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【表紙説明】

刈谷市役所

刈谷市役所本庁舎をはじめ周辺公共施設の駐車場

が慢性的に不足しており、駐車場不足を解消するた

めに整備された立体駐車場です。主に刈谷市役所ま

たは刈谷市民交流センターの利用者を中心に使用さ

れ、隣接幼稚園・セントラルパーク（大手公園）等、

周辺施設との景観調和を図るためフェイクグリーン

を適度に配置し、明るくクリーンな外観デザインを

目指しました。また新たに南北の回遊性を確保する

ためにおもいやりの小道（遊歩道）を整備し、美しい

街並みを創出し歩行者に心の潤いを与えるため、ゆ

とりある空間形成に資するポケットパークを整備し

ました。立体駐車場の内部は誰にでも利用しやすい

駐車場となるよう、駐車スペースは水勾配程度の勾

配とし歩行帯を設け、視認性の良いサイン看板・車

止めを配置しました。刈谷市役所周辺地域に調和し、

安心・安全にご利用いただけていると幸いです。

特 集
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プロモーション動画

一般社団法人

日本自走式駐車場工業会のご案内  を
新たに公開
―「動画配信のお知らせ」パンフレットを作成、配布 ―

視聴は

こちらから ▶

動画は当工業会のトップページから視聴が可能。
チャプター単位での再生もできるようになっている。

当工業会では、2009年以来、
12年ぶりとなる当工業会およ
び国土交通大臣認定自走式立
体駐車場について紹介するプ
ロモーション動画を作成し、
公開しました。

特集
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当工業会では2009年にも同様のプロモーション
動画を制作していますが、その後、国土交通大臣認

定自走式立体駐車場はバリエーションを更に拡大

させています。また、2011年の東日本大震災の発
生、近年の台風や集中豪雨による水害の頻発化な

ど、当工業会を取り巻く環境は大きく変化しました。

防災・減災施設として
地域に貢献する取り組みを紹介

特に、東日本大震災で大臣認定自走式駐車場が

津波に耐え避難施設として機能したことから、社

会的な防災意識の向上も伴って、認定駐車場が災

害に強い施設として、内閣府の技術的助言で津波

避難ビルとして指定することが可能になりました。

このような大きな変化を踏まえ、今回制作したプ

ロモーション動画では大臣認定自

走式駐車場が「防災・減災施設」と

しても機能することについて、そ

の理由等を紹介する内容を盛り込

みました。また、これも時代の要

請である「 2050年カーボンニュー
トラル」に向けての、SDGsに資

する当工業会の取り組みなどにつ

いても紹介しています。

大臣認定自走式駐車場について、
わかりやすく紹介。
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パンフレットには
二次元コード掲載

当工業会ではこの動画公開に合わせ、動画の

内容や見どころについてまとめたパンフレット

を作成しました。パンフレットは計 8ページか
ら成り、プロモーション動画の構成に沿って動

画シーンの一部を掲載するなど、収録内容を一

覧できる作りとしています。更に、動画サイト

（ YouTube）に直接アクセス出来るように「二

次元コード」を各章（チャプター）ごとに掲載し、

お手元のスマートフォンやタブレット端末で読

み取ることで、すぐ

に視聴が可能な誌面

構成となっています。

当工業会では今回

のプロモーション動

画及びパンフレット

を通して、少しでも

多くの方に大臣認定

自走式駐車場の特徴

やその良さを実感し

ていただき、その普

及推進に弾みを付け

ていきたいと考えて

います。

動 画 「一般社団法人 日本自走式駐車場工業会 のご案内」

収録内容 第1章 一般社団法人 日本自走式駐車場工業会について
   第2章 国土交通大臣認定 自走式立体駐車場について
   第3章 国内で採用された国土交通大臣認定 自走式立体駐車場について
   第4章 現在の活動と今後の取り組みについて ～ 防災・減災・SDGs ～

https://purepa.jp/movie/

動画の内容を紹介する全8ページのパン
フレット。二次元コード付きなので、ス
マートフォンですぐに視聴も可能。
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一般社団法人 日本自走式駐車場工業会

「令和4年新年賀詞交歓会」
レポート
2022年1月12日、日本自走式駐車場工業会は2年ぶりとなる
新年賀詞交歓会を開催しました。当日の模様をレポートします。

開催を決定した前年 12月初旬には新型コロナ
ウイルスによる感染者数も減少傾向を示してい

ましたが、正月三が日を境に変異型ウィルス「オ

ミクロン型」が猛威を振るい始め、当工業会では

開催日前日まで、急遽取り止めの選択肢も視野に

入れながら、安全な開催実現のために粛々と準備

を進めました。

今回の新年賀詞交歓会は十分な感染予防対策を

講じる必要から、飲食等の提供を一切中止し、約1
メートル間隔で配置した椅子に全員がステージに

向かって着席するスタイルを採用しました。加えて、

参加者全員にワクチン接種（ 2回以上）の確認を行
うとともに、会場受付での検温・手指消毒と合わせ、

マスク着用は全員必須としました。このような対

応を経て、無事開催を終えることが出来ました。

賀詞交歓会は「次第」に沿って、栗本和昌理事長
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の「脱炭素」「環境への配慮」「クルマの進化への

