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大規模小売店舗立地法に基づく新設届 

「（仮称）富沢西商業施設新築工事」概要 

 

１ 
大規模小売店舗の名称、所在

地 

（仮称）富沢西商業施設新築

工事 

仙台市太白区富沢字

鍛治屋敷 37-3 外 

２ 
大規模小売店舗を設置する者

の氏名（名称）、代表者、住所 

大和リース株式会社 

代表取締役社長 森田 俊作 

大阪市中央区農人橋

二丁目 1番 36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 

未定  

４ 
大規模小売店舗の新設をする

日 
令和 3年 1月 28日 

５ 
大規模小売店舗内の店舗面積

の合計 
1,367.44㎡ 

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 
駐車場 1 建物外平面駐車場 80台 

合計 80台 

② 駐輪場の収容台数 

駐輪場 1 敷地北西側 16台 

駐輪場 2 敷地中央側 16台 

駐輪場 3 敷地南西側 8台 

駐輪場 4 敷地南側 5台 

合計 45台 

③ 荷さばき施設の面積 
荷さばき施設 1 敷地北側 284.26㎡ 

合計 284.26㎡ 

④ 廃棄物保管施設の容量 

廃棄物保管施設 1 A棟 A-1区画北側 2.600㎥ 

廃棄物保管施設 2 A棟 A-2区画北東側 3.375㎥ 

合計 5.975㎥ 

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 
未定 9:00～22:00 

② 
来客が駐車場を利用するこ

とができる時間帯 
駐車場 1 建物外平面駐車場 8:30～22:30 

③ 
駐車場の自動車の出入口の

数 
3箇所 

出入口 1（入口専用）敷地南側 

出入口 2（出口専用）敷地南側 

出入口 3 敷地北側 

資料 1 
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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 

荷さばき施設 1 A棟北側 6:00～22:00 

８ 届出年月日 令和 2年 5月 27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 （仮称）富沢西商業施設新築工事 

説明会の日時・出席人数 

【届出前（要綱）】 

 新型コロナウイルス感染症の影響により開催不能 

【届出後（法定）】 

令和 2 年 7 月 1 日（水）18：00～ 7 名 

説明会の会場 

【届出後（法定）】 

   富沢南集会所 

（太白区富沢南一丁目 21 番 5 号） 

 

 

