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メーカー 株式会社北川鉄工所

製 品 名 Kitagawa  Parking8  PFS-730

施　　主 杜の街づくりPJ1合同会社

建 設 地 岡山県岡山市北区下石井

工　　期 2020年10月～2021年6月

構　　造
7層8段自走式自動車車庫
フラットスキップ ブレース構造

建築面積 2108.62㎡

延床面積 13,503.08㎡

収容台数
1F：22台　2Ｆ：62台　3Ｆ：60台　4Ｆ：64台
5Ｆ：64台　6Ｆ：64台　7F：64台

【表紙説明】
杜の街づくりプロジェクト

岡山市北区の元イトーヨーカドー岡山店跡地の再開発計

画：杜の街づくりプロジェクト  (事務所ビル・超高層マン
ション・商業施設計画)のお客様向け駐車場として計画され
た立体駐車場です。限られた計画地にて駐車台数400台を
確保する為に、1階・2階を施設階扱いとし、3階以上を5層
6段型にて駐車場を形成させる7層8段型を採用し、個別認
定を取得する方法を選択しました。フラット・スキップ形

式を採用することで、スロープ及び車路部分が交互通行と

なってしまう事を解消する為に、1フロアーにスロープを4ヶ
所配置し、すべてのフロアーを一方通行として計画致しま

した。さらに、車路管制システムに料金事前精算機と併用

させて、車番マッチングシステムを採用することで、出庫

するお客様にストレスを掛けない様に配慮致しました。都

市化の進む岡山中心部の再開発プロジェクトの一役を担っ

てくれる事を期待しております。
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新役員紹介
一般社団法人日本自走式駐車場工業会

本年 5 月 13 日（木） に開催された令和 3 年定時社員総会におきまして、
任期満了に伴う役員改選が行われました。新しい理事・監事が選任され　

新体制となりましたので、ここでご紹介します。

 理事長　栗本 和昌　（㈱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）

この度、日本自走式駐車場工業会の理事長に就任い
たしました栗本です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
日頃より、自走式駐車場の認知度向上や普及推進を

通した社会貢献にご尽力いただき、心より感謝申し上
げます。
さて、世の中では『カーボンニュートラルを中心と

した環境への配慮』や『自動車の進化への対応』が求め
られています。これからの駐車場は、駐車するためだ
けの施設ではなく、環境配慮や必要とされる機能を加
えた付加価値の高い駐車場が求められ、駐車場が果た

す役割・機能が大きく変わって
くるものと考えています。
業界を取り巻く環境は厳しい

状況ではありますが、これらの
社会変化を前向きに捉え、スピー
ド感を持って取り組んでまいりたいと思います。
最後に、当工業会の発展のため、会員のみなさんと

協議を行いながら、これまで以上の成果が出せるよう
全力を尽くしてまいりますので、ご協力のほど、よろ
しくお願いします。

5月13日に開催された定時社員総会は、新型コロナウイルス感染防止に
配慮しながらの実施となった。
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 副理事長　中川　賢　（セイワパーク㈱　取締役副会長）

 総務部会長・監査委員長

副理事長及び総務部会長を拝命しました中川 賢
です。当工業会執行部に携わって10年目となります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
新たなモビリティの登場やMaaSの普及などによ

り、車に求められる役割が大きく変わろうとしてお
り、車そのものも、EVや燃料電池車の普及が今後
急速に進むと考えられます。自走式駐車場もそれら
に対応し、社会的ニーズに的確に応えていかなけれ
ばなりません。

同時に、現在注力している地
震・津波・洪水等災害発生時に
避難施設として認定駐車場が機
能することについて、更なる認知向上に努めてまいり
ます。防災・減災施設として地域貢献を果たすとと
もに、壁面・屋上緑化等を通じたSDGsに資する取り
組みも、積極的に行ってまいりたいと考えております。
引き続き、皆様のご支援ご協力をお願い申し上げ

ます。

 専務理事　亀村 幸泰　（(一社)日本自走式駐車場工業会　専務理事）

 執行理事

専務理事に再任されました亀村幸泰です。
当工業会では、認定自走式駐車場の社会的認知

を高め、需要の拡大に向け様々な活動を進めていま
す。2018年1月からスタートした認定品表示板制度
の定着を進め、認定自走式駐車場の優位性（耐火被
覆が必要なく、防火区画や消火設備についての緩和
等による低コスト化、地震・津波等への安全性など）
について積極的に周知を図り、需要の更なる拡大を

目指して行くことが課題です。
また、脱炭素社会の到来に向
け、当工業会としてできるこ
との模索、防災、減災への取り組み等、社会への貢
献を図って行くことも課題となっています。
これらの課題について会員の皆様と一丸となって

取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

 執行理事　赤松　聡　（ 綿半ソリューションズ㈱　執行役員 コンストラクションカンパニー 営業ユニットマネージャー）     

　技術部会長

このたび執行理事技術部会長を拝命いたしました
赤松でございます。
平素より会員企業の皆様におかれましては、当工

業会の活動に多大なるご理解、ご支援をいただき厚
く御礼申し上げます。
新型コロナウィルスによる生活様式の変容や脱炭

素社会への加速など当工業会も大きな変革を余儀な

くされる環境に置かれており
ます。新理事長に就任された
栗本理事長の下、安心・安全
に加え、社会ニーズに応えた
交通インフラの整備に寄与できるよう工業会一丸と
なって活動してまいります。今後ともご支援・ご協
力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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新役員紹介

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

 企画部会長

今回の役員改選で執行理事企画部会長を仰せつか
りました。
1層2段型で大臣認定を受けたのが1991年、それから
30年を経て今では大臣認定の自走式立体駐車場として、
日本国内に収容台数にして約190万台、約1万棟が建設
されております。2011年の東日本大震災を機に、津波
避難ビルの構造として認められていたRC造、SRC造に
加えて、内閣府の技術的助言によりS造の認定駐車場
も津波避難ビルとして認められることになりました。こ

れにより有事の際の避難場所と
しての機能を合わせ持った施設
へと姿を変えてきております。
EV車対応、自動駐車（AVP）対応、スマートシティ

における基幹駐車場など車の変革に合わせ、認定駐
車場の姿もさらに変わりつつあります。そのような変
革期に執行理事企画部会長として、皆様のお役に立
てるよう尽力していくつもりです。どうぞよろしくお
願いいたします。