対応」をキーワードとした挨拶から始まり、自走

式駐車場議員連盟の佐藤信秋会長（参議院議員）、

渡辺博道副会長（衆議院議員）よりお言葉を頂戴

しました。さらにこの度、新たに自走式駐車場議

員連盟に入会を希望されている外務副大臣 鈴木

貴子先生（衆議院議員）よりのご挨拶、最後に国土

交通省大臣官房審議官（住宅局）塩見英之様より

のご挨拶へと続きました。

議員連盟の佐藤信秋会長、な

らびに渡辺博道副会長のご挨拶

では、東日本大震災による地震・

津波に耐えることが出来た自走

式立体駐車場が、防災拠点に相

応しい施設であることを改めて

強調されると共に、「環境への

配慮」の観点から太陽光発電の

ための太陽光パネルを、自走式

立体駐車場の屋上や壁面に設置

することの実現に向けて取り組

んでいただきたい、との励まし

をいただきました。自走式駐車

場議員連盟の力強い後押しをい

ただきながら、当工業会として

一日も早い実現に漕ぎ着けたい

ところです。

また、自走式駐車場議員連盟の

新メンバーとなる予定の鈴木貴

子衆議院議員はご挨拶の中で、ご

自身の地元（北海道釧路市）を例

に挙げ、積雪量の多い寒冷地では

災害時に“待ったなしの垂直避難

が重要になる”とお話しされまし

た。特に自走式立体駐車場が有

するスロープ（車路）に注目し、ベ

ビーカーや車椅子での避難を可

相変わらず、コロナ禍で大変な日々が続いております。また2月からは
ロシアのウクライナ侵攻が続いており落ち着かない日々が続いてますが、
皆様にはご健勝でご活躍のことと存じます。
先日『パーキングプレス』4月号にインタビュー記事を載せて頂きまし
た。記憶をひもとき、30年以上前に遡って、野呂田先生や綿貫先生達に
「駐車場政策をしっかり確立せよ」とご指導頂いたことを思い出しました。
私と当時住宅局の課長補佐をしていた前総理補佐官の和泉さんが日本プ
レハブ駐車場工業会として発足する会に呼ばれました。その後、2014年
に日本自走式駐車場工業会となる訳ですが、この自走してスロープで入
れる8層9段にもなる駐車場を構築するというコンセプトを私は大変将
来性のあるものと評価しています。それは、SA、PAや道の駅などのよう
に、拡げようにも用地の手当が困難なところの拡張と共に、東日本大震
災の時には、地震のゆれや津波に負けない強靱性が実証されました。防
災基地、避難ビルとしての役割も大きなものが期待されています。さら
にスロープで出入りできる、というのはいざという時の障害を持った皆
様の安全を確保する避難施設として、大きな役割が期待されます。私は、
大地震では、エレベーターには閉じ込められる恐れが大きいのではない
かと危惧しています。屋上や壁面には太陽光発電等をのせて、自走式駐
車場が国土強靱化のための大切な避難場所となることが期待されます。
工業会の皆様にも、公共団体や、ネクスコなどへの広報活動をお願いし
ています。私も、議連会長として、力一杯努力して、啓蒙普及に努めます。
今年は皆でしっかり普及活動に励みましょう！！

自走式駐車場議員連盟 会長

佐藤 信秋参議院議員からのメッセージ

能にするすばらしい機能の一つであると紹介されま

した。さらにこのことを、若い子育て世代の代表と

して、広く社会に対して発信していきたいとの抱負

を述べられました。

現状の新型コロナ禍の収束時期等を慎重に見極め

つつ、自走式駐車場議員連盟のバックアップをいた

だきながら、自走式立体駐車場の周知と広報活動の

本格的な再開に努めていきたいと考えております。

（以上）

【プロフィール】
元国土交通事務次官
自民党国土強靱化推進本部本部長代理
自民党地方行政調査会長
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新規 賛助会員の紹介 ❶

◆ 企業紹介 ◆

日本最大級のめっき槽 広大なストックヤード

株式会社ガルバ興業

めっき槽　有効寸法
西条工場　長さ 14,000 × 幅 2,000 × 深さ 2,700
三原工場　長さ 16,000 × 幅 1,850 × 深さ 2,800

この規模を活かし大型、大量の製品を
効率良くめっき加工する事が可能です。

このヤードはただの置き場ではあり
ません。
スプライスプレートなどの小物から大
型の梁、柱まで適切な管理のもと保管
し、お客様の工程、タイミングに合わ
せて、北は北海道、南は沖縄まで現場
に直接お届け致します。

溶融亜鉛メッキ業として創業60年を迎えました

弊社は立体駐車場鉄骨をはじめ、様々な場所で使用

される“鉄を錆から守る”溶融亜鉛めっき加工を行っ

ている会社です。拠点として西条工場（愛媛県西条

市）・三原工場（広島県三原市）の2工場で製造（加工）
しております。

鉄は私たちの生活に欠かせない素材ではあります

が、四方を海に囲まれ、湿度が高い日本では鉄を錆か

ら守ることが社会を支える絶対条件となっております。

その鉄を守る手段の溶融亜鉛めっき加工はご存じ

の通り、高温で溶かした亜鉛に鋼材を浸し、表面に亜

鉛皮膜を形成する技術です。亜鉛と鉄を強く金属結

合させることにより形成される「合金層」で鉄の寿命

を飛躍的に延ばせる加工技術になります。

その溶融亜鉛めっき加工において弊社では大型構

造物に対応できる“日本最大級のメッキ槽”を両工場

で完備しており、「高い生産能力と大小さまざまな製

品を加工することができる設備・豊富な経験・高度

な技術」によりあらゆる時代のニーズに対応出来る

万全の体制を整えております。

また広大なストックヤードも完備しており、加工

済みの製品をお客様の工程とご都合に合わせて適時

現場に出荷することができる“ジャストインタイム方

式”と豊富な輸送ネットワークで全国にお届けできる

“トランスポートネットワークシステム”で社会のイ

ンフラ整備にご協力できる体制も整えております。

今後も社会資源である鉄を錆から守るという至上

命題のもと、整った設備と培ったノウハウでさらに

優れた製品造りを目指していきます。
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会員の皆様におかれましてはこの度、弊社を賛助