質疑の内容及びそれに対する回答 

【届出後（法定）】 

令和 2 年 7 月 1 日（水）18：00～ 

 意見 応答概要 

1 

敷地北側の主に騒音対策について、

住宅側への配慮は考えているか。 

前提として、騒音解析上基準値を満たし

ておりますが、なお、視認性を確保した

上で部分的とはなりますが防音壁の付

設を計画してまいります。 

2 

荷捌きの時間帯について、早朝の時

間帯を遅らせることはできないか。 

入居するテナントに対し、周辺住民の皆

さまからのご要望を説明した上で、搬入

時間帯について協議してまいります。 

3 

北側出入口について、夜 8 時以降な

ど時間帯に応じて出入口を閉める対

策は可能なのか教えてほしい。 

敷地南側道路にポストコーンを設置す

る関係もあり、富沢駅側からの来店ルー

トに影響が出るため難しいと考えてお

ります。 

4 

敷地南側道路のポストコーン設置に

より、富沢駅方面からの来店の際に、

敷地北側道路を利用せざるを得ない

ため、交通量が増えることを懸念し

ているが何とかならないのか。 

ポストコーンの設置については、仙台市

及び宮城県警と協議を行い、安全上の観

点からご指導に基づき設置することで

計画を進めている状況でございます。今

回頂いた意見を踏まえて、再度仙台市と

協議を行いたいと思います。 

5 

店舗が空いている時間は何時まで

か。従業員の帰宅は遅い時間になる

と思うが、北側道路を通らないよう

工夫してもらいたい。 

物販店舗の営業時間は夜 10 時までを予

定しております。テナント従業員につい

ては、南側出口から帰宅するよう徹底は

図れるかと思います 

6 

協議結果について、どのような形で

公表されるのか。また、今後このよ

うな説明会は設けるのか。 

今後本案件に関する委員会が開催され、

皆さまからの意見も参考に議論を行い、

仙台市から設置者に回答を出すことと

なります。結果は仙台市 HP からご確認

いただけます。 
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7 

A、B、C 棟のテナントはどのような

ものが入るのか。 

具体的なテナントは未定ですが、A 棟は

物販店舗が 2 区画、B 棟は飲食業 1 区画

サービス業 1 区画、C 棟は飲食業 1 区画

を予定しています。 

8 

テナントについて、周囲への臭いの

影響はどの程度か。また、周辺住宅

地への配慮はいかがか。 

比較的臭いが発生しやすい飲食店は B・C

棟を計画しており、主に北側にある住宅

地への影響は少ないと考えますが、各テ

ナントに対して、十分な対策を取るよう

協力を求めてまいります。 

9 

廃棄物はどのようなものを想定して

いるのか。また、B 棟・C 棟は A 棟の

廃棄物保管庫とは別に保管するの

か。 

段ボール等の事業ごみを想定しており

ます。物販店舗と非物販店舗それぞれ別

の廃棄物保管庫を設け、処理する計画と

なります。 

10 

室外機はどこに設置するのか。また、

室外機も踏まえた上で騒音解析を行

っているのか。 

一部を除き、屋上に配置いたします。騒

音予測は室外機も踏まえた上で行い、基

準値内に収まる計画となっております。 

11 

工事の休工日は決まっているか。ま

た朝は何時から稼働予定か。 

通常は平日及び土曜日の朝 8時より稼働

し、日曜・祝日は休工となりますが、工

事業者を含め未確定でございます。 

12 
敷地北側の照明について教えてほし

い。 

基本的に住宅側へ光を向けないよう配

慮する計画であります。 

13 
防音フェンスの仕様について教えて

ほしい。 

白色の目隠しフェンスをイメージして

いただければと思います。 

14 

図面騒音予測のＥ地点より北側につ

いて、フェンスの設置は可能か。 

防音壁の機能として目隠しフェンスを

付設することは可能です。ただし、地区

計画等の制約があるため、市・区役所に

確認する必要があります。 

15 
仙台市に対する意見と住民説明会で

の意見とでは違いがあるのか。 

設置者に対するご意見として捉えられ

ますので、基本的には同じとなります。 
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住民等の意見書に対する設置者の対応状況 