 理事　　飯島 登美夫　（ ㈱内藤ハウス　専務取締役 営業本部長）

 監査委員

栗本理事長のもと新体制がスタートしました。今
までの経験を生かして、全面的に支援をしてゆきた
いと考えております。
さて、新型コロナウィルスの影響により、これか

らのビジネスは大きく変わるのではないかと思いま
す。それに伴い自走式駐車場も新たな変化、新たな

機能を求められるのではない
でしょうか。
企画部会、技術部会等の担

当は持っておりませんが、認定駐車場の新たな進化
に向けて、ユーティリティに貢献したいと考えてお
りますので、どうぞよろしくお願いします。

 理事　　鈴木 康生　（Ｐarkキング建設㈱　支社長）

 建設委員長
当工業会の活動に対しまして、格別のご高配を賜

り厚く御礼申し上げます。
2014年に理事就任以来、7年目を迎えましたＰａｒ ｋ

キング建設株式会社の鈴木でございます。自走式駐
車場建設事業に携わって37年の経験・実績を生かし、
工業会の技術部会の一員として力を注いでいます。
現在、大臣認定駐車場においての開放性ルールの

運用に係る建築指導課との協議、総務省消防庁との
排煙設備の免除等に係る協議を進めています。
また、近年における太陽光発電設備ソーラーパネ

ル対応・ＥＶ対応ができる認定
駐車場提案の協議を技術部会
にて検討しております。
この度、技術部会におきまして建設委員会を新設す

ることが承認されました。施工上の問題点・メンテ補修
内容等について各メーカー様と意見等を交換し、工業会
における一定の基準として反映して頂きたいと思います。
今後共、工業会共々、認定駐車場がより一層発展

できますように、引き続きご指導ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。
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 理事　　小山 裕二　（ＩＨＩ運搬機械㈱　パーキングシステム事業部 営業担当 フェロー）

 監査委員

自動運転、脱炭素社会に見合う駐車場が要求さ
れる時代を迎え、当工業会としてどのように社会に
貢献できるか、新時代に合った安全性を追求するこ
とはもちろんのこと、行政に対して再生可能エネル

ギー（太陽光、風力など）を駐
車場に活用促進するための規
制緩和を、強く求めていきた
いと考えております。

 理事　　藤井 康司　（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（パーキング事業担当））

 広報委員長

当工業会の活動に対しましては、格別のご高配を
賜り厚く御礼申し上げます。
この度の理事再任により、2期目を務めさせて頂

く事になりました、大和リースの藤井で御座います。
当工業会が目指している、駐車場ご利用者皆様の「安
心」・「安全」・「快適」な自走式駐車場の更なる発展
に貢献して参ります。また、一層の市場拡大と「大
臣認定駐車場」の全国各地への認知度拡大に向けた

「認定品表示板」の更なる活用
推進に取り組んでいきたいと
考えております。
日本自走式駐車場工業会の

更なる発展の為、今まで以上に鋭意努力してまいり
ますので、引き続き皆様のご指導ご鞭撻を賜ります
様お願い申し上げます。

 理事　　若樹 太郎　（ ㈱ショウワパーク　代表取締役社長）

 監査委員

当工業会にて長い時間、理事を務めさせていただ
いておりますが、いまだにこれといって工業会に対
し貢献できておりません。これからは、少しでも工
業会の役に立てるよう、努力をする所存です。
また、駐車場業界にとどまらず、日本自走式駐車

場工業会の存在をもっとユー
ザーに周知していただけるよ
うな工業会になってほしいと
思います。
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新役員紹介

 理事　　船水　賢　（ 雄健工業㈱　設計部 部長）

 技術部会副部会長

当工業会の活動に対しまして、格別のご高配を賜
り厚く御礼申し上げます。この度、理事に就任いた
しました雄健工業株式会社の船水でございます。
世の中の変化と共に、求められる自走式駐車場の

あり方についても日々変化しております。工業会の
目的でもある技術開発及び良質かつ低廉な駐車場の
供給、都市の交通インフラとして自走式駐車場を世

の中に広め社会貢献する事と
同時に、時代の流れをより早
く感じ、時代のニーズにあっ
た自走式駐車場を世の中に発信し続けられるように、
工業会のさらなる成長と発展に貢献できるように努
力してまいります。
ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

 監事　　田嶋 和範　（日成ビルド工業㈱　上席執行役員 営業本部 パーキング事業部 部長）

 

この度、監事を拝命した日成ビルド工業の田嶋で
す。私、工業会に参加してから、ずう～と監事職を
やらせてもらっております。
もう・・8年目か・・というところであります。
各理事の方、また理事長、副理事長共、協力して、

自走式工業会の発展に少しで
も役に立てるように邁進して
いく所存であります。
宜しくお願いいたします。

 監事　　神崎　悟　（ 新明和パークテック㈱　製品本部 製品営業部 部長）

 

この度、前期に引き続き、当工業会の監事を務め
させて頂くことになりました新明和パークテック株
式会社　神崎です。
自走式駐車場の普及はかなり進んできていると

思っておりましたが、一方で大臣認定駐車場につい
ての認知度は意外にも低いようです。大臣認定駐車
場の「安心・安全」の認知度をさらにアップし、自
走式駐車場の機能性の高さをもっと広く一般にピー

アールしてまいりたいと思っ
ております。
また、監事としては当工業

会の健全な運営をサポートしてまいります。微力で
はありますが当工業会の発展のために尽力いたした
いと存じますので、皆様のご支援、ご協力を心より
お願い申し上げます。
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ここからは、今年度から新体制となった執行部による「座談会」をお届けします。
当工業会では、脱炭素社会への移行を見据え、

①環境への配慮・地域への貢献　②認定駐車場の普及・品質の確保
を社会に向けての取り組みとして掲げています。

この方針のもと、これからの自走式駐車場が担うべき役割について
どのように展望しているのか、意見を交換しました。

日本自走式駐車場工業会  新執行部 座談会

「脱炭素社会」「多様化するモビリティ」に
どう向き合うべきか

―認定自走式駐車場の今後を見据えて―

中川　賢 副理事長
（総務部会長）

栗本 和昌 理事長
（代表理事）

赤松　聡 執行理事
（技術部会長）

亀村 幸泰 専務理事
（執行理事）

川合 裕久 執行理事
（企画部会長）
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栗本　5月に理事長に就任して以来考えているのが、
世界が変化点にある今、どのように当工業会を進め