会員としてご承認いただき誠に有難うございます。

またご承認を頂いた以上は日本自走式駐車場工業

会様の益々の発展に貢献できるよう尽力をする所

存でありますのでよろしくお願い申し上げます。

弊社は、溶融亜鉛メッキ業として創業60年を迎え
その間、多くのユーザー様から社会インフラを始め

様々なステージで鉄を錆から守る溶融亜鉛メッキ

を採用いただきました。しかし時々の場面や時代

においてユーザー様のニーズは大きく多様化し、そ

のニーズにお応えすることでお客様に満足いただ

けるよう努力をして参りました。特に最近では世界

規模での災害やSDGs、カーボンニュートラル等が

注目される中で溶融亜鉛メッキはメンテナンスフ

リーという優位性を持ち、再生可能エネルギー発電

所を始め環境・災害対策関連設備での多くの引き合

いを頂いております。更に溶融亜鉛メッキには抗菌・

抗ウイルス作用も認められ新たな需要も広がりつ

つあります。また昨今、エネルギーコストの上昇で

物流費が高騰する中、弊社では海上輸送を始め物流

の効率化を図り、新たなサービスが提供できるよう

になりました。

今回、日本自走式駐車場工業会様の賛助会員に加

えて頂くにあたり、弊社では創業60年間で培って
きた溶融亜鉛めっきの技術や知識をご提案するこ

とで貴工業会様の発展の一助となれたらと思いま

す。今後とも宜しくお願いいたします。

代表取締役　菊川美仁

◆ 社長メッセージ ◆

◆ 施工事例・製品紹介など ◆
◆ 新国立競技場整備工事

◆ 読売新聞東京本社ビル新築工事

◆ 豊洲新市場建設工事

◆ 広島駅南口計画新築工事

◆ 尾道駅建替え工事に伴う建築

その他、土木建築用／立体駐車場、橋梁、建築鉄骨、プラント鉄骨、標識柱、照明柱

    電気通信用／鉄塔、鋼管柱、架線金物、電力機器用架台

など多数の実績あり。

問い合わせ先 

株式会社 ガルバ興業
URL：http://www.galva.co.jp/
西条工場　〒799-1354　愛媛県西条市北条962番地59
　　　　　TEL：0898-76-7700　　FAX：0898-76-7701
三原工場　〒729-0473　広島県三原市沼田西町小原73番地46
　　　　　TEL：0848-86-6411　　FAX：0848-86-6855
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新規 賛助会員の紹介 ❷

当社は、1982年10月に社長 野沢巧 を代表とし、
廃棄物の再資源化を実証すべく“プラスチックの再

生加工・販売”を事業として設立いたしました。

創業するにあたっては、1971年にアメリカへ渡
りプラスチック業界の実状を視察するとともに技

術力・経営方法など、様々な知識を学んできました。

日本におけるプラスチックの再生事業は、高度

成長に伴って 1960年代後半より急速に発展して
きました。

その事業内容といたしましては、プラスチック製

造・加工工場から排出される、製品のオフグレー

ド品・加工屑をベースに単一樹脂のペレットを製

造する“単純再生”と、異樹脂が混合したものを、土

木建設資材・住宅用部材などに加工する“複合再生”

とがありますが、当社はその両方の機能を兼ね供

えております。

プラスチックを取り扱う会社として環境への取

り組みは最も重要なことであります。

当社独自のリサイクルシステムは、“限られた資

源の有効利用”と“地球環境の保護”に大きく貢献

できるものと信じております。

代表取締役社長　野澤 巧

◆ 企業紹介 ◆

◆ 社長メッセージ ◆

東部NS工業株式会社
プラスチックリサイクルの豊富なノウハウを活用した
プラスチック製の駐車場用車止め・港湾部材などの
製造販売を行っています。

東部NS工業株式会社は、駐車場用車止め・プ

ラスチック製の港湾部材などの製造販売を行っ

ております。

当社で製造している製品は、全て再生材を利用

したエコ製品です。

母体である東部工業株式会社でのプラスチッ

クリサイクルで培った豊富な知見を活用して、安

全・快適で環境に配慮した製品を設計し製造し

ています。

安全・快適な製品をぜひご利用ください。

駐車場から波止場まで、安全・快適な製品をおとどけします。

東部NS工業株式会社
〒321-4508　栃木県真岡市大和田1-23
TEL：0285-81-5222　FAX：0285-81-5223　
URL：https：//tobu-ns-kogyo.co.jp/