No. 意見等の内容 回答 

１ ① 搬入時間帯について 

搬入の時間帯が6:00～22:00 となっている

が、早朝及び夜間の搬入の騒音は安眠を阻害

され生活に支障をきたすため、7:30～20:00 

として欲しい。特に早朝の搬入時間について

は改善を強く希望する。 

搬入出の時間帯については、早朝及び夜間

の時間帯を出来る限り避けるよう既にテナ

ント様と協議しておりますが、配送ルートの

関係上致し方ない場合がございます。周辺の

住宅地にご迷惑をおかけしないようテナン

ト様に周知徹底をして十分配慮いたします。 

② 夜間の北側出口について 

店舗の営業時間が22:00 までと遅く、そこ

からの利用者の退店及び、従業員の帰宅は

23:00 頃になると想定される。その時間帯に

住宅が並ぶ北側出口を自動車で頻繁に利用

されると騒音で安眠を阻害され生活に支障

をきたすため、22:00 以降は北側出入口を封

鎖し、南側出入口を利用させることを強く希

望する。なお北側出入口を使わないことの注

意喚起だけでは効果がないため、ポールやロ

ープなどにて確実に封鎖して欲しい。また、

営業時間の前後30分は駐車場を利用可能に

するということであれば営業時間を～21:30 

までに短縮して欲しい。 

南側出入口は、交通部会の事前協議によ

り、入口専用1箇所、出口専用1箇所と決まり、

道路区画線の状況及び現況交通量から右折

IN・OUTを認められておりません。また、北

側出入口を物理的に閉塞した場合、北側及び

西側方面へ退店する車は南側出入口を右折

IN・OUT出来ない事から敷地北側道路へ迂回

し退店する事が想定されます。そのため、北

側出入口を物理的に閉塞したとしても騒音

抑制の効果は薄いと考えますので、北側出入

口の夜間封鎖は行いません。 

騒音解析は、営業時間及び駐車場利用時間

を加味して行っており、各種対策を行う事で

基準を満足する結果となっております。その

ため、営業時間の短縮はテナント様と交渉中

ではありますが、現実的に難しいと考えてお

ります。 

ご意見の内容を踏まえて敷地北側に対す

る騒音対策を下記の通り検討しており、北側

にお住いの方々にご迷惑をかけないよう配

慮していきたいと考えております。 

［騒音対策検討事項］ 

①敷地北側出入口に夜間騒音に対する注意

喚起看板を設置する。 

②テナント様従業員に対し、南側出入口から

退店するよう周知徹底を図る。 

③ 北側住宅側への防音フェンスの設置につ

いて 

7/1 に開催された大和リースの説明会にお

いて、北側住宅側の騒音を軽減するために防

音フェンスを設置することは住民側の希望

で上がり、それに対し大和リースでも承諾い

ただいている。しかしながらその後の説明で

「道路との境にフェンスを建ててはいけな

い」との富沢地区条例により建てられない可

能性があるとのお話を伺った。富沢地区条例

とは富沢地区に住む住民が快適に生活でき

るようにするためのものであるが、住民の希

望に対し大和リースの防音対策を行うこと

の双方の合意にも関わらず、建てられないと

いうのは到底納得できるものではない。また

隣に建設中の葬儀場においても、以前の住民

説明会において道路側にフェンスを建てて

欲しいとの住民希望に対し、施主側はフェン

スを建てることで合意し、現在工事が進めら

れている。このように同じ敷地内でフェンス

が建築されているのに本工事においてはフ

ェンスが認められないなどということはあ

騒音解析上各種対策を講じる事で基準を

満足する結果ではありますが、ご意見の内容

を踏まえて敷地北側に防音壁の設置を検討

しております。防音壁設置にあたり太白区街

並み形成課と協議を行った結果、地区計画の

制限により原則設置不可との事でしたが、住

民意見を考慮し生垣の設置を条件にフェン

ス高さ1.8ｍまで認めていただいておりま

す。視認性を確保する関係上部分的な対応と

なりますが、出来る限り対応したいと考えて

おります。 

防音壁の高さは太白区との協議を踏まえ

てH=1.8mで検討しております。今回想定して

いる搬入車両の場合、前述の通り騒音解析上

基準をクリアしており、1.8mの防音壁でより

十分な防音効果があると考えております。敷

地西側の葬儀場につきましては、道路側にフ

ェンスを設置した訳ではなく建物の外壁で

ある旨を聞いております。 
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ってはならない。よって、荷物搬入箇所に面

する北側道路及び東側において防音フェン

スの設置を設置することを強く希望する。な

お説明時は1.5mの防音フェンスとあったが、

1.5mでは背の高いトラック搬入時の防音効

果が低いため、2.5m程度の防音フェンスの設

置を強く希望する。 

④ 南側主要道路からの右折侵入禁止およ

び、敷地内からの南側主要道路への右折禁止

（道路へのポストコーン設置）について 

南側の主要道路からの右折侵入が出来な

いようにポストコーンを設置するとのこと

だが、交通事故が起きるほどの交通量がある

わけではないため意味があるものではなく、

利用者が利用しづらくなるだけである。また

そのようにすることで北側出口の利用頻度

が上がり、住宅地前道路の自動車の交通量が

増えることで近隣住民は騒音問題で非常に

迷惑となる。また小さな子供も多いため、交

通事故の危険が増える。近隣のヨークタウン

でもポストコーンが設置されているが右折

侵入は出来るようになっており、何故ここだ

けが右折侵入禁止になるのかが理解が出来

ない。また南側主要道路への右折禁止につい

ても同様で、右折禁止にするほどの交通量で

はない。さらに②と関連し、仮に夜間に北口

出口を封鎖した場合、南側主要道路から右折

できないことで利用者が不便となる。よって

ポストコーンは設置しないこと及び右折禁

止としないことを強く希望する。 

ご意見の内容に対し、改めて交通部会にて

確認した結果、交通量調査より現況交通が多

いことを確認しており、また、ゼブラゾーン

の表示箇所を通行することとなり安全上の

観点から望ましくないこと等を理由にポス

トコーンの設置指導は変わらないとの回答

でした。そのため、仙台市及び宮城県警から

のご指導に基づき、当初の通り対応させてい

ただきます。 

⑤ エアコン室外機の設置場所および防音フ

ェンス設置について 

エアコン室外機の設置予定場所（屋上設

置）が北側住宅地に近く騒音になるため、で

きる限り住宅地から離れた南側に設置して

欲しい。またエアコン室外機を囲むように屋

上に防音フェンスを設置し、できる限り住宅

地への騒音対策に配慮して頂きたい。 

エアコンの室外機は、屋上設置により敷地

境界から十分減衰距離を確保しているため、

騒音解析上基準を満足する結果であります。

また、構造上建物自体に影響があり、防音フ

ェンスの設置や機器類の移動は難しいと考

えております。そのため、当初の通り対応さ

せていただきます。 

⑥ 再度の住民説明会について 

説明会は7/1 の一度きりで、その場で上が

った要望に対して再度の説明会は開催しな

いことに大きな不満を感じる。近隣住民が納

得し、合意形成が図れるまで計画改善と住民

説明をして欲しい。なお隣接する葬儀屋案件

は住民と合意が図れるまで計4 回の住民説明

会が開催されている。 

大規模小売店舗立地法に基づく住民説明

会は開催済であり、ご意見に対しては個別に

説明対応しております。また、敷地北側に住

まわれている方々を対象に住民説明会を開

催しており、仙台市との協議状況並びに意見

に対する対応について回答しております。 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該施設北側に居住していますが、近隣は