ていくべきかということです。取り組むべきテーマ

のひとつがEV化への対応、そして2050年カーボ
ンニュートラル実現に資する取り組みです。コロナ

禍に見舞われている今、それらテーマを踏まえなが

らどのように当工業会を進めていくべきか。EVの

普及によって充電設備の充実が求めらることになり、

カーボンニュートラルに対しては太陽光発電、緑化

等が考えられますが、それらをどのように駐車場に

取り込んでいくか。皆さんは当工業会の取り組みに

ついてどのように考えていますか。まずはそれぞれ

の立場からお話しいただけますか。

中川　当工業会はメーカーが集まって構成される業
界団体です。団体としての役割は、会員メーカーの

皆さんが仕事をしやすい環境を作ることであり、ひ

いては市場を拡大させることにあるといえます。1社
ではできないことに取り組むことに、当工業会の意

義がある。これまでの自治体訪問でよく耳にしたの

が「避難施設として自走式駐車場の設置を考えたい」

としながら「そのための原資がない」という声です。

今ある国の補助制度は活用が非常に難しい。業界団

体として国に申し入れを行い、環境を整えていくこ

とができれば、と考えています。会員の皆さんの考

えを聞きながら、どのように取り組んでいくべきか

考える。これこそが団体の務めだと思っています。

亀村　やはり大臣認定自走式駐車場を扱う団体とし
て、認定品のPRに

引き続き注力して

いきたいと考えて

います。認定品表

示板制度を開始し

てから3年ほどが経
ち、表示件数は着実

に増えています。こ

の制度等を通じ、認

定品のPRをさらに

推し進めていきた

い。また現在、プロ

モーション動画の制

作が進んでいます。コロナ禍の収束を待つことには

なりますが、自治体等へのPR活動に大いに活用し

自走式駐車場工業会として
今、そしてこれから取り組むべきテーマとは

栗本 和昌 理事長 中川   賢 副理事長（総務部会長）

亀村 幸泰 専務理事（執行理事）

プロモーション動画編集会議の様子
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たいと考えています。また、環境に資する取り組み

である太陽光パネルの設置について、現在会員に対

して行っているアンケート調査等を通じて現実的課

題、そして制度・規制上の問題にどう対処していく

べきか、具体的検討を進めています。

赤松　技術部門・設計部門ではない、営業部門の人
が技術部会長を務めるのは私が初めてではないかと

思います。これまでの技術部会の活動を見ると、非

常に細かなことにも取り組んでいて感嘆している

ところです。その成

果として今日の認定

駐車場があるのだと

改めて気付かされま

した。これからの時

代は変化のスピード

が今まで以上に速い

だろうと考えていま

す。今まで、例えば

5層6段から6層7段
に階層をひとつ上げ

るというようなこと

は、当工業会がこれ

までずっと取り組ん

できましたが、今後はまったく別の、EVへの対応、

あるいは「空飛ぶ自動車」への対応といったもっと

大きな変化が待っているでしょう。時代の変化を先

読みしながら、これらに対応できる技術部会であり

たいと思っています。会員各社がそれぞれ技術開発

を進めている中、当工業会として共通で何かを進め

ていくというのは難しい面もあるかと思うのですが、

やはり1社単独ではできないことを当工業会として

取り組んでいきた

いと思います。

川合　この先の人口
減少でクルマ自体が

減っていくことは間

違いありません。こ

れはつまり、駐車場

の需要も減少する

ということです。こ

の事実にどう対応し

ていくべきか。何の

ために当工業会があ

るのかをしっかり考

えなければならないと思っています。企画部会には

以前から担当理事として関わってきましたが、先ほ

ども話があったように、自走式駐車場を津波避難施

設として建設しようにも補助制度適用に関する課題

がそれを難しくしているという現状を、これまでの

自治体訪問等の活動を通じて強く認識しました。そ

ういった課題に向き合い、利用しやすい補助金制度

の実現を目指したい。そして避難施設としての価値

の創出がそうであるように、ただ駐めるだけでなく、

付加価値を提案できる自走式駐車場としてのあり方

を考えながら、一部のメーカーだけでなく、加盟す

る会員企業が等しく利を得られるような運営のため、

企画部会として取り組んでいきたいと思います。

栗本　現在進行形で取り組んでいる防災・減災施設
としてのPR活動と、環境性能向上など今後を見据

えた時代の変化への対応。ともにしっかり取り組む

べきテーマですね。

赤松   聡 執行理事（技術部会長）

川合 裕久 執行理事（企画部会長）

自治体訪問で積極的に意見交換を行った。 避難施設としての評
価は高いながらも、予算面での課題が浮き彫りに

ドローンの離発着に
自走式駐車場が活用
される将来も？
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日本自走式駐車場工業会  新執行部 座談会 認定自走式駐車場の今後を見据えて認定自走式駐車場の今後を見据えて

スピード感の向上と会員への情報共有のため
執行役員が部会長を務める体制に
栗本　将来的な需要の縮小という指摘がありました。
そしてその一方で、業界団体として市場の開拓とい

う命題を我々は背負っています。

中川　自走式駐車場の市場創出という視点から「仮設
駐車場」の提案は考えられないでしょうか。例えば1
層2段などを、建築物ではなく工作物扱いの簡易・仮
設駐車場として扱うというものです。再開発事業の工

