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大規模小売店舗立地法に基づく新設届

「ホームセンターコーナンあすと長町店」概要

1 大規模小売店舗の名称、所在地
ホームセンターコーナン

あすと長町店

仙台市あすと長町土地区

画整理事業地内２８街区

2
大規模小売店舗を設置する者の氏

名、住所
ダイワロイヤル株式会社

東京都千代田区飯田橋三

丁目１３番１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

コーナン商事株式会社

代表取締役 疋田 耕造

堺市西区鳳東町四丁目４

０１番地１

4 大規模小売店舗の新設をする日 平成２５年４月（予定）

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 ３，９０６．２４㎡

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 １７２台

② 駐輪場の収容台数 １８０台

③ 荷さばき施設の面積 ６２㎡

④ 廃棄物保管施設の容量 １９．７７３㎥

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
コーナン商事株式会社 ６：１５～２１:００

②
来客が駐車場を利用することができ

る時間帯
６：００～２１：１５

③ 駐車場の自動車の出入口の数 ２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
６：００～２１：００

8 届出年月日 平成２４年１１月１９日

資料１
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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 ホームセンターコーナンあすと長町店

説明会の日時・出席人数 平成 24 年 12 月 18 日（火）

１回目：15:00～15:30 ４名

２回目：18:00～19:00 ４名

８名

説明会の会場 太白区中央市民センター（たいはっくる内）大会議室

（仙台市太白区長町５丁目３番２号）

質疑等

【１回目】 意見なし

【２回目】

Ｎｏ 意見陳述 回答

１ 届出内容に開店時刻が午前 6 時

15 分とありますが、開店後の営業

時間もそうなるのですか？

開店後の営業開始時間については現時点ではま

だ確定しておりません。商品構成等を勘案して決

定して参ります。届出しました内容は初売り等の

特例日を加味しております。

２ 届出店舗に付随して他店舗の出

店もありますか？

ありません。

３ 商品のプライスゾーンの設定等、

他店舗との差別化をどのように図

るのですか？

ホームセンターの業態として、基本的には平均的

な価格設定とし、ファミリー層を対象とした品揃え

を中心として参ります。“良いものをより安く”をモッ

トーに店舗運営を心掛けて参ります。

４ ディスカウントのホームセンターで

はないのですか？

そのような計画はありません。品揃えと質の提案

をして参ります。

５ 交通量調査は平日と休日のどちら

で行ないましたか？又、交通量予

測結果において各交差点で問題な

い結果となっていますが、計画地

北西交差点では週末渋滞がみら

れるが大丈夫なのですか？

交通量調査は平日と休日の両方で行ないました。

交通量の予測結果は実態調査結果より、ピーク

時交通量は休日の 16：00 台を採用しました。ご指

摘の交差点については、渋滞する車線と来退店

経路は重なりませんので問題ない結果となりま

す。

６ 届出の内容で主な販売物の中に

家庭日用品とありますが、具体的

にはどのようなものですか？

物干し台、洗濯用品、洗剤、お掃除用品等です。

７ 長町商店街等、地域との関わりに

ついてどう考えていますか？

商工会や地元商店会等との会合には積極的に参

加させて頂きます。又、地元の各種イベント等へ

の参加協力にも努めて参ります。地元コミュニティ

との関わりには地元の皆様と力を合わせて対応さ

せて頂く所存です。
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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 ホームセンターコーナンあすと長町店

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。

当該地区は「仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例」の指定区

域（商業地域）であり，同条例の設置基準に基づき，駐輪台数及び駐輪場の設置を

指導した。

来退店経路について検討を行い，渋滞など大きな影響はないとの結果であった。

市の意見

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 ホームセンターコーナンあすと長町店

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，駐車場法及び駐車場附置義務条例に基づい

た指導を行い，以下について確認した。

・仙台市運用基準からの算出による必要駐車台数を満足し、附置義務駐

車台数も敷地内に確保されること。

・設置台数のうち３割以上を６ｍ駐車マスとして確保し，そのうち，身

障者用駐車マスも確保されること。

・駐車場の構造等について駐車場法上の基準を準用していること。

・車路において一時停止すべき箇所を明確にするよう指導し，停止ライ

ンが路面標示されること。

・荷さばき計画において、荷さばき車両が来客用駐車場の車路上で切り

返しを伴うことから、営業時間内での作業の場合は、誘導員を配置す

ること。

・歩行者の安全確保のため，路面標示による歩行者通路が設置すること。

・駐車場出入口の管理について，閉店後は施錠されること。

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 (仮称)ホームセンターコーナンあすと長町店

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)

騒音の総合的な予測における，各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

昼間 夜間 昼間 夜間

A (1階) 45

A (2階) 45

B (1階) 49

B (2階) 49

C (1階) 45

C (2階) 45

D (1階) 55

D (2階) 55

E (1階) 50

E (2階) 50

F (1階) 41

F (2階) 41

50

予測地点 地域類型
等価騒音レベル（ｄB） 環境基準（ｄB）

Ｃ類型
商業地域

60

すべての予測地点において，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，駐車場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 （仮称）ホームセンターコーナンあすと長町店

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

指針に基づく廃棄物等の予測排出量を保管可能な廃棄物保管施設の計画である

かなどについて協議を行った。

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。

※ 排出予測量 14.070 ㎥

２ 廃棄物の減量・リサイクル計画

再資源化の可能なものについては、積極的に資源化に取り組む計画となってい

る。

３ 廃棄物保管施設の計画

廃棄物等保管施設の設置については、建物内「敷地内」に１施設設置する計画

であり、排出予測量を十分保管できる。

※ ホームセンターコーナンあすと長町

計画保管施設容量 19.773 ㎥ ＞ 必要容量 14.070 ㎥

※ 指摘事項 ごみ集積施設設置に関する事前協議を太白環境事業所と行なう

こと。

４ 廃棄物の運搬・処理方法等

廃棄物の運搬については、許可業者に委託し、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 ホームセンターコーナンあすと長町店

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うち商業業務

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。

計画店舗の外壁は、基準を満たすグレー１色としています。また、広告物につい

ては、独立広告物および壁面広告物がありますが、外観の検討により極力景観を阻

害しないようにしたほか、景観計画に加え地区計画による制限も適用されるため、

大きさおよび高さをおさえた計画としていただいております。

なお、景観計画区域に係る行為届出書が提出されており、景観計画に定められた

行為の制限に適合するものと認めましたことから適合通知を交付しています。

市の意見

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 ホームセンターコーナンあすと長町店

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
条例上の

緑化率

緑化基準

面積

緑化計画

面積
緑化率

11,860.35 ㎡ 7％ 830.22 ㎡ 1,088.67 ㎡※ 9.17％

※緑化計画面積については、平成 24 年 12 月 19 日付で認定したもの。

２．緑化内容

条例に基づく基準を満たしており、沿道部に植栽（芝・中木類）、壁面緑化を

計画し、接道部緑化に努めた内容となっている。

また、入口や市道交差点付近に中木を配置して緑量を確保し、街並みや景観

に対し配慮している。

３．その他

芝生の管理については水遣りや肥料遣り、芝刈り、目土補修などを定期的に

実施する計画としている。

市の意見

の有無
有り 無し

意見の内

容