住宅地で小さな子供が多い地域です。また、

付近の交差点は信号が未整備で構造的に車

の動きも見え難いため、交通事故が多発して

います。現在の住所に居住してから約10カ月

ですが、施設北西側の交差点での交通事故を

既に4件ほど目撃しました（南側の市道・富

沢山田線からの距離が近いため、私自身も、

北側道路走行時に十分注意はしていても、富

沢山田線から曲がってくる車や右折車の陰

から直進してくる車などに余裕をもって気

－ 
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 付くことができず、ヒヤリとした経験が数回

あります）。このため、施設開業による北側

道路の大幅な交通量増加とそれに伴う交差

点での車両対車両の事故の増加、ならびに施

設北側出入口付近での車両対人（特に子供）

の事故の増加に対して強い懸念があります。

これらのことから、施設設置者ならびに仙台

市等におかれましては、以下の対応のご検討

をお願いしたいと考えます。 

（1）施設の利用者及び従業員の方々につい

て、南側道路（市道・富沢山田線）からの

出入りを原則とできるよう、必要な施策や

許認可をお願いしたいと考えます。 

南側出入口は、交通部会の事前協議によ

り、入口専用1箇所、出口専用1箇所と決まり、

道路区画線の状況及び現況交通量から右折

IN・OUTを認められておりません。また、出

入口を南側のみとした場合、北側及び西側方

面へ退店する車は南側出入口を右折IN・OUT

出来ない事から敷地北側道路へ迂回し退店

する事が想定されます。そのため、出入口を

南側のみとした場合、北側道路を通行する事

に変わりはなく、交通安全上複雑な動線を避

ける必要があるため、南側道路からの出入り

を原則とすることは難しいと考えておりま

す。 

ご意見の内容を踏まえて、テナント様従業

員に対し、南側出入口から退店し北側道路を

通らないよう周知徹底を図りたいと考えて

おります。 

（2）北側出入口を使用する場合には、特に

小さな子供が出歩く時間帯（冬季17時

頃、夏季18時頃まで）は交通整理のガー

ドマンを立てた上で使用し、安全にご配

慮頂きたいと思います。 

交通整理員を常時配置する事は現実的に

難しいですが、新規オープン時等の繁忙期に

おいては、交通整理員の配置を検討致します

とともに、オープン後においても状況を鑑み

ながら安全に配慮した対応を検討してまい

ります。 

（3）近隣住民としても施設開業後の交通量

の変化を予想するため、速やかな情報公

開をお願いしたいと思います。具体的に

は、①契約締結前であっても、入居を検

討されている企業の業種の情報を公開

して頂きたい（衣料品販売/食料品販売/

酒類販売/ファミリーレストラン/中華

料理店など）、②入居される企業がある

程度決まった段階で、速やかに追加の説

明会開催をお願いしたい、の2点です。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

①について 

物販店舗は食品スーパー及びペットショ

ップ、非物販店舗は飲食業２区画、サービス

業１区画の入居を想定しております。 

②について 

大規模小売店舗立地法に基づく住民説明

会は開催済であり、ご意見に対しては個別に

説明対応しております。また、敷地北側に住

まわれている方々を対象に住民説明会を開

催しており、仙台市との協議状況並びに意見

に対する対応について回答しております。 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）北側住宅地前道路の混雑・騒音及び子

供の事故軽減のため南側主要道路にお

ける店舗への右折入場を可としてもら

いたい。又、北側出入口の夜間使用禁止

をお願いしたい。 

●現在の計画では、市及び県警の指導により

南側道路にポストコーンを設置し、店舗への

右折入場を禁止するとの説明を受けている。

富沢駅方面からの多くの来店者は右折入場

できない南側道路ではなく、入場に制約のな

い北側道路を利用することが容易に推測さ

れる。 

●北側住宅地前道路が多くの来店者に利用

されることになれば、混雑・騒音及び小さな

【南側主要道路における店舗への右折入場

について】 

ご意見の内容に対し、改めて交通部会にて

確認した結果、交通量調査より現況交通が多

いことを確認しており、また、ゼブラゾーン

の表示箇所を通行することとなり安全上の

観点から望ましくないこと等を理由にポス

トコーンの設置指導は変わらないとの回答

でした。そのため、仙台市及び宮城県警から

のご指導に基づき、当初の通り対応させてい

ただきます。 

【北側出入口の夜間使用禁止について】 

南側出入口は、交通部会の事前協議によ

り、入口専用1箇所、出口専用1箇所と決まり、
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 子供の事故も懸念される。 