事現場や期間限定の大規模イベント会場など、限ら

れたスペースで高い収容効率をもたらす「仮設・自走

式駐車場」の需要はあると思います。もちろん法規制

の問題など、実際にはクリアすべきハードルが多々あ

るのも承知しています。とはいえ、こういった需要喚

起につながるような方向性を見い出し、自走式駐車場

議員連盟とも連携しながら業界全体を盛り上げてい

くことも、我々執行部が担うべき役割だと思います。

川合　確かに、今から35年以上前になりますが、
自走式駐車場が誕生した当初は今より部材も構造も

簡易的で、現在のスタンダードから見ればまさに「仮

設的」でした。当時のような仕様ならば設置コスト

も抑えられるでしょうね。

赤松　簡易な構造で、安全でありながらリーズナブ
ル。まさにそれが当時のコンセプトでしたからね。

中川　話を変えて申し訳ない。自走式駐車場誕生当
初の話が出たのでここで触れておきたいのですが、

それら初期の自走式駐車場は設置から35年以上が
経ち、今まさにリニューアル、建て替えの時期に来

ているといえます。鉄骨造の法定耐用年数等を踏ま

えても、そろそろ建て替えの提案などを本格的に考

えてもいいのではないでしょうか。

栗本　当工業会も昨年、創立30周年を迎えました。
確かにそれだけの年月が経過したということですね。

そういったアイデアは前向きに検討していきたいと

ころです。それが当工業会の発展にも繋がっていき

ます。ここまでの話で感じるのは、時代の変化への

対応、そして新たなアイデアの実現に向け、スピー

ド感を持って臨まなければならないということです。

中川　今期は執行理事が各部会長を兼任する体制と
なりました。これを最大限活かしていきたいと思い

ます。これまでも各部会は活発に活動していました

が、それらの情報や成果が他部会に届くまで時間が

かかったり、もっと極端に言えば「他部会が何をし

ているかよくわからない」という傾向もあったと思

います。現体制であれば、各部会の状況を執行部と

して把握しやすくなり、ひいては工業会全体での情

報共有がしやすくなるでしょう。そうすれば、部会

間のサポートや部会どうしの共同作業など、単独活

動以上の相乗効果も期待できます。

栗本　それは取りも直さず会員の皆さんひとりひとり
の声を吸い上げやすい環境になったということでもあ

りますね。これは組織として非常に大切なことです。

川合　同一のテーマに各部会それぞれの立場から取
り組むことで、より良いものにすることもできるで

しょう。例えば今後の大きな課題である太陽光パネ

ルの自走式駐車場への採り入れなどがそうです。会

員メーカー個々の活動よりも強いかたちで、工業会

として成果を上げることができるかもしれません。

大規模工事エリアや大型イベントなど一定期間のみ発生する駐車
需要に「仮設自走式駐車場」を提案するのもひとつのアイデアだ



12

自走式駐車場の屋上階は、太陽光パネル設置に最適なはず（資料写真）

中川　そうですね。広くフラットな自走式駐車場の
屋上階は、太陽光パネルの設置場所として最適で、

抜群に相性がいい。誰もがそれをわかっていながら、

現状では太陽光パネルが「屋根」とみなされてしま

うため、実際には設置が思うように進んでいませ

ん。太陽光パネルの導入はSDGsに資するものであ

り、法規制によりそれができないのは非常に忸怩た

る思いがあります。この点について、法解釈の問題、

あるいは規制緩和の実現に向けて強く国に働きかけ

たい。ご指摘のとおり、こういった課題は個々の会

員会社の企業努力とは別の話で、これこそ業界団体

が担うべき役割です。

亀村　現在、個別認定・一般認定ともにどのような
対応が可能なのか、具体的調査・検討を進めている

ところです。

栗本　同じく環境に資する取り組みとして、壁面緑化
も非常に技術的、そして設備的なハードルが高いと

いうのが実情です。上手に緑化を実現している物件

は、駐車場壁面だけでなく敷地内の植樹などを組み

合わせて効果的に演出しているようです。会員間でそ

ういった事例の共有なども進めていきたいですね。ま

ちにおける自走式駐車場のあり方、周辺環境との調

和はこれまで以上に重要になってくると思われます。

川合　まさにご指摘のとおりで、もともと鉄の塊で

ある自走式駐車場を周辺環境に馴染ませるのは実際

のところ難しく、皆、頭を悩ませているところです。

赤松　外観を含め、これまでの設計・開発は当然な
がら駐車場単体で考えられていました。そこにラン

ドスケープという発想はほぼなかったのではないか

と思います。今後はまちの景観に同化させ、調和さ

せるという意識を持つことが重要ですね。

中川　今ではデザイン的調和を積極的に提案してく
る設計事務所が増えてきました。大型複合施設の駐

車場として、あるいはまちの再開発プロジェクトと

して組み込まれる事例も増えていますし、「これか

らの駐車場はただ駐めるだけのものではない」とい

う考え方には、デザインのあり方、周辺環境との調

和も含まれるということでしょうね。
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日本自走式駐車場工業会  新執行部 座談会 認定自走式駐車場の今後を見据えて

EVの本格的普及が進む今後に備え、駐車場にも対応が求められる

川合　何度か話に出てきているEVへの対応につい
ては、実際のところ、国内にもっとEVが普及し、

それに伴って充電設備の需要が明確に高まってこな

い限り、現状ではまだまだ先行投資的な扱いのまま

であり、積極的な導入は難しいところです。計画段

階で提案して前向きな返事が得られたとしても、最

終段階で外されて採用に至らないことが多い。予算

の制約が厳しい場合、真っ先に削られるのがEVの

充電設備関連です。

栗本　ご指摘のとおり、日本ではまだまだEVの本
格普及の兆しは見えませんが、一方で海外に目を向

けてみると、欧州委員会は2035年にはハイブリッド
車（HV）も含めた内燃機関搭載自動車の新車販売が

事実上禁止されます。欧州の自動車メーカーもそれ

ぞれ2025～2030年には規制に先んじて全車EV化
を表明するなど、積極策を打ち出しています。日本

でも2030年台半ばでの純・内燃機関自動車禁止の
方針が示されました。現在も広く普及して馴染みの

深いHVが禁止されず存続することもあってか、EV

普及への加速感は海外に比べ鈍く感じますが、いず

れにしても期限はもうすぐそこに迫っています。

中川　おっしゃるとおり、今後に向けて最も重要な
キーワードはやはり「環境」です。駐車場も環境に

マッチした仕様であることがより重要になる。太陽

光発電も壁面緑化も、そしてEV充電設備の導入も、

すべて環境に資する取り組みです。

川合　繰り返しになりますが、「環境」への取り組み
については、当工業会が業界団体として、個々の会

員メーカーとは異なる切り口やアプローチで取り組

んでいくことが求められるのだということを、改め

て強調しておきたいと思います。

赤松　具体的に言えば国や自治体との意思の疎通で
すよね。そこをしっかりやらないと。

川合　そのとおりです。そして国や自治体との意思

疎通という視点に立った時、改めて意識したいのは、

我々がつくる認定自走式駐車場は、地域の減災に繋

がるものであるという点です。先にも触れたとおり

「自走式駐車場は欲しいが原資がない」という声がた

くさんあるのです。「補助制度さえあれば」という地

域の思いをかたちにしたい。官庁関係の潜在需要は

決して小さくありません。

中川　そのためにも国の示す政策、方向性を正しく
理解した上で、業界団体としての方針を見い出すこ

と。これが我々執行部のすべきことです。それが会

員企業のプラスになるのです。そして同時に、今期

の執行部ではこれまで以上に会員ひとりひとりの声

に耳を傾けることも重視したいと思っています。

赤松　同感です。今般、技術部会の中に新たに工事
部門の人材を中心に構成する「建設委員会」を設置

しました。これまで当工業会は営業部門、設計部門

の人材が中心でしたが、今期からは工事部門の担当

者も積極的に参画していくことになります。

栗本　それら活動が当工業会の発展に繋がり、ひい
ては自走式駐車場を通じての社会への貢献へと繋

がっていきます。工業会が担うべき役割は今後、よ

り重要になってくるということですね。これから

もしっかり取り組んでいきたいと思います。皆さん、

どうぞよろしくお願い致します。

会員メーカーのプラスになる取り組みを
積極的に進めていくのが執行部の使命
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日本自走式駐車場工業会各部会 組織変更を実施

