考慮すべきではないかと

思います。

中川　それらを実行する場合、企画構成を担当する
のは企画部会となりますが、広報部会からそういっ

た取り組みを立ち上げてもいいのでは？

濱中　現在、ホームページの充実に努めているとこ
ろですが、対外的な打ち合わせの際に「詳しくはホー

ムページを御覧ください」となってしまうのは確かに

理想的ではありません。工業会のPR用ツールの充

実に取り組んでいきたいと思います。

島村　先日、台風接近を受けて三重県のとある商業
施設が自走式駐車場を避

難場所として開放すると

いうツイートをしたところ、

それが広く拡散したという

事例がありました。これは

自走式駐車場の地域貢献

の実例に他ならないといえ

るでしょう。こういった面、

いざというときに役に立つ

のだという価値を、より広

く認識していただけるよう

な取り組みに力を入れてい

「津波に強い」パンフレット
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栗本和昌 副理事長

部会間の連携と役割分担
さらなる活動の充実のために 

くべきだと思います。

森　近年は降雨被害、台風被害も増えていますので、
津波に限らず洪水対策面でのPRを強化するのはあ

りだと思います。PRの訪問先を南海トラフ巨大地震

の津波被害想定地域に限らず、もっと範囲を広げて

いくべきでしょう。

濱中　今後も企画部会と連携を深めながらPR体制
の構築、外部への情報発信に努めたいと思います。

栗本　各部会が検討し、洗
い出している課題を工業会

全体で共有し、最適解を見

い出すようにしていかなけ

ればなりません。事実、そ

れらの課題が技術・企画・

広報の各活動に分かち難

く深く絡み合っていること

も改めて確かめられました。

各部会がそれぞれ個別に

抱えている課題も、他部会

と共有することで解決策が

見つかることもあると思います。

中川　工業会全体の取り組みという点では、認定品
表示板制度（＝写真）が始まってほぼ2年が経とうと
しています。これは企画部会から提案された取り組

みですが、手応えはどうでしょう？

島村　技術部会としても歓迎しています。この表示
板があることが駐車場の品質の証としてさらに浸透

するよう今後も取り組んでいくべきだと思います。

髙津　技術部会の領域である設計要領や発注書の中
にこの認定品表示板を盛り込むというのは、部会間

の情報共有の具体的成果でしょう。

中川　ところで現状の三部会の体制、役割分担に
ついてはどうでしょう？　特に技術部会については、

部会内でも役割の範疇が広すぎるのでは、という指

摘もあるようですね。

島村　現状では部会の構成メンバーは設計部門の担
当者がほとんどなのですが、実際には設計だけでな

く建築・施工・現場管理といった分野も工業会とし

てしっかり扱うべきだと感

じています。工事担当者を

中心にした「工事部会」を

独立部会として新たに立ち

上げてもいいのでは、と思

います。技術部会では昨

年度から施工面をテーマと

した勉強会を開催したりし

ていますが、もっとこれら

を充実させてもいいのでは、

と感じています。

飯島　そういった意味で 
より専門性を高めた部会が個別の課題に取り組みな

がら、それらを部会間でも共有し、連携を密にして

いくのが理想ですね。

飯島登美夫 理事長

品 No.00001

2018年からスタートした認定品表示版
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部会間の連携と役割分担
さらなる活動の充実のために 