問い合わせ先 
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◆ 製品紹介 ◆

駐車場用車止め CAR STOPPER

樹脂製品の持つ特徴を最大に引き出した駐車場用車

止め、再生プラスチックを使用したエコ製品です。

スピーディーな施工で多彩な機能を満載しています。

車高の低い車でも安心な形状、シンプルなスタイル

に反射板がついて暗い駐車場でも安心です。

4つの特徴
美しい： 洗練されたデザインと豊かなカラーバリ

エーションにより、あらゆるパーキングス

ペースの景観を創造します。

軽  い： プラスチック製で中空構造になっています

ので軽く、手軽に持ち運びができます。

強  い： 特別に配合されたプラスチックを採用して

いますので、アウトドアでも安心してご使用

いただけます。また、ガソリンやオイルによ

る破損の心配もありません。もちろん乗用

車が乗り上げても大丈夫です。

簡  単： 取り付けは、コンクリート又はアスファルトに穴

を開けて付属のアンカーを打ち込むだけです。

性能・仕様

■ 耐荷重：2.5t
■ 使用環境温度：-30℃～60℃
■ 耐候性：耐候性樹脂を使用しているため優れた耐候
性を有します。

■ 耐薬品性：ほとんど全ての薬品に耐えます。
　（一部強酸には侵される場合があります。）
■ 寸法：550×160×100［mm］ 
■ 重量：約1.3kg
■ 材質：ポリプロピレン
■ 付属品：
　コンクリート用アンカーボルト…M12×60㎜
　アスファルト用スクリューアンカー…M12×100㎜
　（コンクリート用・アスファルト用の本体使用データ）
■ カラー：11色展開
■ 強度試験： 
　耐荷重特性・車往復乗り越え試験・車衝突試験・耐
薬品性・対候性について基準をクリアしております。
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活工 動業 報会 告告
（2021/9 月～ 2022/3 月）

当工業会では今期（2021年度）の新執行体制発足に
合わせ、各部会活動においても更なる機動性等を図

る趣旨から組織の一部変更を行いました。

まず、技術部会および企画部会の各部会長に執行理

事が就任し（部会長＝執行理事）、各部会の活動状況等

が理事会や執行部にダイレクトに伝わる体制を整える

と共に、理事会の意向や方針が執行理事（＝部会長）を

通して、各部会に的確に伝達される仕組みとしました。

また、両部会の中に設置した委員会（※）の長にも理

事が就任して、各部会活動との連携や補強をしなが

ら、機動性を発揮しやすい体制としました。

（※）技術部会の中に「建設委員会」を、企画部会の
中に「広報委員会」を設置しました。

これらによって両部会が当工業会の両輪となって

活動することを可能とし、これまで以上に柔軟かつ

効果的に、当工業会の活動を支えていくものと期待

されています。

そこで今春号では、本年度後半（ 2021年9月以降）
における各部会、並びに各委員会の活動を中心にレ

ポートします。

〔開催状況〕
・第3回技術部会（10月25日）
・第4回技術部会（12月15日）
・第5回技術部会（  2月16日）

　（※何れもオンラインを併用しての開催）

技術部会は今下期に計3回開催された。議題と
しては主に、当工業会の事業計画に沿った“脱炭素

社会の実現を見据えた”、“再生可能エネルギーの

創出・再利用等”をキーワードに「太陽光パネル設

置に関する検討」や、“各種認定ルール等に係る運

用の改善”を図るべく、大臣認定自走式駐車場の設

計面に大きく関わる「開放性ルール運用の見直し」

に重点を置いて協議等が重ねられた。また、（一

財）日本建築センターと年1回定期的に行っている
意見交換会を通して、大臣認定取得に係る各種法

令等の改正や問題意識等の共有など、最新情報の

アップデートを心掛けている。

「太陽光パネルの設置」に関しては、例えば自走式

立体駐車場の屋上階に屋根として設置すること等

について検討が行われているが、現状では建築法規

等を含めクリアすべき点（法令上の制限等）が未だ

数多く存在することが課題として浮かび上がって

いる。技術的には設置方法等を工夫することにより、

設置出来る可能性があることが整理されている。

一方で「開放性ルール運用の見直し」に関しては、

国土交通省（住宅局建築指導課）との約2年間に亘る
協議等を経て同省の了解が得られ、本年2月7日を
もって一部改訂が認められることとなった。このこ

とは会員メーカーにとって大きなトピックであり、

会員各社における大臣認定自走式駐車場の設計・プ

ランニングにおいて、選択肢と自由度を広げる内容

として当工業会としても歓迎している所である。

はじめに

技術部会
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〔開催状況〕　　
・第1回建設委員会（10月25日）
・第2回建設委員会（12月15日）
・第3回建設委員会（  2月16日）

　（※何れもオンラインを併用しての開催）

建設委員会は今期より技術部会の中に新設され、

同部会に合わせて計3回開催された。
同委員会は、会員メーカー各社が大臣認定自走式

駐車場等を実際に建設する際に生じる建築・施工面

での諸課題等について、それらを解決するために協

議し合う場として設けられた。

本年10月に第1回が開催されて以降、毎回勉強会
の開催を組み込み、施工面における諸課題への対処

方法等について各社の意見交換を中心に進められて

おり、実務に直結した中身の濃いやり取りが毎回繰

り広げられている。

なお、同委員会では以下テーマによる勉強会を開

催した。

〔建設委員会（勉強会テーマ）〕
第1回　「クラック問題への対応」　
 （解説：日本躯体処理㈱ （当工業会賛助会員））

第2回　「コンクリートにおける品質について」　
 （解説：東京湾岸産業株式会社）

第3回　「鉄骨工事における亜鉛鍍金について」　
 （解説：（一社）日本溶融亜鉛鍍金協会、

   ㈱ガルバ興業（当工業会賛助会員））

企画部会
〔開催状況〕　　
・第3回企画部会（10月29日）
・第4回企画部会（12月17日）
・第5回企画部会（  2月22日）
・第6回企画部会（  3月24日）