技術部会の中に「建設委員会」を新設した。技術

部会は主に各会員メーカーの設計部門に籍を置くメ

ンバーを中心に構成されており、大臣認定駐車場に

おいて各種設計プラン等を作り上げる際に生じる法

的、技術的な問題点等について、各会員間で知恵や

情報を共有しながら協議・検討する場として活動を

続けている。

これと並行して、会員各社がその設計プラン等

に基づき認定駐車場等を実際に建設する際に生じ

より機動的かつ弾力的な活動の実現へ

る施工面での諸課題等について、それらをクリア

するために協議し合う場として「建設委員会」を新

設した。現在、各会員メーカーに委員選出をお願

いしており、本年 10月を目途に第 1回建設委員会
の開催を予定している。また、同委員会の委員長

には、駐車場の施工業務等に長く携わり、実務経

験も豊富な鈴木康生理事（Ｐａｒｋキング建設㈱支社

長）が就任し、今後、同委員会の活動を牽引してい

くこととなる。

① 技術部会の中に建設委員会を新設

■ 2021年度 技術部会 役員

部会長（執行理事） 赤松　 聡 綿半ソリューションズ㈱
執行役員 コンストラクションカンパニー 営業ユニットマネージャー

建設委員長（理事） 鈴木 康生 Ｐarkキング建設㈱
支社長

副部会長（理事） 船水　 賢 雄健工業㈱
設計部部長

副部会長 桑原 幸雄 ㈱内藤ハウス
取締役 技術本部部長

副部会長 和田 輝昌 ㈱北川鉄工所
キタガワ サン テック カンパニー 立体駐車場統括立駐推進室室長
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当工業会では今期(2021年度)の新執行体制発足に合わせ、各部会活動についても更なる活性化を図る趣旨
から組織の一部変更を行いました。また、P.8からの「座談会」でも触れているとおり、各部会長には執行理
事が就任し、各部会の活動状況等を理事会執行部が把握しやすい体制としました（各委員長には理事が就任）。
これによって各部会活動が、これまで以上に機動的かつ弾力的に展開されることが期待されます。

企画部会の中に「広報委員会」を新設した。企画

部会は主に各会員メーカーの営業推進部門等に籍を

置くメンバーを中心に構成されており、大臣認定駐

車場に係る各種情報の収集、会員各社の市場拡大に

結び付くような需要の掘り起こしや認定駐車場に関

する周知・広報活動を主眼に活動を展開している。

従前、後者の広報活動等については企画部会とは別

個の「広報部会」がその役割を担っていたが、企画部

会と歩調を合わせ、より機動的な活動を可能とする

べく、企画部会の中に「広報委員会」（広報部会を改

め）を新たに設置することとなった。

同委員会の委員（メンバー）構成は（企画部会と

重複する部分もあり）少人数規模とし、本会報誌『ぷ

れぱ』をはじめ、月刊『パーキングプレス』に係る掲

載記事作成と編集作業にも関わりながら、大臣認定

駐車場の社会的認知度を高める活動を展開する予

定である。

また、同委員会の委員長には、当工業会の「認定

品表示板制度」の定着と推進に日頃より尽力されて

いる藤井康司理事（大和リース㈱理事、LS事業部副

事業部長）が就任し、同委員会活動をリードしてい

くこととなる。

② 企画部会の中に広報委員会を新設

■ 2021年度 企画部会 役員

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

広報委員長（理事） 藤井 康司 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

副部会長 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

副部会長 知田 晃一 日成ビルド工業㈱
営業本部 パーキング事業部 事業部長
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国の政策等に対し当工業会と連携し、
課題に対応していただいている
自走式駐車場議員連盟には、
現在 8 名の国会議員が所属されています。
当工業会及び、自走式駐車場の今後の展望等について
ご寄稿いただきました。

佐藤 信秋  参議院議員
自走式駐車場議員連盟 会長

コロナ禍で大変な日々が続いておりますが、皆様ご健勝でご活躍のことと存

じます。

東日本大震災で、大地震に続く津波が、大変な脅威と国民全てが思い知らさ

れて以来10年を過ぎました。4階、5階のビルの屋上に逃げようとしても、エレ

ベーターが動かず、多くの方々も階段に昇り切れないケースもありました。強

い耐震性のスロープを持ったビルがあれば、というケースも多かったと思われ

ます。そこで、国土強靱化のメニューの中に、津波避難タワーが用意されまし

た。普段は展望台などとして公園の一部として活用し、いざという時に、スロー

プで車イス等で避難できるように、というものです。

これには、自走式駐車場がピッタリでは無いか、と当時の野呂田会長はじめ

多くの皆さんから指摘を頂き、また、日本自走式駐車場工業会の皆様からも多

くの建設的な提案が出されました。当時、６層７段と高くできるようになった

こともあり、大震災時の避難所の機能として、防災用品の備蓄等も準備するこ

ととして、ガイドラインにも表示し、整備、認定できることとなりました。

大切なことは、 これからです。コロナ後の経済再生の為にも、災害からの

安全・安心の為にも大切なインフラの整備を進めなければなりません。政府は

昨年12月に国土強靱化の加速化を進めるとして、5年間に15兆円の事業を上積

みすることとしました。自走式駐車場には、こうした方向を生かしながら、津

波タワーや、ＳＡ、ＰＡの高度利用など、多くの展開に活用できるのではない

か、と思っています。会員の皆様と共に、知恵と力を出して、事業の進展を図っ

て参りましょう。

元国土交通事務次官
参議院財政金融委員長
自民党国土強靱化推進本部本部長代理
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渡辺 博道  衆議院議員
自走式駐車場議員連盟 副会長