駐車場の未来
「世界からガソリンスタンドが消えたなら」
中川　さて、ここからは工業会の30周年を機に、工
業会と自走式駐車場の「未来」について展望していき

たいと思います。自走式駐車場はどのような変化が

求められていくでしょうか。それぞれの部会ではど

のようなことを考えていますか？

森　基本的にはモータリゼーションの流れや変化に
敏感に反応し、利用者側に立った駐車場を提供する

ことが求められるものと思います。具体的にはEV

への対応、コンパクトシティへの対応、自動運転化

への対応などです。EVへの対応としては、より実用

的な急速充電器の設置について研究を進めるべきだ

と考えています。

濱中　認定駐車場という視点では、低コストかつ短
期間での提供を軸に、認定範囲の拡大、規制の緩和、

新規認定の実現等に取り組んでいきたいと思います。

また、例えば審査期間の短縮など個別認定取得を容

易にする仕組みづくり、店舗付き条件の緩和等が必

要かと考えています。審査期間の長さから個別認定

を諦めて在来に切り替えてしまう例もあるようです

し、せっかくの認定のメリットをこういったことで

失うことなく、付加価値のある駐車場の実現に向け

取り組んでいきたいと思います。

島村　今は若者のクルマ離れが指摘されていますが、
大都市を除けば日常の足としてクルマは今なお欠か

せない存在です。クルマ中心の生活が基本となって

いる地域は数多い。

森　ある地域の統計によると、販売されたクルマの
4割が軽自動車だったということです。ということは
軽自動車専用の駐車スペースをもっと増やしてもい

いのかもしれません。

島村　社会的貢献という面では、水害対策としての
役割を今後も担っていくべきだと考えています。さ

らには、他の建物とつながっていることが少なくな

いため、火災時に煙に巻かれる恐れの少ない認定駐

車場が避難施設として機能すると考えられます。こ

の辺りの役割にしっかり取り組んでいけたら、と思

います。将来的には自動運転化への対応もスピード

感が必要だと思います。

栗本　津波、あるいは水害に強い施設であることは、
もっともっとPRしていく必要があるでしょう。そし

て今後の方向性については、やはりEVへの対応が

不可欠です。

飯島　EVへのシフトは世界的な流れであり、間違
いのないところです。EVが普及したら従来のガソリ

ンスタンドはまちからなくなってしまうかもしれな

い。それぐらい大きなムーブメントです。

中川　固定電話しかなかった時代はつい最近のこと
だったのに、それが今では携帯電話を通り越してス

マートフォンの時代です。自動運転化も含め、そん

な大きな変化がクルマ社会でも起きようとしている

ということですね。

飯島登美夫 理事長

今後EVの普及とともに充電設備の需要が高まるのは間違いない

今後は自動運転車両受け入れのための環境整備も求められる
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まちの変化と
自走式駐車場の役割の変化 
中川　では、駐車場は将来的にどう変わっていくの
か。駐車場の未来を想像してみませんか。

