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大規模小売店舗立地法に基づく新設届

「ダイシン中田店」概要

1 大規模小売店舗の名称、所在地 ダイシン中田店
仙台市太白区中田 5 丁目

17 他

2
大規模小売店舗を設置する者の氏

名、住所
株式会社アイリスプラザ

代表取締役 大山健太郎

仙台市青葉区北目町

1番13号

3
大規模小売店舗において小売業を行

う者の氏名（名称）、代表者、住所
株式会社アイリスプラザ

代表取締役 大山健太郎

仙台市青葉区北目町

1番13号

4 大規模小売店舗の新設をする日 平成２３年６月２７日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 ２，０５８．３０㎡

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 駐車場の収容台数 ７０台

② 駐輪場の収容台数 ５４台

③ 荷さばき施設の面積 １６８．５㎡

④ 廃棄物保管施設の容量 １２．０㎥

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

①
小売業を行う者の開店時刻及び閉店

時刻
株式会社アイリスプラザ ７：００～２１:００

②
来客が駐車場を利用することができ

る時間帯
６：３０～２１：３０

③ 駐車場の自動車の出入口の数 ３箇所

④
荷さばき施設において荷さばきを行

うことができる時間帯
６：００～２２：００

8 届出年月日 平成２２年１０月２６日
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住民説明会の実施状況及び質疑事項等

大規模小売店舗の名称 ダイシン中田店

説明会の日時・出席人数 1 回目 平成 22 年 12 月 18 日（土）15:00～

2 回目 平成 22 年 12 月 21 日（火）16:00～

3 回目 〃 18:00～

11 名

3 名

0 名

説明会の会場 中田市民センター

（仙台市太白区中田 4 丁目 1 番 5 号）

質疑等

質問事項 回答内容

交差点 2 に交通を集中させると

混雑するのではないか。

交差点 1～2 に分散させ、混雑を最小限にする計画

です。

出入口 3から右折させると国道 4

号線で混雑するので、右折禁止と

したらいいのではないか。

必要に応じて、誘導員や案内表示による対策を検討

します。

新設する日とは開店日なのか。 手続きの進み方によって変わるので、実際に開店す

る日は、多少変わると思います。

B 棟は何か。 飲食店の予定ですが、まだ決まっていません。

敷地内の用水路はどうするのか。 仙台市と協議しながら進めています。

北側・東側からの来客は迂回して

来店するので大変だ。

－

東側への退店車両が、交差点 1

の北進車線の右折レーンに集中

しないようにして欲しい。

必要に応じて、案内表示・誘導員での対応を検討し

ます。

駐車場台数は、以前の店舗と比べ

てどうなのか。

同じ敷地面積の中で、以前より大きい建物に建て替

えすることから、駐車場台数は少なくなりますが、

長町店・柳生店・南小泉店の駐車場利用状況から、

今回の届出台数 70 台でも充足すると考えています。
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：交通部会 課 名：道路管理課

店舗名 ダイシン中田店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

店舗計画に係る協議については交通管理者（宮城県警本部交通規制課），交通政策

課も含め協議を行った。

協議の中で主に以下の点について指摘をした。

・国道 4 号線南側から交差点 1 を東側へ右折する際の右折滞留長の不足。

・駐輪場について、できるだけ店舗入口に近い場所とすること。

これらの指摘に対し、右折滞留長の不足については，国道 4 号線の右折滞留長の

延伸が不可能なことから、東側への退店者に対しては、店舗北側 No3 出入口前市

道を通行し交差点 2 を右折するよう、又西側への退店者に対しては、交差点 2 で

の車両の集中を避けるため、国道 4 号線から交差点 1 を左折するよう広告等によ

り周知を図る。

また、駐輪場については店舗入口付近に当初 1 箇所であったものを、利用者の利

便性を考慮し 2 箇所とする配置の見直しを行う。

以上のような対策を設置者の方で行うことで合意を得たので協議終了とした。

意見の有無 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：交通部会 課 名：交通政策課

店舗名 ダイシン中田店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

駐車場について，大店立地法，駐車場法，駐車場附置義務条例に基づいた協議

を行い，以下の点について確認した。

・設置駐車台数について、立地法指針から算出される必要駐車台数，及び類似

店実績からの算出される必要駐車台数を満足していること。

・設置台数のうち 3 割以上を 6ｍ駐車マスとして確保されること。また，店舗

及びサービス棟（飲食店）ともに，建物入口付近に身障者用駐車マスが確保

されること。

・サービス棟（飲食店）の荷捌きは，営業時間外に行われること。

・駐車施設内通路を通路幅などで差別化し，一方通行化等により歩行者通路が

確保され，かつ，カラー舗装されること。

・車路において一時停止すべき箇所を明確にし，停止ラインが設置されること。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：騒音・照明部会 課 名：環境対策課