一般社団法人日本自走式駐車場

工業会の会員の皆様方には日頃よ

り格別のご支援を賜り感謝申し上

げます。平成2年の設立以来30年間にわたり、立体駐車場の
整備を通じて都市のインフラの充実発展に大いに貢献頂いて

おりますことに衷心よりの敬意を表します。またコロナ禍で

多くの制約と危険な環境を強いられながら、現場に於いて事

業に精励されている皆様にお見舞いと感謝を申し上げます。

平成の時代から今日までの急激な少子高齢化の進行は日

本社会に様々な課題をもたらしました。日本各地において過

疎化等人口の偏在が生じ、都市機能の集積化は、医療、教育、

防災対策や環境問題への視点から急務な課題となりました。

また、大店法の廃止や建築基準法改正により、林立する高

層ビル群が現出し、他方で郊外型大型商業施設の進出も盛ん

になる中、地方都市では中心市街地の活性化が都市政策の一

大テーマになりました。モータリゼーション化の反面、駅前

や旧商店街の空洞化によって、新たな街づくりが求められて

きました。バリアフリーを始め、高齢者や児童学生にも配慮

した交通・都市政策が導入されたのもその一環です。

政府自民党が提唱する効率化と持続可能性や環境保全を目

指す、コンパクトシティ構想に於いて、都市部の限られた土

地の有効活用に適した施設が自走式駐車場と言えます。特に

新幹線の駅始め主要駅前の自走式立体駐車場は利便性の高い

中継拠点として全国で多く利用されています。また自走式立

体駐車場が屋上や壁面の緑化など負荷のかからないカーボン

ニュートラル社会に相応しい環境づくりを進めていることは

時代の要請に応じた取り組みと評価されます。

私事になりますが、エネルギー分野において長く水素社会

の実現普及に努めておりますが、近い将来自走式立体駐車場

に水素ステーションが設置されるのもユーザーにとって有益

ではないかと考えます。

終わりに、私も議員連盟副会長として業界の更なる発展の

為、今後も微力を尽くして参る所存でおりますので引き続き

ご指導いただければ幸いです。

貴工業会の更なる発展と会員の皆様方のご健勝を祈念致し

まして、ご挨拶とさせて頂きます。

現　原子力特別委員長、自民党PFI推進特命委員長、
　　自民党再犯防止推進特別委員長
元　復興大臣、厚生労働委員長、総務委員長、
　　経済産業副大臣、内閣府大臣政務官

金田 勝年  衆議院議員
自走式駐車場議員連盟 副会長

日本自走式駐車場工業会の皆様

におかれましては、自走式駐車場

の技術開発および、良質かつ低廉

な駐車場の供給を通じ、業界の健全な発展と、都市のインフ

ラ整備の維持・発展にご貢献をされておりますことに、心よ

り感謝と敬意を表します。

自走式駐車場の役割は、近年の社会変化に伴い、従来の「駐

車するだけ」という位置づけから、新たな付加価値を伴った

ものへの変化が求められつつあります。

環境対策として、電気自動車や燃料電池自動車の普及に合

わせ、メンテナンス設備を備えた駐車場が必要となるでしょ

うし、昨今のスマート・コンパクトシティの考えから行けば、

スーパーなどの商業施設と複合一体となった構造を持つ駐車

場も歓迎されるでしょう。自動運転技術が進めば、中継基地

としての役割も期待されます。

また、地震発生にともなう津波や、近年頻発している豪雨

災害からの避難先としても、大いに活躍が期待されるもので

あり、災害大国である我が国にとって、自走式駐車場は、大

切な防災インフラとして位置づけることができます。

国としても、自走式駐車場の活躍の場を更に広げるため、

より一層の取り組みが求められるところであります。私も議

員連盟の一員として、業界の皆様の声を国政に反映させるべ

く、頑張って参りますことをお誓い申し上げ、この度の会報

誌の発行にあたってのご挨拶とさせて頂きます。

農林水産政務次官、外務副大臣、参院・厚生労働委員長、自民党
厚生労働部会長などを歴任。2009年より衆議院議員。法務大臣、
衆院・財務金融委員長、自民党幹事長代理などを歴任し、現在は
衆院・予算委員長を務める。

元国土交通事務次官
参議院財政金融委員長
自民党国土強靱化推進本部本部長代理
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大塚 高司  衆議院議員
自走式駐車場議員連盟 事務局長