　（※何れもオンラインを併用しての開催）

企画部会は各会員メーカーの主に営業部門等に所

属する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収集、市場拡大に結び付くよ

うな企画立案、需要の掘り起こし、大臣認定自走式

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。既に3年目に入る新型コロナウイルス禍

により従前の活動スタイルが大きく制約を受ける中、

会員各社が試行錯誤を重ねながら次なる展開に備え、

同部会は計4回開催された。
また、従前（コロナ禍以前）に同部会が中心とな

り企画実施していた駐車場関連施設等の現地視察

や、沿岸部を中心とした自治体訪問が、昨今のコロ

ナ禍状況等により実質不可能であることから、オ

ンライン方式を活用した「会員研修会」の開催企画

等をこれまで以上に重視し、会員の要望を踏まえ

た開催実現に漕ぎ着けている。以下、企画部会が

中心となり今下期に実施された第2回と第3回「会
員研修会」の概要をご紹介したい。

◆ 建設委員会
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活工 動業 報会 告

〔会員研修会（テーマ等）〕

・第2回会員研修会（10月22日オンライン開催）
※参加125名
テーマ 「太陽光発電と電気自動車用急速充電器」

（解説：JFEテクノス㈱）

当工業会では今期事業計画の中に社会に向けて

の取り組みとして“環境への配慮・地域への貢献”

を掲げ、政府の『 2050年カーボンニュートラルに
伴うグリーン成長戦略』においても、2035年まで
に乗用車新車販売でEV100％を目指すと明記さ
れた。これらの事を踏まえ、自走式立体駐車場へ

の太陽光パネル設置、場内へのEV充電設備設置

の検討における際の一助とすべく、かかる研修会

テーマが採用された。

研修会では会員メーカーから提供された自走

式立体駐車場の設計図面を基に、実際に太陽光パ

ネルを配置したケースを想定し、その発電量や投

・第3回会員研修会（2月22日オンライン開催）　
※参加123名
テーマ　「非接触型ゲートシステム（ゲート無し、

 カメラ式駐車場管理システム）」

（解説：㈱富士ダイナミクス（当工業会賛助会員））

大型商業施設や病院駐車場、時間貸駐車場など、こ

れまでは当たり前に設置されていた駐車場出入口の

専用ゲートや駐車券を、一切排除した駐車場施設を

最近目にする機会が増えてきた。これは、車の入出

庫管理を車両のナンバープレートをカメラで自動的

資回収予測に至るまで解説がなされ、会員各社に

とって興味深い研修内容となった。特に研修会終

了後に会員各社から数多くの肯定的な反響が工業

会事務局に寄せられ、時宜にかなった研修会テー

マであったことが明らかとなった次第である。

に読み取り、これをシステムが認識することで可能

となるものであるが、今回はこのような「駐車場管理

システム」に焦点を当て研修会テーマとした。

参加した会員からは専用ゲートが無いことによ

る駐車料金の未収発生頻度や、車室を個々に管理

できる“IoT在否センサー ”の適応規模などについ

ての質問が寄せられた。駐車券の無い（チケット

レス）精算方式は、消耗品コストの削減に繋がり

SDGsにも資するとの説明が印象的であった。
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〔開催状況〕　
・第3回広報委員会（  9月14日）　　　　
・第4回広報委員会（10月13日）　　　
・第5回広報委員会（11月15日）　　　
・第6回広報委員会（12月13日）
・第7回広報委員会（  1月21日）
・第8回広報委員会（  2月15日）　
・第9回広報委員会（  3月18日）

　（※何れもオンラインを併用しての開催）

広報委員会は、認定駐車場に関する周知・広報活

動を推進する組織として、企画部会の中に今期より

◆ 広報委員会

おわりに

新設された。駐車場関連情報媒体である月刊誌『パー

キングプレス』に記事掲載を行うための編集会議を

毎月開催する必要から、計7回が開催された。
委員は現在、委員長以下計7名体制となっており、
各委員が2か月毎に各月の掲載テーマに沿って取材か
ら原稿作成までを担当し、大臣認定自走式駐車場に関

する情報発信を担う組織として活動を展開している。

また、本誌『ぷれぱ』（年2回発行）の編集協議にも参
画し、読者により分かりやすく中身の伝わる紙面作り

を通して、これまで以上に大臣認定自走式駐車場の社

会的認知度を高める活動をバックアップしている。

以上が、現在の当工業会活動を支えている技術部

会/企画部会、及び建設委員会/広報委員会、総務部

会における活動状況の概要となります。新年度入り

する2022年4月以降も、これまで以上に機動性を発
揮した活動展開が期待されているところです。

     　（以上）

総務部会
来期（2022年）の当工業会活動方針を策定するに当
たり、その基になる各部会（技術部会及び企画部会）

の来年度活動テーマや課題等について、関係理事他

が意見を交わす総務部会が、以下のとおり開催された。

〔令和4年総務部会の開催〕　　
日　時：2022年3月24日（木）午後1時～ 2時15分
出席者：栗本理事長、中川副理事長（総務部会長）、

亀村専務理事

 赤松執行理事（技術部会長）、川合執行理

事（企画部会長）、森副部会長（企画部会）、

和田副部会長（技術部会）

議　題： ①各部会に於ける来期（2022年度）活動　
　テーマ・取り組むべき課題

 ②他部会に対する要望事項

技術部会では、EV（電気自動車）普及の加速化を

睨み、大臣認定自走式駐車場に於ける諸課題解決に

向けた協議を最優先事項に位置付けると共に、企画

部会では昨年度からの継続案件に加え、新たな自走

式駐車場を増やす取り組み（需要拡大）を一層目指し

ていくことが確認された。併せて自走式駐車場議員

連盟の指導も仰ぎながら、関係機関との連携、協議等

を継続していくこととされた。

来期（2022年度）テーマについて活発な意見が交わされた
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国土交通大臣認定
自走式立体駐車場を考察する