森　EVの充電設備がそうであるように、クルマが変
われば、駐車場に求められる機能も変わっていきま

す。自動バレーパーキングが実用化されれば車室で

乗り降りする必要がなくなり、車室幅も狭くてよく

なります。そもそもクルマ自体も所有ではなく小型

パーソナルコミュニティのシェア、あるいは乗合バ

スのようなものといったようにシェア化、そしてサ

イズの二極化が進んでいくかもしれません。駐車場

がそういったシェ

アモビリティの充

電ポート・停留所

機能を内包するよ

うなこともできる

と思います。自動

運転化については

関連団体との情報

交換等も始めてい

るところで、さら

に連携を密にして

いきたいと思います。

中川　乗合バスといえば、現在もインバウンド需要
などから大型バス用駐車場の不足が顕在化していま

す。認定駐車場で大型バスの受け入れができないか、

という声もあります。現状、大型バスをスロープで

上の階に上げるというのはなかなか難しいところで

すが、潜在需要は相当なものがあるでしょう。

濱中　クルマの自動運転化が進むとしても、それま
での過渡期、移行期間もそれなりの長さがあると思

います。その間の対応も求められます。

髙津　自治体を回っていると、まちの中心部のにぎ
わいをどうやって作り出すか、それぞれ腐心してい

ることがよくわかります。コンパクトシティ政策に

も関連することですが、中心部に人を集めるために

は、人を集める移動手段が必要です。その手段のひ

とつがクルマで、つまりそのクルマを駐めるための

駐車場が不可欠です。

中川　とはいえ、まちの中心に小さな駐車場が点在
していては、クルマの出入りで人の流れを分断して

しまうことになる、と。

髙津　そのとおりです。ではどうするか。まちの中
心ではなく、その外郭部に大規模駐車場を設け、駐

車車両を集約させるのです。この役割には自走式駐

車場が最適です。まちの施設として景観を損ねる

ことなく、まちの

中心部の動線を分

断せず、使いやす

いものであること。

そういった意味で

駐車場の役割は

小さくありません。

これからは駐車場

単体ではなく、ま

ちの重要な機能を

担う「まちの一部」

としてのあり方を

強く意識する必要があるといえるでしょう。

森　コンパクトシティについては、より具体的な情
報を収集した上で、自走式駐車場がどのような役割

を担うべきかを考えていきたいと思います。

中川　まちの一部としての役割を担うのであれば、
商業施設や公共施設との併設、あるいはそれらの駐

車場内への設置などが考えられますね。

髙津　例えば薬局でもコンビニでも、帰り際に駐車
場内で立ち寄れるようであれば便利でしょうね。

島村　駐車場自体を目的地化することも考えられる
のではないでしょうか。

中川　というと？
島村　現在の駐車場は、ある目的地へ行くために、
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まちの変化と
自走式駐車場の役割の変化 