●南側道路であるが、富沢駅から当該店舗に

至るまで右折入場が禁止されている店舗は

一つもない。また店舗隣りのセレモニーホー

ルも北側住民の住環境に配慮して北側出入

口は特別な場合を除き使用しないこととし

ている。 

●南側道路からの店舗への右折入場を可と

していただき、店舗北側住宅地の住環境が著

しく悪化しないようご配慮いただきたい。又

北側出入口の夜間（20:00以降）の使用禁止

（閉鎖）もお願いしたい。 

道路区画線の状況及び現況交通量から右折

IN・OUTを認められておりません。北側出入

口を物理的に閉塞した場合、北側及び西側方

面へ退店する車は南側出入口を右折IN・OUT

出来ない事から敷地北側道路へ迂回し退店

する事が想定されます。そのため、北側出入

口を物理的に閉塞したとしても騒音抑制等

の効果は薄いと考えますので、北側出入口の

夜間封鎖は行いません。 

【各種対策について】 

ご意見の内容を踏まえて下記の通り検討

しており、北側にお住いの方々にご迷惑をか

けないよう配慮していきたいと考えており

ます。 

①敷地北側出入口に夜間騒音及び子供飛び

出しに対する注意喚起看板を設置します。 

②テナント様従業員に対し、南側出入口から

退店し北側道路を通らないよう促します。 

（2）荷さばきの早朝・夜間の作業は避けて

いただきたい。現在の計画によれば、北

側住宅地前道路利用による荷さばき時

間帯は6:00～22:00となっている。目の

前が住宅地であることから早朝・夜間の

荷さばきはできるだけ避けていただき

たい。又、騒音に十分にご配慮いただき

たい。 

搬入出の時間帯については、早朝及び夜間

の時間帯を出来る限り避けるよう既にテナ

ント様と協議しておりますが、配送ルートの

関係上致し方ない場合がございます。周辺の

住宅地にご迷惑をおかけしないようテナン

ト様に周知徹底をして十分配慮いたします。 

４ 私は当該商業施設建設予定地周辺に住む

住民です。本地域に商業施設が整備される

と、周辺地域が賑わい、買い物などがしやす

くなるため、当該施設建設は大変ありがたい

ことと考えております。一方、当該施設の北

隣及び東隣には、住宅及びマンションが既に

整備されていることから、周辺住民として生

活環境の維持を求めたいと考えており、特

に、店舗の運営にあたり騒音及び交通につい

て、以下のご配慮をお願いします。 

－ 

（1）「荷さばきの搬出入」及び「廃棄物等

収集作業」の時間帯について 

近隣には、私を含めて幼い子供を持つ家庭

が多いので、早朝及び夜間の荷さばき及び廃

棄物収集は行わないようにお願い致します。 

届出では、荷さばき及び廃棄物収集はいずれ

も「午前6時00分～午後10時00分」とされて

おりますが、一般的に常識の範囲内での時間

帯に設定を変更してください（例えば「午前

9時00分～午後8時00分」でご検討ください）。

子供であれば早ければ午後8時には寝ますの

で、そのあたりもご配慮ください。他の地域

の商業施設（管理番号：1536、（仮称）柳生

複合施設）では、近隣住民に配慮してか、午

前9時00分～午後9時00分のような時間設定

にされている施設もありました。 

 なお、過去に同設置者が届出した「（仮称）

Frespo富沢西」でも荷さばき時間が「午前6

時00分～午後10時00分」とされており、実際

に午前6時00分から荷さばきが開始されてお

りますが、近隣に住む方より、早朝からけた

搬入出の時間帯については、早朝及び夜間

の時間帯を出来る限り避けるよう既にテナ

ント様と協議しておりますが、配送ルートの

関係上致し方ない場合がございます。周辺の

住宅地にご迷惑をおかけしないようテナン

ト様に周知徹底をして十分配慮いたします。 

・廃棄物の収集時間帯についても早朝及び

夜間の時間帯を出来る限り避けるよう対応

いたします。 
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たましい騒音（エンジン音、トラック扉の開

け閉め音、台車移動音、建物扉の開け閉め音

など）が周辺に響き渡り、周辺住民がたたき

起こされ、大変迷惑していると聞いておりま

す。 

 