特長、役割、発展、展望……

内閣府が2017年に公表した「津波避難ビル等を活用した津波防災対策の推進につい
て」（技術的助言）により、事実上S造も津波避難ビルの対象となった。

東日本大震災で
は巨大な津波が
沿岸部を襲い、
各地に甚大な被
害をもたらした。

東日本大震災発生時の多賀城市（撮影：本田 豊氏）

昨今の地球温暖化の影響で、台風や線状降水帯、

ゲリラ豪雨等による水害が毎年のようにあり、家屋

や自動車が巻き込まれるなど、大きな被害を受けて

います。自動車の場合は被災が予想される場合、事

前に高い場所へ移動させておけば流されずに済む

ため、回避が可能です。自走式立体駐車場は、自動

車の避難だけでなく、人の避難場所にもなります。

また、大臣認定自走式駐車場は原則として外壁を

持たない構造となっているため、万一津波や洪水に

襲われた場合も、その水流を受け流すことで水圧に

耐えることができます。これは、2011年3月に発

ここからは、当工業会が扱う国土交通大臣認定自走式立体駐車場について、その特長や地域における
役割、今後の展望等を考察します。
もちろん車を駐車するための施設であることに間違いありませんが、それだけではない様々な「役割」、
そして地域に「大臣認定自走式駐車場」があることのメリットについて、レポートします。

生した東日本大震災でも実証されています。また、

2017年7月に内閣府から出された技術的助言により、
大臣認定自走式駐車場が「津波避難ビル」として指定

可能であることが示されました。

そして現在、自治体と自走式駐車場施設等の間で

「災害協定」を締結する動きが加速しています。これ

は、水害発生が想定される際に駐車場を解放し、地

域の人や車両を避難させる、というものです。

自走式立体駐車場は、平時は駐車場として活用さ

れながら、万一の水害発生時には人と自動車の避難

場所として、地域に貢献することが可能です。

洪水などの水害発生時の避難施設としての自走式立体駐車場Theme 1
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※出典：気象庁ホームページ　https：//www.data.jma.go.jp/sat_info/himawari/obsimg/image_volc.html#obs_j20220115

2018年9月に発生した台風21号は、近畿地方を中心に各地に甚大な被
害をもたらした。　　　　　　（画像提供：国土交通省近畿地方整備局）

港湾地域には海上輸送を待つ
自動車が集中する（資料画像）

地震・津波対策としての
自走式立体駐車場

「商品・資産としての自動車」を守る自走式立体駐車場

Theme 2

Theme 3

今年1月15日にトンガ沖で起きた海底火山の噴火
によって高さ最大15mの津波が発生し、首都ヌク
アロファのあるトンガタプ島などが被害を受けま

した。8 ,000km離れた日本にまで影響をもたらし
たことは記憶に新しく、津波は現実的に起こりうる

ことだと改めて感じたところです。今後30年間に
70％の確率で起こるとされる南海トラフ巨大地震
で津波被害が想定される地域では、避難施設の整備

が進められています。重要なのは、それらがいざと

いうときの避難場所として、普段から近隣住民に認

識されていることです。普段使う駐車施設であれば、

通い慣れている場所として、夜間であっても逃げや

すいといえます。強固な造りでスロープがある大臣

認定自走式駐車場は最適な避難場所です。支援物

日本は世界有数の自動車輸出国ですが、新車ばか

りでなく、中古車の輸出も近年増えています。輸出

手段は船舶による海上輸送で、港湾地域には輸出を

待つ車両が集中します。こういったエリアは、台風

による高潮や津波など、水害リスクを伴う立地環境

といえます。2018年9月に発生した台風21号では、
近畿地方を中心に甚大な被害が発生しましたが、そ

の中には中古車オークション会場における火災が

資の発着拠点としても機能し、地域の「安心・安全」

の一端を担うことができます。

あり、車両に浸入した海水の塩分が車両バッテリー

のショートを引き起こし発火した可能性が指摘さ

れています。

広大なスペースが確保できる沿岸地域は自動車

保管用の立地として最適ですが、やはり高波による

水害、そして海水浸入に起因すると考えられる車両

発火のリスクを踏まえ、いかにして万一の事態に備

えるかを考える必要があります。それに対するひ

とつの答えが、自走式立体駐車場の導入です。数多

くの車両を収容するという点でも理に適った選択

であり、自動車オークション会場に大規模な自走式

立体駐車場が併設されている例もあります。

日本時間1月15日13時頃に発生したトンガ諸島付近のフンガ・トンガ-フ
ンガ・ハアパイ火山の大規模噴火（気象衛星ひまわりが捉えた様子。トゥ
ルーカラー再現画像）※

日本時間1月15日13時頃に発生したトンガ諸島付近のフンガ・トンガ-フ

2004年新潟県中
越地震では、実際
に自走式立体駐
車場が支援物資
の発着拠点として
活用されている。
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千葉県流山市の温浴施設『南柏天然温泉すみれ』。敷地内の