そのそばにある駐車場を利用するという使われ方で

すが、駐車場内に目的の施設があって、そこで目的

が済ませられるような、そんなイメージです。駐車

場自体が目的地になるような多機能化、施設組み込

み型への拡大も考えていきたいと思います。

森　例えばペットショップなどは屋上階での運営に
適しているかもしれません。半屋外的な使い方で。

髙津　ドッグランなどがあっても喜ばれそうですね。
中川　なるほど。屋外という利点を活かすならば遊
戯施設があってもいいですね。

濱中　現在もすでにありますが、駐車している間に
洗車やメンテナンスをしてくれるようなサービスも

喜ばれるでしょう。タイヤ交換なども駐車中に済ん

でしまうとか。

髙津　昔は駅も空港もバスターミナルも移動のため
だけに利用する単機能の施設で、いわば殺風景なも

のでした。それが今では駅ナカ、空港内の施設で買

い物も飲食も何でもできる。長く滞在できる場所に

なっています。駐車場も同じように人の移動を支え

る施設として、今の駅や空港と同じことができる可

能性を秘めているのではないでしょうか。

濱中　広報部会の中では、自走式駐車場にクルマの
ショールーム的な機能を持たせてはどうか、という

アイデアも出ています。

中川　ショールーム的機能というと？
濱中　例えば中古車ディーラーのように、あるジャ
ンルの実車がメーカーを問わず展示されていて、駐

車場内をひと回りするだけで自分がほしいクルマを

比較検討できる、というものです。フロアごとにメー

カーやジャンルが分かれているとか。

飯島　それは面白そうだ。
中川　なるほど。買い替え時の検討の手間が省ける
「クルマのテーマパーク」のようなイメージですね。

濱中　これが実現すれば、自走式駐車場がクルマ好
きの人を引き寄せる魅力ある施設になり得ます。そ

れともうひとつ、これは先ほど話のあった人の移動

を支える施設としてのアイデアですが、車中泊の受

け入れ機能を備えるというものです。

中川　今は事実上「道の駅」が車中泊の受け皿になっ

ていますね。

濱中　はい。宿泊目的はNGながら「仮眠」はOKと
いうのが「道の駅」のスタンスです。しかしながら、

どこにでも「道の駅」があるわけではありません。

栗本　観光エリアでもない限り、そう都合よく「道の
駅」があるわけでもない。そういうところにある自走

式駐車場が「道の駅」代わりになる、と。

濱中　そういった「道の駅」の空白地帯で、トイレや
電源を備えた自走式駐車場が車中泊を受け入れるの

です。市街地や観光地には宿泊施設がいくらでもあ

りますが、そのどちらでもないところでは宿泊の選

択肢は乏しいものです。自走式駐車場で車中泊がで

きれば、利用が増えるのではないか、ということです。

髙津　確かに、潜在的なニーズはありそうですね。
栗本　現実的に、いま現在も割合として店舗併設型
の需要が非常に増えています。これを付加価値の創

出という流れが既に始まっているのだ、と捉えるこ

ともできるでしょう。

飯島　ご指摘のとおり、付加価値の創出は今後ます
ます重要になっていくでしょう。駐車場は使われて

こそ価値があります。現在も広報部会を中心に認定

駐車場のPRを行っていますが、今後も引き続き力

を入れていかなければなりません。認定駐車場は規

格化されているので、今後の自動運転化の流れに対

応しやすいというアドバンテージを有していると思

います。このアドバンテージを活かしながら将来に

向け対応していくべきだと思います。

中川　では総務部会として最後にまとめます。将来
の「夢」に向かって、三部会においては今後もさらに

活動を活発化していただくよう、お願いします。

現状、車中泊といえば「道の駅」
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工  業  会  活  動  報  告  1

今回の訪問先は、

①（前回2018年に訪問していない）南海トラフ地震
等を想定した津波避難対策特別強化地域

②主に北海道地方に係る日本海溝・千島海溝周辺海
溝型地震を想定した沿岸部地域

③昨年6月18日に発生した山形県沖を震源とする最
大震度6強の地震に見舞われた主な自治体

④一昨年の豪雨等により洪水被害を受けた地域の主
な自治体

を候補とした。訪問先では認定駐車場ならではの

メリットについて説明するとともに、地震・津波だ

けでなく、台風や豪雨による河川の氾濫など、水害

に備える施設としての活用についても意見交換も

行った。

なお、昨年9月に国土交通省都市局都市安全課と
企画部会役員の間で行った（認定駐車場を津波避難

施設として整備するための補助制度についての）意

見交換の内容、即ち「都市防災総合推進事業の活用」

等も踏まえ、必要に応じて本制度の活用について説

明等を行った。

訪問した各自治体毎に状況は異なるが、認定駐

車場の特徴やメリットに関する意見交換を通して、

2017年の内閣府の技術的助言により鉄骨造（S造）の
認定駐車場を津波避難ビルとして指定することが事

実上可能となったことを含め、認定駐車場のさらな

る認知向上のための活動を行う意義と必要性を改め

て認識したところである。

今回の自治体訪問活動は通算４回目の実施となっ

たが、これまでの訪問での各自治体からの意見や提

案等が「防災備蓄倉庫設置型の大臣認定駐車場の実

現」や「大臣認定品表示板制度のスタート」に繋がる

契機にもなっている。今後も、大臣認定駐車場の認

知向上及び付加価値向上の取り組みを継続していく

予定である。

都道府県 自治体名  部署名

三重県 鳥羽市  総務課 防災危機管理室 10月15日

志摩市  建設部 都市計画課 
 総務部 地域防災室 10月16日

熊野市  建設課 都市計画住宅管理係
 防災対策推進課 防災対策推進係 10月16日

和歌山県 新宮市  総務部 防災対策課 10月16日

三重県 伊勢市  都市整備部 都市計画課
 交通政策課 10月17日

都道府県 自治体名  部署名

新潟県 新潟県  防災局 防災企画課 防災事業係
 土木部都市局 都市政策課／都市整備課 10月28日

新潟市  危機管理防災局 防災課
 都市政策部 都市計画課／都市交通政策課 0月28日

北海道 苫小牧市  市民生活部 危機管理室 11月  6日

釧路市  総務部 防災危機管理課／総務課
 総合政策部 都心部まちづくり推進室 11月  7日

山形県 鶴岡市  建設部 都市計画課
 市民部 防災安全課 11月18日

自然災害から地域を守る国土交通大臣認定自走式駐車場
2019年度 沿岸部自治体へのPR活動を実施
当工業会では昨年（2019年）10月から11月にかけて、一昨年に引き続き、認定駐車場に対する理解を
より深めていただくため、理事が自治体を訪問し意見交換を行いました。

1県9市を訪問
2019年度 自治体訪問先
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海岸線と山に挟まれた地形である
ため、山から離れた海側寄りの地区
には津波避難タワーを設置し（現状
3基）、山側へ向かう避難路の整備と