店舗名 ダイシン中田店

検討経過

及び内容

（住民等の

意見に関す

る検討を含

む。）

設置者と協議を行い，騒音の予測を行った。

(予測地点は，別紙を参照のこと)

騒音の総合的な予測における，各騒音予測地点での等価騒音レベル（昼間）の予

測結果は，表 1 のとおりであった。

表１ 等価騒音レベルの予測結果

１ (1.2m)

１ (4.7m)

２ (1.2m)

２ (4.7m)

３ (1.2m)

３ (4.7m)

４ (1.2m)

４ (4.7m)

５ (1.2m)

５ (4.7m)

６ (1.2m)

６ (4.7m)

７ (1.2m)

７ (4.7m)

８ (1.2m)

８ (4.7m)

Ｂ類型
第一種住居地域

55

Ｃ類型
準工業地域

60

環境基準（ｄB）
予測地点 地域類型

等価騒音レベル（ｄB）

Ｃ類型
準工業地域

45

45

56

53

52

51

45

48

48

55

53

45

昼間

60

昼間

48

48

45

45

すべての予測地点において，昼間の環境基準を下回る予測であった。

なお，夜間に発生する音源がないため，等価騒音レベル（夜間）の予測および夜

間に発生する騒音レベルの最大値予測は実施していない。

以上により，店舗から発生する音による周辺生活環境へ与える影響は少ないもの

と考える。

夜間照明については，屋外照明の位置図を精査したところ，外に洩れる光はわず

かであり，周辺の生活環境への影響は少ないものと考える。

よって，市の意見を提示する理由はないとした。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：廃棄物部会 課 名：廃棄物管理課

店舗名 ダイシン中田店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

廃棄物等に関する処理計画の審査について

１ 廃棄物等の排出量等の予測

「大規模小売店舗を設置するものが配慮する事項に関する指針」に基づき、廃

棄物の種類ごとに排出量を算出し、保管施設を計画する上での廃棄物等の排出量

を適正に予測している。

※ 廃棄物等の予測排出量 11.15 ㎥

２ 小売店舗以外の施設からの廃棄物等の排出状況

非物販店舗から排出される廃棄物等については、店舗内に保管し適正処理をす

る。

３ 廃棄物の減量・リサイクル計画

排出量の多い紙類等については、全量リサイクルを行う計画である。

４ 廃棄物保管施設の計画

廃棄物等保管施設は必要保管容量を満たしており、建物内にライン引き（保管

区分を表示）のうえ、区画を確保する計画である。

※計画保管施設容量 12.0 ㎥ ＞ 必要容量 11.15 ㎥

５ 廃棄物の運搬方法

廃棄物の運搬については、廃棄物保管施設に保管できる容量及び発生量を考慮

した収集頻度を計画しており、問題はない。

以上のことを確認し、協議終了とした。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：街並みづくり部会 課 名：都市景観課

店舗名 ダイシン中田店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

当該敷地は仙台市｢杜の都｣景観計画による市街地景観のゾーンの沿線市街地ゾー

ンに位置し、景観計画に定める基準について協議を行いました。

店舗の外壁は、明るいグレー系の色彩とし、意匠・色彩ともシンプルな計画とし

ています。広告物については集約した計画であり、建物と併せて協議を行いました。

なお床面積が 3,000 ㎡を超えないため、景観計画の届出は不要の規模ですが、景

観計画に概ね適合していると判断します。

意見の有無 有り 無し

意見の内容
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仙台市大規模小売店舗立地法運用協議会各部会における検討経過及び内容

部会名：街並みづくり 課 名：百年の杜推進課

店舗名 ダイシン中田店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

杜の都の環境をつくる条例に基づき緑化計画について協議を行った。同条例に

基づく緑化面積等は以下のとおり。

1. 緑化計画面積等

（㎡）

敷地面積 緑化基準面積 緑化計画面積 緑化率

7,031.33 984.38（14.0%） 1,043.55※ 14.84%

※緑化計画面積については，接道部緑化加算及び多層緑化加算を含む。

2.緑化内容

敷地外周に植栽を計画し，接道部緑化に努めた内容となっている。

また，樹木による植栽も計画し，街並みづくりにも配慮されている。

意見の有無 無し

意見の内容