（2）「荷さばきの搬出入」及び「廃棄物等

収集作業」時の騒音対策について 
 届出には、「荷さばき作業車両のアイドリ

ングの禁止の徹底を図る」「作業人員の騒音

防止意識の徹底化を図る」と記載されており

ますので、是非とも徹底をお願い致します。

また、荷さばき作業だけでなく、廃棄物等収

集作業にも適用していただくようお願い致

します。 

 なお、上記（1）に記載しました「（仮称）

Frespo富沢西」でも、届出に同様の記載があ

るのではないかと推測されますが、「（仮称）

Frespo富沢西」ではアイドリング禁止の徹底

が図られておらず、エンジンを付けたまま作

業が行われているようです。近隣の方が作業

されている方にエンジンを切るようお願い

しても、「冷凍車のためエンジンが切れない」

と言われたとのことで、とても徹底が図られ

ている状況ではございません。また、午前6

時から、荷さばき作業待ちのため、複数台の

トラックが作業場横の道路でエンジンをか

けたまま順番待ちをしている状態で、エンジ

ン音が響き渡り、大変迷惑をしているようで

す。 

 既にこのような事態を引き起こしている

同設置者には、「荷さばき作業車両のアイド

リングの禁止の徹底を図る」「作業人員の騒

音防止意識の徹底化を図る」のような意識は

全く無いと思われます。 

騒音対策につきましては、届出書に記載の

通り、周辺の住宅地にご迷惑をおかけしない

ようテナント様に周知徹底をして十分配慮

いたします。また、周辺施設における実態（路

上待機車両及びアイドリング）につきまして

は、ご指摘の内容について状況確認を行い、

同様の事が起きぬよう注意喚起を行います。

ただし、冷凍食品の搬入出は食品の安全性を

確保するため、冷凍車のアイドリングにつき

ましてはご理解いただければと存じます。 

（3）「荷さばきの搬出入」及び「廃棄物等

収集作業」時の騒音発生が見込まれる位

置の遮音壁設置の検討依頼について 

遮音壁の設置が計画されているようです

が（建物図面がホームページに掲載されてい

なかったので、位置が不明ですが）、是非と

も荷さばき等が行われる、いわゆるバックヤ

ード部分に設置をお願い致します。バックヤ

ード部分がどこに設置されるか不明ですが、

マンション及び住宅が隣接する東側、北側で

あるならば、設置は必須と考えております。 

 設置者においては、アイドリング禁止や作

業人員の騒音防止意識を徹底するため、遮音

壁の設置は不要と考えるかもしれませんが、

事実として、既に「（仮称）Frespo富沢西」

では、それら騒音対応が徹底されておりませ

ん。また、上述した「冷凍車のためエンジン

が切れない」という作業者の説明も理解でき

る部分もあります（今年の夏のような真夏日

に冷凍機能をシャットダウンするのは食品

等を運搬する場合は難しいと思います）。よ

って、これら小手先だけの対応では騒音対策

は不十分であるため、遮音壁設置という抜本

的な対応をお願い致します。 

騒音解析上各種対策を講じる事で基準を

満足する結果ではありますが、ご意見の内容

を踏まえて敷地北側に防音壁の設置を検討

しております。防音壁設置にあたり太白区街

並み形成課と協議を行った結果、地区計画の

制限により原則設置不可との事でしたが、住

民意見を考慮し生垣の設置を条件にフェン

ス高さ1.8ｍまで認めていただいておりま

す。視認性を確保する関係上部分的な対応と

なりますが、出来る限り対応したいと考えて

おります。 

防音壁の高さは太白区との協議を踏まえ

てH=1.8mで検討しております。今回想定して

いる搬入車両の場合、前述の通り騒音解析上

基準をクリアしており、1.8mの防音壁でより

十分な防音効果があると考えております。敷

地西側の葬儀場につきましては、道路側にフ

ェンスを設置した訳ではなく建物の外壁で

ある旨を聞いております。 
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 また、遮音壁高さは1.5ｍということです

が、それではあまりに低すぎます。トラック

の荷台の開け閉めの音が漏れないよう、トラ

ック荷台と同程度の高さの遮音壁設置をお

願い致します。 

 なお、当該敷地西側隣接の葬儀屋では、北

側隣接の住宅に配慮してか、きちんと壁（3

ｍほど）が設置されておりますので、ご参考

にしてください。 

（4）当該敷地南東側交差点の信号設置につ

いて 

 当該施設の営業を開始後、自動車で来られ

る方も多いと思います。当該敷地南側道路の

西側から来る自動車は、道路を左折すれば敷

地内に入れるので問題ないのですが、当該敷

地南側道路の東側から来る自動車は、当該敷

地南東側交差点（ミニストップがある交差

点）を右折して、敷地北側より敷地内に入る

ようになるのではないかと推測しています

（「（仮称）Frespo富沢西」と同様の方式で

あると仮定）。 

 その場合、現時点では、当該敷地南東側交

差点（ミニストップがある交差点）は信号機

がないため、右折に際して大変な渋滞を引き

起こし、また、通学路でもあるため、子供た

ちが大変危険な状態となりうることが想定

されます。 

ついては、早急に（遅くとも店舗オープン

開始前まで）当該敷地南東側交差点（ミニス

トップがある交差点）への信号機設置をお願

い致します。 

※本件については、こちらで記載する事項で

はないかもしれませんが、然るべき部署等に

掛け合っていただけますようお願い致しま

す。 

ご意見の内容を踏まえて、仙台南警察署に

対して敷地南東側交差点の信号機設置に関

する要望書を提出する予定でございます。 
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添付図１ 
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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 （仮称）富沢西商業施設新築工事 

検討経過 

及び内容 

（住民等の意

見に関する検

討を含む。） 

1.検討経過 

  店舗計画の協議については、交通管理者（宮城県警察本部交通規制課）、交通政 

 策課も含め実施している。 

 

2.検討内容 

 ・交通量推計にあたっては、現況交通量調査を行うよう指導した。 

 ・店舗計画地南側からの出入りについては、出入口１を入口専用とし左折イン、 

  出入口２を出口専用として左折アウトを行うこととし、左折の誘導看板を出入 

  口に設置するよう指導した。また、都市計画道路富沢山田線への右折イン抑制 

  のため、ポストコーンを設置するよう指導した。 

 ・現況交通量推計により、店舗計画地南西の交差点の北側からの右折滞留長につ 

  いて設置可能な最大延長３０ｍに延長するよう指導した。なお、設置者の了解 

  が得られず、立地負荷増分は１．７ｍであるが車１台分の５ｍを延伸し、右折 

  滞留長を１５ｍに延長する。 

 ・新規開店時及び特に混雑が予想される日などについては、周辺交通に影響する 

  ことのないよう車輌等の出入り口に誘導員を配置し、適切な交通処理及び通行 

  の安全確保に努めるよう指導した。 

 ・住民等の意見については、設置者から要望者に対し交通部会の意見として説明 

  するよう指導した。 

 

3.留意すべき事項 

 なし 

 

＜参考図面等＞ 

 建物配置図 P25 添付資料番号④ 

 

部会の意見 

の有無 
有り・無し 

意見の内容 

 

 

･･･① 
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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 （仮称）富沢西商業施設新築工事 

検討経過 

及び内容 

（住民等の意

見に関する検

討を含む。） 

1.検討経過 

  駐車場について，「大規模小売店舗立地法」及び「駐車場法」等に基づき，協議

を行った。 

 