地域住民への周知、避難訓練などソ
フト面の充実に重点を置いていると
のこと。目を引いたのは円筒形（RC
造）の津波避難タワー。民間が建築

した事務所用建物（ 1棟）と公共が整
備した津波避難タワー（ 2棟）の全
てがこの円筒形を採用しており印象
的だった。

円筒型の津波避難タワー　写真左：公共
写真右：民間

海岸線から山が近く平坦な土地が少
ない地形から、津波対策として避難路
の整備に重点を置いている。財政的な
制約から津波避難タワー建設や命山

（津波等のための人工的な高台）など

構造物（ハード面）の整備は進め難い
とのことであり、既存の公共施設を津
波避難ビルに指定しているとのこと。
「都市防災総合推進事業」について
は、過去に検討を行ったが、時間的制

約から活用を断念せざるを得なかっ
た。駐車場整備について民間から相
談を受ける際には、認定駐車場のメ
リットについて紹介をしたいとのこ
とだった。

三重県鳥羽市：総務課 防災危機管理室／建設課 まちづくり整備室          10月15日

三重県志摩市：総務部 地域防災室／建設部 都市計画課          10月15日

海岸線に崖も多く規模の小さい居
住地区が点在しているため、避難路
確保と津波避難タワー整備（現状は2
基）の両建てで対応しているとのこと。
リゾート客向けの大型ホテルなどは
大半が高台に位置し、市では多人数を

収容できる避難場所として協定締結
を進めている。自走式駐車場につい
ては市庁舎の来客用として併設され
ていたが、津波避難タワーと同様「都
市防災総合推進事業」を活用できる可
能性などについて、意見交換を行った。

三重県熊野市：防災対策推進課／建設課            10月16日

和歌山県新宮市：総務部 防災対策課             10月16日

海岸線と熊野川河口に挟まれた
場所に位置するが、市街地は地形的
に高台に位置しているため、津波到
達地区は海岸線に限定され市街地

に津波は入って来ない想定（マグニ
チュード9.1規模の地震を想定）と
のこと。市街地の民間施設に協力を
仰ぎ、津波避難ビルの指定を相当程

度に進めており、ハザードマップを
市内全戸に配布するなど、非常に防
災意識の高い自治体であるとの印象
を受けた。

自治体訪問先レポート
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三重県伊勢市：都市整備部 都市計画課・同交通政策課          10月17日

国内外からも多くの人が訪れる伊勢
神宮を抱える自治体であり、駐車場の
整備においても観光バス用の駐車ス
ペース確保は大きなポイントであり、
当方の説明に対しても“認定駐車場に
おいて大型観光バスへの対応が可能

か”との質問を受けた。現状では景観
への配慮から、1層2段など低層型の
立体駐車場が中心との説明があった。
実際の建築コストや工期など具体的
な認定駐車場の実現可能性について、
意見交換を行うことができた。

新潟県：防災局防災企画課／土木部都市局都市政策課・同都市整備課          10月28日

昨年6月18日に発生した山形県沖
を震源とする最大震度6強の地震によ
り、上越、中越、下越、佐渡地方に津波
注意報が発令。甚大な被害はなかっ
たものの、実際に津波を観測した。こ
のような状況も踏まえ、訪問地域とし
た経緯がある。

防災企画課では、普段から使用され
ている自走式駐車場が被災時等に避
難場所として活用できる意味は大き

いとの意見をいただいた。多雪地域
でもあるため、積雪の荷重に耐え得る
構造計算を基に設計施工している旨
を紹介した。

都市政策課／都市整備課では
2004年10月23日に発生した新潟
県中越地震で、実際に認定駐車場が
支援物資の発着拠点として活用され
た事例を紹介したところ、雨や雪を
避けられる屋根付きのスペースは非

常に助かる上に心強いと感じる、と賛
同をいただいた。

新潟県新潟市：危機管理防災局         10月28日

津波避難ビル等の指定を行う危機
管理防災局を訪問。市では津波避難
タワーの建設は行わない代わりに、国
の補助制度である「都市防災総合推進
事業」を活用して、既存ビル（市営住
宅）に外付け階段及び転落防止フェン
スを設置した事例が2例あるとのこ
と。沿岸部に広がる砂丘が天然の防
波堤の役目を果たしているとも。市