自走式立体駐車場は、周囲との調和を図るために落ち着いた色

彩の茶系カラー鋼板を採用。鋼板を高くすることで目隠し効果

を高めています。また、安心・安全の

ため、要所に防犯カメラを設置しました。

店長の宮代さん：「お客様は30歳代以下の男性が多
く、土日祝になるとファミリー層でにぎわいます。店

舗入り口前の平面駐車場から徐々に停められ、自走式

立体駐車場も満車状態になります。今後は近隣住民

のご理解のもと、この自走式立体駐車場でフリーマー

ケットなどのイベントが開催できたらいいですね」

大型商業施設にとって、限られた敷地の中でお客

様の自動車を収容するため欠かすことのできない存

自走式立体駐車場設置施設 店長に聞く

在となった自走式立体駐車場について、ここでは階

層パターンでの傾向を考察します。

地域に身近な存在としての自走式立体駐車場Theme 4

商業施設では、屋上シアターや外壁を利用したイル

ミネーション、プロジェクションマッピングといっ

た季節ごとのイベントで自走式立体駐車場を活用す

る場面も見受けられます。

施設併用8層9段型

2層3段型

2層3段型連続傾床式自走式立体駐車場（153台収容）

【南柏天然温泉すみれ】
●所 在 地：千葉県流山市向小金1-272-8
●営業時間：7:00～24:00（最終受付23:00）
●業　　態：スーパー銭湯
 （露天風呂、内湯、岩盤浴、食事処等完備）

「南柏天然温泉すみれ」
店長　宮代 氏

5層6段型

【郊外型大規模ショッピングモール】
低層建築物に店舗用として多数のテナントが配置されている。
1層2段または2層3段といった低層タイプが多い。

【市街地型中高層商業施設】
駅周辺や市街地で多くの収容
台数を確保するため、3層4
段から6層7段といった中高
層が多い。エレベーターが設
置され、隣接する商業施設棟
から直接アクセスする連絡通
路を設置することもある。

【施設併用型駐車施設】
市街地および郊外に立地し、複合化のニーズに応じ、各テナント
を1階または2階に配置し、その上階を駐車場にした4層5段か
ら8層9段といった施設併用型自走式立体駐車場も近年増加傾
向にある。
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・SDGsについて
2015年9月、国連サミットで「持続可能な開発
のための2030アジェンダ」が全会一致で採択され
ました。このアジェンダに記載されている、2030
年までに持続可能でより良い世界を目指す国際

目標が「 SDGs（ Susta inab le Deve lopment 

Goals）」です。

17のゴール（目標）、169のターゲットからなる
SDGsにおける目標7「エネルギーをみんなに。そ
してクリーンに」と目標13「気候変動及びその影響
を軽減するための緊急対策を講じる」への取り組み

として、2020年10月、日本政府は2050年までに温
室効果ガスの排出を全体としてゼロとするカーボン

ニュートラルを目指すことを宣言しました。

これに対応する取り組みとして、自走式立体駐

車場は電気自動車普及への対応策として給電設備

の拡充、再生可能エネルギーの利用として太陽光

パネルの設置などが考えられます。

・充電設備の導入
「駐車中に給電できる機能」を導入することで、

電気自動車の普及に貢献することができます。

将来の展望 ─ 自走式立体駐車場とSDGsTheme 5

また、電気自動車に給電するだけでなく、電気自

動車から施設側へ電力を供給することや、別途蓄

電池などを備えることで、非常時に自走式立体駐

車場や併設施設を災害拠点として活用することも

可能です。

・太陽光パネルの導入
広くフラットな自走式立体駐車場の屋上階は、太

陽光パネルの設置場所としても最適です。広大な

屋上を太陽光パネルの発電に用いることができれ

ば、併設された施設等に電力を供給することも可能

となります。

現状ではクリアすべき課題はありますが、屋上を

活用することができれば、自走式立体駐車場の活用

の幅がより広がることになります。

将来的な電気自動車の普及拡大は確実で、充電器の需要もより高まる。 広大でフラットな自走式立体駐車場は太陽光パネル設置に適している。
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大臣認定自走式駐車場 実績報告（概要）

当工業会では、加盟するメーカー会員企業（全15社）
が1年間に設計・施工等を行った国土交通大臣認定品
の自走式駐車場（以下、認定駐車場という。）の実績取

り纏めを行っています。今春号では、直近（令和2年
度 ［2020年4月～ 2021年3月］）の実績報告（概要）に
ついて掲載します。（なお、本実績報告では建築基準

法に基づく国土交通大臣認定の基準に準ずる防耐火

等の性能を有する建築物として、事務連絡による2層3
段以下の自走式自動車車庫も含めて集計しています。）

建築基準法に基づく防耐火の認定を取得した認

定駐車場は、1層2段型（ 1階と2階屋上を自動車車
庫として使用する形式のもの）を原点としてスター

トし、現在では6層7段型まで国土交通大臣認定品
で建築することが可能となっています。また、下層

階（1階、1～ 2階部分）に耐火建築物の施設（店舗）
等を併設し、その上階部分に認定駐車場を建築する

「施設併用型認定駐車場」が、ここ数年その実績（件

数）を伸ばしています。

直近（ 2020年度）の実績報告では、①総物件数120
件、②合計延べ床面積約747千㎡、③合計収容台数35
千台余が報告されていますが、その内、施設併用型は

①件数12件、②延べ床面積約102千㎡、③収容台数
3,681台が報告されており、①②③の何れの数値にお
いても全体の10％以上を占めています。
また、その内訳においても2020年度は8層9段型