2.検討内容 

  （１）駐車場の構造等に係る指導事項 

    ①駐車場の届出台数が，大店立地法指針に基づく必要駐車台数を満足する

こと。 

    ②駐車場の届出台数のうち 1 台以上を身障者用駐車マスとして確保するこ

と。 

    ③駐車場の構造等について，駐車場法の基準を適用すること。 

 

  （２）安全対策に係る指導事項 

    ①駐車場内の安全確保のため，停止ラインを路面標示すること。 

    ②駐車場出入口の管理について，駐車場利用時間終了後に出入口を閉鎖す

ること。 

 

3.留意すべき事項 

  なし 

 

＜参考図面等＞ 

  P25 添付資料番号④ 建物配置図 

 

部会の意見 

の有無 
有り・無し 

意見の内容 

 

 

･･･① 



14 

 

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）富沢西商業施設新築工事 

検討 

経過 

及び 

内容 

（住民

等の 

意見に 

関する 

検討を 

含む。） 

1.検討経過 

  騒音及び照明について、騒音規制法、仙台市公害防止条例に基づき、協議を行った。 

 

2.検討内容 

 ①騒音について 

・等価騒音レベルの予測結果 

総合的な騒音として等価騒音レベルを確認した。いずれの予測地点、時間帯において

も環境基準内であり、周辺の居住環境への影響は小さいと推測される。 

表１ 等価騒音レベルの予測結果 

予測 

地点 
用途地域 

昼間 夜間 

等価騒音 

レベル(dB) 
環境基準

(dB) 

等価騒音 

レベル(dB) 
環境基準

(dB) 

A 
第一種住居地域 

48.8 

55 

25.2 

45 

B 48.7 29.3 

C 第二種中高層 

住居専用地域 

48.3 31.3 

D 47.0 26.4 

E 

第一種住居地域 

52.9 28.8 

F 52.1 24.9 

G 43.1 19.1 

(3) 第二種中高層 

住居専用地域 

54.1 36.5 

(4) 52.9 29.4 

(7) 第一種住居地域 49.5 22.7 

※A～G：保全対象側（うち A,B,E,F は敷地境界上でもある）、(3)(4)：敷地境界上 

 

・夜間に発生する騒音の最大値予測結果 

夜間は営業時間外であり、騒音源は駐車場の走行音（22 時半まで）、換気扇及び空調

屋外機の稼働となる。下記の騒音対策を行うことにより、保全対象側において夜間の

規制基準を下回った。 

表２ 夜間に発生する騒音の予測値（保全対象側） 

予測 

地点 
用途地域 

騒音 

レベル(dB) 

規制基準 

(dB) 
騒音源 

A 
第一種住居地域 

39.5 

45 

自動車走行音 

換気扇 

空調室外機 

B 39.5 

C 第二種中高層 

住居専用地域 

43.0 

D 36.6 

E 

第一種住居地域 

37.9 

F 40.8 

G 41.1 

【対策】 

・敷地西側境界に防音壁を設置 

  ・来客車両に対して、掲示等により場内は 10km/h 走行を促す 

  ・敷地東側の駐車区画の一部は、22 時以降進入禁止とする。（コーン等を設置） 

②照明について 

夜間照明については周辺環境に配慮された計画となっており、周辺の生活環境への影

響は少ないことを確認した。 
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3.留意すべき事項 

 住民意見の提出をふまえ、以下について、事業者に改めて指導した。 

・事業計画に対して住民からさまざまな懸念が表明されており、環境コミュニケーショ

ン※が不十分な状況である。住民に対する十分な説明や事前対策が肝要であることを認

識し、真摯に対応すること。 

・夜間に発生する騒音ごとの最大値については、場内における 10km/h 走行を条件として

対向地において基準が遵守されるという予測結果であることから、場内の速度制限を

徹底させること。 

・開業後に苦情が生じた際には、すみやかに適切な対策を講じること。 

 

※環境コミュニケーション： 

事業者が実施している環境保全対策などについて対話を通じて伝えることで、すべての

関係者が正確な情報を共有し、信頼関係の構築を図ることを目的とした取り組み。 

 

＜参考図面等＞ 

① 騒音について 

・予測地点              ：添付資料番号⑧ 

・等価騒音レベルの予測結果       ：騒音予測結果 P21（表 5-1） 

・夜間の騒音レベル最大値の予測結果 ：騒音予測結果 P22（表 5-2） 

 

② 照明について 

・照明コンター図 ：添付資料番号⑨ 

 

部会の 

意見の 

有無 

有り・無し 

意見の

内容 

 

 

･･･② 

･･･③ 

･･･④ 
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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：事業ごみ減量課 

店舗名 （仮称）富沢西商業施設新築工事 

検討経過 

及び内容 

（住民等の意

見に関する検

討を含む。） 

1.検討経過 

廃棄物等に関する処理計画について、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。 

 