が定める津波避難ビル等の指定要件
では、（旧）ガイドラインの規定によ
る鉄筋コンクリート造（ RC ）又は鉄
骨鉄筋コンクリート造（SRC）を原則
とすることとされ、鉄骨造（S）による
自走式駐車場を指定した事例はない
とのことで、当方からは2017年7月
に内閣府から、新しい技術的助言と事
例集が公表されたことを紹介し、鉄骨

造（ S ）でも津波避難ビルとしての指
定が可能になったことを説明した。

新潟県新潟市：都市政策部 都市計画課／都市交通政策課          10月28日

街なかに人の賑わいを維持する観
点から、1階・2階部分に店舗の入る
施設併用型の認定駐車場や、景観面に
配慮したデザイン性の高い認定駐車
場事例、認定駐車場のコストメリット

についての意見交換に多くの時間を
割いた。また、近年多発する自然災害
で損傷した認定駐車場の有無につい
て質問があり、損傷等で使用出来なく
なった例はないことを説明した。
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昨年9月6日に発生した北海道胆
振東部地震では、津波被害は報告さ
れなかったものの、同市では震度5
強の揺れを観測したとのこと。

市では既に自走式駐車場を津波避
難ビルに指定しているとのことだっ
たが、当方より改めて大臣認定駐車
場が2011年の東日本大震災で地震
や津波に耐え、多くの人命を救った

ことを説明した。なお、市では地震
や津波、洪水や土砂災害、(樽前山の)
火山災害、避難先等を一冊にまとめ
た「防災ハンドブック」を作成して
各家庭に配布しており、この冊子で
も立体駐車場（の屋上）が避難場所
として指定されていた。

危機管理室では、近年多発する
様々な自然災害に対して市町村単位

での対応に限界を感じ始めていると
の話もあった。

北海道苫小牧市：市民生活部危機管理室室           11月6日

北海道釧路市：総務部防災危機管理課／総合政策部都心部まちづくり推進室           11月7日

防災部局である防災危機管理課（写

真上）と、市全体の街づくりを企画立案
する総合政策部都心部まちづくり推
進室（写真右上）を訪問。国の支援制度「都
市防災総合推進事業」を活用した防災
庁舎は、3階以上の会議室は避難所と
して転用可能で、実際に昨年発生した
北海道胆振東部地震では、大規模停電
等で行き場を失った外国人観光客を
中心に開放したとのこと。

市では自走式駐車場を津波避難ビ
ルに既に指定しており、一時的な避

難場所として自走式駐車場が指定さ
れることに住民の意識も含め違和感
はなく、（駐車場のように）24時間
開放している施設等を積極的に緊急
時避難場所として
指定している（学
校には夜間専用の
緊急用入口を設け
ている）とのこと。

都心部まちづく
り推進室では、近年
は空き店舗が増え

ている釧路駅周辺を中心に、まちな
かに賑わいを取り戻す必要があると
いう危機感とともに、防災の視点も
含めてまちづくりの検討を進めてい
るとのこと。当方からは人のにぎわ
いを維持する観点から道路に面した
1・2階部分に店舗の入る施設併用型
の認定駐車場や、景観面に配慮した
緑化型やデザイン性の高い認定駐車
場の事例などを紹介した。

防災庁舎

山形県鶴岡市：都市計画課／防災安全課            11月18日

昨年6月18日に発生した山形県沖
地震で震度6の揺れが発生。自走式駐
車場のような建築物は津波よりも一
級河川の赤川の浸水・洪水対策に活
きるのではないかとの意見があった。