（施設1～ 2階に6層7段型認定駐車場を組み合わせ
た）自走式立体駐車場が初めて報告されるなど、バリ

エーションの上でも広がりが見られ、施設併用型の

項目 92年度 93年度 94年度 95年度 96年度 97年度 98年度 99年度 00年度 01年度 02年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度
H4年度 H5年度 H6年度 H7年度 H8年度 H9年度 H10年度 H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

物件数（件） 320 430 445 502 485 493 493 474 504 536 555 492 474 508 541 408

鋼製床版 320 430 445 450 298 234 142 86 52 29 21 22 1 1 1 0

ＰＣ・合成床版、その他 － － － 52 187 259 351 388 452 507 534 470 473 507 540 408

構造（Ｓ造） － － － － － － － － － － － － － － － －

一層二段型 320 430 419 406 345 343 318 313 275 257 174 162 110 119 138 80

二層三段型 － － 26 96 140 150 175 161 196 176 182 186 169 159 170 158

三層四段型 － － － － － － － － 33 103 199 144 148 138 131 77

四層五段型 － － － － － － － － － － － － 47 85 84 60

五層六段型 － － － － － － － － － － － － － 7 18 23

六層七段型 － － － － － － － － － － － － － － － 4

施設併用型 － － － － － － － － － － － － － － － 6

延べ床面積（単位：千㎡） 503,040 675,960 699,540 789,130 890,198 883,453 910,763 951,370 1,443,697 1,482,170 2,240,718 2,001,080 2,259,666 2,654,819 2,695,498 2,172,333

収容台数（単位：台） 41,280 55,470 57,405 64,615 61,093 68,438 66,673 64,744 81,971 92,283 120,221 101,698 118,498 128,410 131,417 100,966

項目 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合　　計
H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 ストック量

物件数（件） 289 208 183 151 186 187 147 141 155 130 144 125 120 9,826 

鋼製床版 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,534 

ＰＣ・合成床版、その他 289 207 182 151 186 187 147 － － - - - - 6,477 

構造（Ｓ造） － － － － － － － 141 155 130 144 125 120 815 

一層二段型 54 38 45 27 32 25 25 18 15 16 21 19 11 4,555 

二層三段型 99 71 61 52 62 61 52 54 48 49 50 34 46 2,883 

三層四段型 58 36 35 39 45 42 29 22 30 22 22 20 14 1,387 

四層五段型 54 45 22 19 26 38 19 18 27 23 23 21 21 632 

五層六段型 22 13 14 6 11 14 13 19 24 11 18 16 8 237 

六層七段型 0 2 0 0 3 2 1 0 2 2 3 4 8 31 

施設併用型 2 3 6 8 7 5 8 10 9 7 7 11 12 101 

延べ床面積（単位：千㎡） 1,747,352 1,106,354 892,233 729,060 916,522 964,051 830,364 849,951 989,995 688,743 855,681 853,665 747,718 35,425,124 

収容台数（単位：台） 81,718 50,011 48,293 36,515 43,648 49,252 41,519 39,057 47,659 32,609 40,585 39,358 35,269 1,940,675 

【自走式駐車場における平成４年度以降の製造実績推移】
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― 直近 令和2年度（2020年4月～2021年3月）建築実績より ―

認定駐車場は今後もその利活用の場を広げて行くも

のと予想しています。

今回特徴的なのは、高層タイプの6層7段型が前
年比倍増（ 4件⇒8件に）する一方で、低層タイプの2
層3段型も（34件⇒46件に）伸長するなど、大型化高
層化の流れ一辺倒ではなく、多様化する顧客ニーズ

を反映し、クライアントが幅広い認定駐車場のライ

ンナップから、その事業目的等に適したタイプの駐

車場を選好する様子が伺えることです。これらは認

定駐車場の品質や使い勝手の良さが、低層型から高

層型まで押し並べて評価されている証左ではないか、

と当工業会として考えています。　
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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（17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

（株）エレファ 小田川　均 〒331-0812　埼玉県さいたま市北区宮原町3-213 048-664-3637

（株）ガルバ興業 菊川　美仁 〒729-0473　広島県三原市沼田西町小原73-46 0848-86-6411

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

（有）サン・ネット 山本　　稔 〒162-0808　東京都新宿区天神町22-3 ルート神楽坂5F 03-3269-6696

（株）島田興業 島田　亮志 〒335-0033　埼玉県戸田市笹目北町16-14 048-421-6189

（株）シーディアイ 渡邊　秀彦 〒491-0922　愛知県一宮市大和町妙興寺字丹波12 0586-27-0123

（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

東部NS工業（株） 野澤　　巧 〒321-4508　栃木県真岡市大和田1-23 0285-81-5222

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

富士プレハブ工業（株） 石本　賀久 〒550-0006　大阪府大阪市西区江之子島2-1-37-3104 06-6479-1370

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

今回号（ぷれぱ春号）の編集作業が進む最中、東日本大震災から11年目の今年3月16日午後11時36分、福島県沖を震源
とする最大震度6強の地震が発生し、東北新幹線、東北自動車道など交通インフラに大きな被害が生じました。現時点で
は会員から認定自走式駐車場における被害等の報告はありませんが、改めて自然災害に対する備えの大切さ、延いてはい
ざという時に一時的な避難場所となり得る大臣認定自走式駐車場の有益性を、引き続き周知・広報してまいります。　  （W）

※

※ 令和4年4月1日入会

※

※

※

※
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（株）エレファ ･･･････････････････････････････････http://www.elfa.co.jp/
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日東亜鉛（株）･･････････････････････････････････https://www.nitto-aen.co.jp
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日本駐車場救急サービス（株）････････････････････https://www.jafs99.co.jp
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