一般社団法人日本自走式駐車

場工業会の会員の皆様におかれま

しては、平成2年に創立されて以

来、30年を超える長きにわたり自

走式駐車場の技術開発や調査研究に努められるとともに、壁

面や屋上の緑化などにも積極的に取り組まれて、利用者の安

全、安心に貢献するために活動されておられることに深く敬

意を表するものであります。

私は、かつて国土交通副大臣として優先的に取り組む政策

として、「自然災害からの復旧・復興」を挙げて着実な防災・

減災対策を進める考えを表明しました。日本自走式駐車場工

業会は、地震・津波・洪水等の自然災害発生時に認定自走式

駐車場を避難施設として活用するという取り組みを全国各地

の自治体を訪問して広報・普及活動を行ってこられました。

また防災備蓄倉庫設置型自走式駐車場が国土交通大臣認定を

取得され、会員の皆様の多くが大臣認定を保有されておられ

ることは誠に喜ばしいかぎりであります。

新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、わが国の

社会や国民生活は大きく変容しました。現在のコロナ禍は

まさに国難であり、国民一人一人が心をひとつにして乗り

越えていかなければなりません。例えば、自走式駐車場は、

ドライブスルー／ウォークスルー型のPCR検査施設の設置

も容易であり、新型コロナウイルス感染症の緊急対策とし

て自走式駐車場も地域に貢献することは可能であると確信

しております。

私も国土交通省の副大臣、政務官を務めた経験と議員連盟

事務局長としても、栗本理事長をはじめ日本自走式駐車場工

業会の会員の皆様とともに諸課題に取り組み、駐車場の整備

促進を通じて街づくりに貢献できるよう最大限尽力して参り

ますので今後とも宜しくお願い申し上げます。

国土交通副大臣、国土交通大臣政務官、内閣府大臣政務官、
衆議院国土交通委員会理事、衆議院議院運営委員会理事、
自民党国会対策副委員長、自民党大阪府連会長等を歴任

平口　洋  衆議院議員

私は、平口 洋と申します。一

般職の国家公務員等を29年間勤

めました。その中で、日本自走式

駐車場工業会にご縁が始まったの

は、国土交通省の住宅局と都市局に在籍していたときからで

す。当協会が日本プレハブ駐車場工業会であった時で、建築

物としての立体駐車場を推進する立場でした。

秋田県警察本部長や国土交通省河川局次長として働いた後、

選挙に出馬し、初回の選挙や第三回の選挙では苦戦しました

が、その後の選挙は当選を重ねております。

環境副大臣や法務副大臣を歴任した後、令和元年10月厚

生労働部会長になりました。それから3か月たって新型コロ

ナウイルス感染症が大きな社会問題となり、同時に新型コロ

ナウイルス感染症対策本部の事務局長となり、PCR検査、地

域医療体制などの問題に取り組みました。

令和3年10月に、国土交通部会長に就任しました。とりわ

け、観光業、宿泊業でのコロナの影響は厳しく、バス、タク

シー、鉄道等の公共交通機関も同様です。一方で防災、減災、

国土強靭化のために令和3年度から5か年間で15兆円の別枠

の予算を組むこととされました。これによって、道路、河川、

下水道、港湾等、老朽化した公共施設の更新が行われます。

今広島市の卸市場の整備が課題になっています。効率や災

害対策の観点からも自走式駐車場を作り、これを中心に、野

菜果物、水産物、花き、食肉の各市場が展開すればよいと考

えています。

私の座右の銘は、「夫子の道は忠恕のみ」です。人間として

生きる道は、誠と愛だという意味です。この道を違えず、歩

んでいこうと思っています。

環境副大臣、衆議院法務委員長、法務副大臣、
自由民主党厚生労働部会長などを歴任
現在、自由民主党国土交通部会長
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自走式駐車場議員連盟

松村 祥史  参議院議員

一般社団法人日本自走式駐車

場工業会の皆様におかれましては、

これまで精力的に自走式駐車場の

開発や普及等を目的に取り組んで

こられました。

火災実験や煙流動実験等を繰り返し行い、建築基準法に

基づく大臣認定制度を活用されて、6層7段に至る多層式の
駐車場、店舗等との複合用途の駐車場を実用化するとともに、

時代の要請に応じて壁面や屋上の緑化にも積極的に取り組ま

れるなど、都市の活力創出、環境水準の向上、利用者の安全・

安心の確保の観点から、自走式立体駐車場の整備促進に大き

く貢献してこられたと認識しております。

特に、2011年の東日本大震災では、津波被害のあった地
域で、自走式駐車場が住民の避難の場所として活用され、自

然災害に強い施設であることが認知されました。

東日本大震災以降は、国において作成された「津波避難ビ

ルに関するガイドライン」や「津波避難ビル事例集」に自走式

駐車場が自然災害に強い施設として盛り込まれております。

貴工業会の皆様におかれましても、継続的に全国各地の自治

体に周知活動を行い、防災備蓄倉庫併設型駐車場の大臣認定

を取得されるなど、防災施設としての整備も進めてこられま

した。皆様のこれまでの災害対策へのご尽力に対して敬意を

表するとともに、深く感謝申し上げます。

私の地元熊本県では、平成28年4月熊本地震で熊本市から
県北地域の阿蘇地方にかけ甚大な被害があり、令和２年７月

豪雨災害では、私が生まれ育った県南地域が甚大な被害を受

けました。改めて、一般社団法人日本自走式駐車場工業会が

進める避難場所にも適応する、防災機能型駐車場の更なる普

及の必要性を感じています。

最後に、貴工業会におかれましては、今後とも、駐車場及び

関連施設の技術開発や調査研究に努められ、安全で快適な生活

環境の形成に向けて、なお一層のご活躍をされますことをご期

待申し上げます。改めまして、一般社団法人日本自走式駐車場

工業会の更なる発展と皆様方のご健勝を心より祈念いたします。

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会　委員長
自民党 行政改革推進本部　本部長代行
中小企業・小規模事業者政策調査会　会長代理

青木 一彦  参議院議員

この度の「ぷれぱ夏号」発刊に際し

まして、ご挨拶させていただきます。

はじめに、皆様におかれまして

は平素より自走式立体駐車場の推

進に努められ、その発展に大きく寄与されておられますこと

に敬意を表します。

本年も各地で豪雨等による気象災害が頻発しております。

近年、雨の降り方が変わったと感じる方も多いのではないで

しょうか。

私が国土交通副大臣を務めました令和元年～昨年にかけま

しても、全国各地で風水害が発生し、国土交通省としても非

常態勢を組んで臨みました。こうした激甚化･頻発化してい

る気象災害への対策として、防災･減災、国土強靱化の取組

みを国としても強く推し進めているところです。

そうした中、貴会は駐車場としての事業にとどまらず、防

災･減災の着眼点から自走式立体駐車場を社会･都市インフ

ラとして進化させることで、時代の要求に応えてこられまし

た。自治体等との防災協定や防災備蓄倉庫を設置可能なつく

り、水が通り抜ける構造など、様々な工夫を通じて安全で安

心して暮らせる地域作りに大きく貢献して来られたと思いま

すし、今後もそのニーズはさらに高まるものと思われます。

また、脱炭素社会への流れを意識したつくりなど、様々な

社会ニーズに対応されており、設置地域における社会的役割

は確実に拡がってきていると考えますし、私もこうした取組

みには大きな期待を抱いております。

引き続き皆様方よりご意見を頂きながら、貴業界の持続的

な発展のために、私も国政の場でしっかりと支援させていた

だきますので、これからも御指導御鞭撻を賜りますようお願

い申し上げます。

結びに、貴工業会の益々のご発展と、会員の皆様方のご

健勝とご多幸を心より祈念しまして、ご挨拶とさせていた

だきます。

現在　参議院予算委員会筆頭理事
　　　参議院自民党国会対策委員長代理
これまで　国土交通副大臣、国土交通大臣政務官など
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自走式駐車場議員連盟