既存の駅前立体駐車場（再開発によ

る6層7段(1階店舗、在来工法、S62
竣工）)で、耐火被覆が剥がれ落ちク
レームになっているとの説明があり、

「耐火被覆の要らない大臣認定自走式
駐車場には非常に興味がある」とのこ
と。市中心部の駐車場対策について、

市立病院や庄内空港において慢性的
な駐車場不足が生じているとのこと。
県の合同庁舎（税務署、ハローワーク、
地検等が入る）の建築計画（令和4年
竣工予定）により、市中心部の駐車場
不足が懸念されるという。
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神戸市西区の西神ニュータウンは、

西区が垂水区から分区された地域で、

昭和57年当時の人口約1千人から平
成27年度には約10万人へと大幅に人
口が増加している。このような状況か

ら行政サービスの拡充を図るため、本

駐車場の隣接地に区役所を移転し、新

庁舎を整備する検討が進められてい

る。今後この西神地区は、区の中心的

な場所として発展していく可能性があるのではない

だろうか。本駐車場は西神中央駅（神戸市営地下鉄

西神・山手線）に至近の複合商業施設（名称：プレ

ンティ）の第2駐車場として新設された6層7段型の

大臣認定自走式駐車場で、収容台数は935台（内平
面28台。プレンティ全体では約3,000台）、鉄骨造・
地上6階建てであり、当工業会の会員メーカー（綿
半ソリューションズ㈱）設計・施工による。

駐車場内の満・空表示は3色
（赤・緑・青）を採用。写真の
点線囲みは“ゆずりあい車室”
専用の青色を表示している）

広めのスペースを確保した車室 各階のEVホールにはエレベーターかご内を映すモニターを設置

令和元年（2019年）10月24日（木）、第36回会員協議会（視察研修会）を神戸市において開催しました。今回は
10月中旬にオープンしたばかりの6層7段型自走式認定駐車場（プレンティ新立体駐車場）を視察見学しました。

第36回会員協議会（視察研修会）を神戸市にて開催

プレンティ新立体駐車場
（大臣認定6層7段型自走式駐車場）
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当工業会では、技術部会主催の勉強会を定期的に開催しています。
各回、自走式駐車場に関連するテーマを設け、講師をお招きして講演をしていただいています。

外装材に大型アルミルーバーを採用したブラウン

色の外観が目を引く本駐車場は、場内の電灯設備は

LED灯を設置、天井部分に設置された満空表示には、

赤（満）・緑（空き）・青（ゆずりあい車室※）の表示

がなされ、車室も広めの2.6m×5.0m（546台）が確
保されている。

各階のエレベーターホールは広めで明るく、エレ

ベーター（ EV）の”かご”内部の様子をホールから

常時確認できるように大きめのモニター画面が設置

されており、また階段室にも明かり取り用の窓が設

置されているなど、とかく閉鎖空間となりがちな場

所に安心感を与える配慮がされていた。

また、本駐車場は「建築基準法に基づく耐火建築

物に相当する防耐火性能を有する大臣認定駐車場」

であることから、当工業会が2018年1月からスター
トした制度である「認定品表示板」も、利用者の方が

目にする機会の多いEVホール脇に掲示されていた。

視察に参加した会員からも「利用者を意識したデザ

インや設備が大変参考になった」と本駐車場施設を

評価する意見が多数寄せられた。

エレベーターホール脇に掲示
されている「認定品表示板」

解説
　アイエヌジー株式会社
　代表取締役社長
　髙橋　済 氏

技術部会 第3回勉強会：令和元（2019）年10月10日開催

「耐火性能検証 具体的な進め方について」
（認定申請のポイント）

解説
　ヤマトプロテック株式会社
　東京本社
　マーケティング本部 マーケティング室
　課長　市川　誠 氏

技術部会 第4回勉強会：令和元（2019）年12月4日開催

「駐車場向け消火設備のご紹介」
（最近の事例・動向について）　　　　　  

※ゆずりあい車室 ： 兵庫ゆずりあい駐車場制度に基づく、障害のある方などのための駐車スペースを適正に利用いただくため、
兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度により、優先的に利用できる車室