2.検討内容 

（１）廃棄物等の排出量の予測 

 「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

棄物等の種類ごとに排出量を適正に予測し、保管施設を計画する上での必要保

管容量を適正に算出している。 

   ※小売店舗からの廃棄物等の必要保管容量  4.665 ㎥ 

    小売店舗以外の施設からの排出量          なし 

    合 計                 4.665 ㎥ 

（２）廃棄物等保管施設の計画 

  廃棄物等保管施設の設置については、排出予測量（必要保管容量）を保管で

きる計画となっている。計画保管容量を確保すること。確保できない場合はカ

ートやカーゴを設置する等の対策を講じること。 

  ※計画保管容量 5.975 ㎥ ＞ 必要保管容量 4.665 ㎥ 

（３）廃棄物等の運搬方法 

  廃棄物等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

ている。危険防止のため、ごみ収集車両は前向き進入、前向き退出を遵守する

こと。 

（４）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、積極的に取り組む計画となっている。 

 

3.留意すべき事項 

なし 

 

＜参考図面等＞ 

・廃棄物保管施設等位置図 

・廃棄物･リサイクル品保管施設平面図・立面図・断面図 

 

部会の意見 

の有無 
有り・無し 

意見の内容 

 

 

･･･⑤ 
･･･⑥ 
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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 （仮称）富沢西商業施設新築工事 

検討経過 

及び内容 

（住民等の意

見に関する検

討を含む。） 

1.検討経過 

計画地は、仙台市「杜の都」景観計画における市街地景観のゾーンのうち郊外住

宅地ゾーンに位置しており、当該計画に定める基準について協議を行いました。 

なお、計画建物は、景観計画区域に係る行為の届出が不要な規模となりますが、

景観計画の基準に適合した計画であると判断します。 

 

2.検討内容 

建築計画は、平屋建てとし高さを抑えることで景観の保全に配慮し、また、外壁

色を低彩度の暖色系の色彩とすることで、周辺との調和を図る計画としております。 

屋外広告物については、屋外広告物条例の基準を満足するとともに、テナントが

デザインを検討している段階のため詳細は未定ですが、壁面への設置位置を限定し、

建物との一体化を図る計画となっております。 

 

3.留意すべき事項 

 なし 

 

＜参考図面等＞ 

・街並み協議資料（1） ～景観計画資料～ 

 P5    立面図 

 P6    全体立面図 

 P15,16  パース 

P17～19 サイン計画図 

 

部会の意見 

の有無 
有り・無し 

意見の内容 

 

 

･･･⑦ 

･･･⑧ 
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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：百年の杜推進課 

店舗名 （仮称）富沢西商業施設新築工事 

検討経過 

及び内容 

（住民等の意

見に関する検

討を含む。） 

1.検討経過 

 敷地内の緑化について杜の都の環境をつくる条例に基づき協議を行った。なお、

同条例に基づく緑化計画について、令和 2 年 6 月 30 日付けで認定済みである。 

 

2.検討内容 

（１）緑化計画面積、緑化率 

 敷地面積 必要な緑化率 緑化基準面積 緑化計画面積（緑化率） 

 6,707.77 ㎡ 14.00％ 939.08 ㎡ 951.79 ㎡（14.18%） 

 

（２）緑化内容 

 空地の大部分が駐車場であるため、屋根やフェンス部分の緑化面積が多いが、視

認性の高い施設入り口の地表面部分を多層緑化によりボリュームを持たせている

他、植栽の種類を豊富にすることで彩りのある緑化としている。 

 搬入車両の出入口となる敷地北側では、接道部分を生垣とすることで、周辺環境

への緩衝及び景観配慮を図っている。 

 

3.留意すべき事項 

 屋根緑化及びフェンス緑化の維持管理に留意すること。 

 

＜参考図面等＞ 

緑化計画資料 01～04 

 

部会の意見 

の有無 
有り・無し 

意見の内容 

 

 

･･･⑨ 
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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：総括部会 課 名：地域産業支援課 

店舗名 （仮称）富沢西商業施設新築工事 

検討経過 

及び内容 

（住民等の意

見に関する検

討を含む。） 

1.検討経過 

店舗計画全体について、「大規模小売店舗立地法」の趣旨に基づき、令和 2年 

1月 30日に出店計画書の提出を受け、計画の準備段階より協議を行った。 

7月 1日の住民説明会開催時や同法第 8条第 2項に基づき計 4件提出された「意見

書」において、主に住宅地への騒音対策等の配慮について意見が述べられたことを踏

まえ、10月 7日に任意で近隣住民に対する説明会を設けている。 

 

2.検討内容 

届出内容について、周辺環境に対して大きな影響が及ばないよう、関係部局と協議

し、配慮するよう求めた。また、住民説明会や「意見書」に付帯するやり取りを踏ま

え、地域住民とも適切な協議・調整をするよう求めた。 

 

3.留意すべき事項 

開店後においても周辺状況等の動向を注視し、地域住民等に対し適切かつ迅速な対

応を行うよう努めること。 

 

＜参考図面等＞ 

 なし 

 

部会の意見 

の有無 
有り・無し 

意見の内容 

 

 