額賀 福志郎  衆議院議員
自走式駐車場議員連盟  顧問

一般社団法人日本自走式駐車場工業会の皆様におかれまし

ては、創立以来30年以上にわたり、自走式立体駐車場の整

備促進による都市空間の効率的利用に大きく貢献されました

ことに感謝と敬意を表します。

さて、昨年秋、菅総理は2050年にカーボンニュートラル

を実現するとの決意を表明されました。今後、社会の脱炭素

化は、エネルギー分野だけでなく、運輸、建設、サービスな

どさまざまな産業分野で求められていくことになります。

とりわけ自走式駐車場をはじめとする建築の部門は、素材

や工法の脱炭素化に加え、太陽光パネルの敷設やEV・FCV

の充電スポット、水素ステーションの配置など、再生可能エ

ネルギーを普及拡大させる潜在力が極めて高く、カーボン

ニュートラル実現に大きく貢献されていくものと思います。

また近時、災害の激甚化・多頻度化、自動運転の普及、社

会のデジタル化など、都市はこれまでに考えられなかった課

題を多く抱えています。貴工業会はこれらの解決のために、

国土交通大臣認定駐車場の普及を通じて、災害発生時の避難

施設やMaaSの拠点としての自走式駐車場の整備を構想され

ていると聞いており、未来を先取りした新たな都市の姿を提

示されていくものと期待しています。

特に、直近の課題である新型コロナウイルス感染症への対

応については、感染リスクを低減させるために社会のさまざ

まな部門で非接触式の施設、設備機器の導入が求められてい

ます。貴工業会におかれては、駐車場で映画が楽しめる「ド

ライブインシアター」や国内の医療機関、公共施設等の駐車

場にドライブスルー・ウォークスルー型のPCR検査場が設

置された実績があり、今後は感染症の緊急対策としての社会

貢献も期待されています。

今後とも、駐車場や関連施設の技術開発、調査研究に努め

られ、利用者のニーズに対応した「安全・安心」なまちづく

りに向けて、なお一層ご活躍、ご発展をされますことをご期

待申し上げます。

むすびに、一般社団法人日本自走式駐車場工業会の更なる

発展と皆様方のご健勝を心より祈念いたします。

防衛庁長官（小渕内閣）、経済企画庁長官（第２次森改造内閣）、
経済財政政策担当大臣（中央省庁再編後）、自民党・政務調査
会長、防衛庁長官（第３次小泉改造内閣）、財務大臣（安倍改
造内閣）、財務大臣（福田内閣）等を歴任。
現在、自民党・税制調査会 顧問、自民党・東日本大震災復
興加速化本部 本部長、自民党・総合エネルギー戦略調査会 
会長、自民党・財政再建推進本部 座長を務める。



工  業  会  活  動  報  告

定時社員総会終了後の臨時理事会において、栗本理事長を代表理事として選任。

赤松執行理事を技術部会長とする新体制の発足、建設委員会の新設、開放性ルールの運用に係る建築指導課

との協議に係る報告、太陽光パネルの認定駐車場設置事例等を会員から集めること等について協議を行った。

当工業会では今期 ( 2021年度 )の事業計画に「環境
への配慮・地域への貢献」を掲げ、2050年の脱炭素
社会の実現等を見据えた認定駐車場の研究と開発、及

び再生可能エネルギーの創出・再利用等が可能な認

定駐車場の技術開発などを新たなテーマとして加え

た。これからのまちづくりの方向性から、世の中が求

める駐車場の役割や将来性を探るヒントを得るため、

わが国が目指している「スマートシティの取り組み」、

及び「コンパクトシティとＳＤＧｓ」をテーマとする

会員研修会（講演会）をオンライン形式にて開催した。

参加希望者は当初の想定（定員100名）を大きく上回
る状況となった為、参加者を定員まで絞り開催した。

オンライン会員研修会「スマートシティ・コンパクトシティ・SDGｓ研修会」 開催　	 6月23日

栗本理事長の就任に伴う関係各所への表敬訪問

栗本理事長就任挨拶訪問　	 6月22日

主な訪問先：	
自走式駐車場議員連盟	佐藤信秋会長、渡辺博道副会長他
国土交通省住宅局	和田局長他、都市局	渡邉技術審議官他
全日本駐車協会、立体駐車場工業会、日本パーキングビジネス協会

川合執行理事を企画部会長とする新体制発足の下、

今期の具体的な活動テーマ（会員研修会の開催）等

について協議を行った。制作中のプロモーションビ

デオの進捗等について報告された。

第１回企画部会（一部オンライン併用）	開催　	 6月23日

今年度の新体制発足に合わせ企画部会の中に新設

された広報委員会を開催した。藤井委員長の他、委

員（計6名）により、今年度の『パーキングプレス』連

載記事についてのテーマ、及び担当割り振りが協議

された。また、編集サポート役として㈲サン・ネッ

ト社の同委員会への参画が了承された。

第１回広報委員会（対面）	開催　	 6月29日

当工業会の活動、大臣認定駐車場の特徴等を紹

介するためのPVの制作進捗について中川副理事長、

藤井広報委員長、川合企画部会長他、制作会社を交

えて確認等を行った。

PV(プロモーションビデオ)編集委員会	開催　	 7月6日

各部会等（技術部会・企画部会・建設委員会・広

報委員会）の役員が了承された。オンライン開催を

可能とする定款変更に係る臨時社員総会の開催（ 9
月9日予定）が了承された。

7月度理事会（一部オンライン併用）	開催　	 7月7日

本誌『ぷれぱ』の特集記事として、栗本理事長の他、執行理事による意見交換会（座談会）を開催した。

新執行役員による『ぷれぱ』座談会	開催　	 7月20日

21

定時社員総会	開催　	 5月13日

5月の定時社員総会以降の主な活動を抜粋し報告します。

第１回技術部会（オンライン）	開催　	 6月16日
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社名 代表者名 所在地 電話

IHI運搬機械（株） 村上　晃一 〒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） 北　　哲弥 〒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

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）

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） 狩野　俊也
〒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　　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

編集後記 　当工業会は本年5月の定時社員総会において、任期満了による理事・監事全員の改選を行い、新理事長の下
で新たな執行体制をスタートさせました。また今期より、これまで以上に機動的な工業会の組織運営を可能と
すべく、執行理事が技術部会・企画部会の各部会長を兼務（就任）する体制となりました。
　今回号では、新体制における役員全員をご紹介するページと共に、当工業会が今期の事業計画に掲げる①環
境への配慮・地域への貢献、②認定駐車場の普及・品質の確保をテーマにした座談会を特集企画とするなど、
新味を打ち出すことに力点を置きました。合わせて、自走式駐車場議員連盟の先生方全員を一度にご紹介する
特別企画を、初の試みとして掲載しています。
　現在も未だ収束時期が見通せない新型コロナウィルス禍によって、当工業会活動も多くの制約を受けていま
すが、大臣認定駐車場が果たせる社会的な役割を広く多くの方に知って頂くために、分かり易い誌面作りに今
後も努めてまいります。 （W）



日本自走式駐車場工業会会報誌

季刊 ぷれぱ No.76（2021年 夏号）

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/

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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