明かり窓付きの階段室

技術部会 勉強会を開催



当工業会では本年（ 2020年）4月1日に創立30
周年を迎えることから、昨年より創立30周年事
業の実施について検討を行ってきました。理事

会等における協議を通して、創立30周年記念祝
賀会を新年賀詞交歓会と併せて開催すると同時

に、この度「創立30周年記念誌」を作成して当工
業会の歩みを記録として残すこととなりました。

創立30周年記念誌発行のお知らせ

※表紙、本編はすべて編集作業中の仮ページの
ため、正式版とは異なる場合があります。
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また、創立30周年事業実施の
詳細等については「周年事業実

行委員会※」において「創立30
周年記念祝賀会」の検討と共に、

「創立30周年記念誌」の編集会
議が重ねられました。

創立10周年及び20周年の折
り記念誌等の作成は、当工業会

の会誌である「ぷれぱ」の特集

記事とし周年記念号として発行

されていましたが、この度の創

立30周年に際しては「ぷれぱ」
とは切り分け一冊の冊子として

取り纏めを行うことで作業が進

められました。

現段階における創立30周年記念誌の主な掲載
内容は、飯島理事長の挨拶に続き、自走式駐車場

議員連盟、国土交通省及び駐車場関連団体よりの

御祝辞をはじめ、会員メーカーによる大臣認定駐

車場の建築実績、この10年（ 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

について振り返ると共に、今後の展望などとなる

予定です。

今のところ、本年5月に開催予定の定時社員総
会の前までに発行することを目途に、周年事業実

行委員会において鋭意作業を進めています。

※ 周年事業実行委員会

　委員長 中川　賢 （執行理事（総務部会長）・セイワパーク㈱）
　委　員 赤松　聡 （理事・綿半ソリューションズ㈱）
　　　　　 河野 哲也 （理事・雄健工業㈱）
　　　　　 田嶋 和範 （監事・日成ビルド工業㈱）
　　　　　 濱中　修 （広報部会長・IHI運搬機械㈱）
　　　　　 髙津 充良 （専務理事・日本自走式駐車場工業会）
　　　　　 若山　聡 （事務局長・日本自走式駐車場工業会）

　編集協力　㈲サン・ネット

『ぷれぱ 10周年特集号』2000年1月 『ぷれぱ 20周年特集号』2010年1月
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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 〒564-0053
大阪府吹田市江の木町16-34 06-6310-6711

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21-13 0968-78-6216

綿半ソリューションズ（株） 小林　亮夫 〒160-0004
東京都新宿区四谷1-4 綿半野原ビル2階 03-3357-4694

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）



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

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

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

賛助会員（10社）

（一社）全日本駐車協会 木村　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

（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3月現在）

   

業界情報

編集後記 今年(令和2(2020)年)当工業会は、平成2(1990)年の創立から数えてちょうど30年となる節目の年を迎えまし
た。この2020年春号では、これまでの30年間に積み重ねられた数々の実績を基礎にして、大臣認定駐車場の
未来に向けて更なる創造にチャレンジする会員の姿を紹介しています。認定駐車場の社会的認知度及び付加価
値向上を模索する会員活動等について、今後も伝えてまいります。 （Ｗ）

2019（令和元）年

 9月   5日 執行理事会開催
 9月12日 令和元年9月度理事会開催
 10月 21日 令和元年度中間会計監査実施
 10月 24日 第36回会員協議会（神戸開催）

 11月27日 執行理事会開催
 12月   4日 第4回技術部会勉強会開催
 12月   5日 令和元年12月度理事会開催

2020（令和2）年

 1月23日 令和2年1月度理事会開催
 1月23日  創立30周年記念祝賀会・
 新年賀詞交歓会開催

 2月   7日 新春駐車場研修会開催
 2月10日 執行理事会開催

工業会活動報告   〔 2019（令和元）年9月1日～ 2020（令和2）年3月31日 〕



日本自走式駐車場工業会会報誌

季刊 ぷれぱ No.74（2020年 春号）

編集・発行　　一般社団法人 日本自走式駐車場工業会
〒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　【HP】 http://www.purepa.or.jp

印　　　刷　　有限会社サン・ネット

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/

（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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