資料１
大規模小売店舗立地法に基づく新設届
「
（仮称）カワチ薬品あすと長町店」概要
1

大規模小売店舗の名称、所在地

（仮称）カワチ薬品あす
と長町店

仙台市太白区あすと長町
三丁目 49 街区
代表取締役 河内 伸二

大規模小売店舗を設置する者の氏
株式会社カワチ薬品
名、住所

2

おやまし

そ しま

栃木県小山市大字卒島
1293 番地

3

大規模小売店舗において小売業を行
株式会社カワチ薬品
う者の氏名（名称）
、代表者、住所

4

大規模小売店舗の新設をする日

5

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

6

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

平成２４年１月７日

１，５１９㎡

① 駐車場の収容台数

５３台

② 駐輪場の収容台数

９７台

③ 荷さばき施設の面積

７２㎡

④ 廃棄物保管施設の容量

１０㎥

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
株式会社カワチ薬品
時刻

②

来客が駐車場を利用することができ
る時間帯

④

９：００～２１:４５

８：３０～２２：００

③ 駐車場の自動車の出入口の数

8

代表取締役 河内 伸二
栃木県小山市大字卒島
1293 番地

２箇所

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

届出年月日

平成２３年５月６日

1

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）カワチ薬品あすと長町店

説明会の日時・出席人数

1 回目

平成 23 年 6 月 21 日（火）15:00～

2 回目
説明会の会場

〃

18:00～

八本松市民センター
（仙台市太白区八本松二丁目 4 版 20 号）

質疑等
なし

2

6名
1名

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
店舗名

課

名：道路管理課

（仮称）カワチ薬品あすと長町店
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。

検討経過
及び内容
（住民等の意
見に関する検
討を含む。）

意見の有無

無し

意見の内容

3

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
店舗名

検討経過
及び内容
（住民等の意
見に関する検
討を含む。）

意見の有無

課

名：交通政策課

（仮称）カワチ薬品あすと長町店

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
指導を行い，以下について確認した。
・設置駐車台数について，仙台市運用基準からの算出により必要駐車台数
を満足しており，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。
・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
が図示されたこと。
・歩行者の安全確保のため，路面表示による歩行者通路が設置されること。
・駐車場出入口の管理について，閉店後は施錠されること。

有り

意見の内容

4

無し

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
店舗名

課

名：環境対策課

(仮称)カワチ薬品あすと長町店
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・夜間）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
予測地点
A (1階)
A (2階)
B (1階)
B (2階)
C (1階)
C (2階)
D (1階)
D (2階)
E (1階)
E (2階)

等価騒音レベル（ｄB）
昼間
夜間
44
23
44
23
39
20
39
20
46
25
46
25
59
38
57
37
48
33
48
33

地域類型

環境基準（ｄB）
昼間
夜間

Ｃ類型
近隣商業地域

Ｃ類型
商業地域

60

50

すべての予測地点において，昼夜とも環境基準を下回る予測であった。
検討経過
及び内容
（住民等の
意見に関す
る検討を含
む。）

また，敷地境界上の各予測地点における，夜間に発生する騒音レベルの最大値予
測結果は，表２のとおりであった。

表２ 夜間に発生する騒音毎の最大値予測結果
予測地点
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P5
P5

(1階)
(2階)
(1階)
(2階)
(1階)
(2階)
(1階)
(2階)
(1階)
(2階)

最大騒音レベル（ｄB） 規制基準（夜間）
20
20
20
20
46
43
48
45
41
38

50dB以下
第３種区域
商業地域

発生源
冷凍室外機
〃
冷凍室外機
〃
冷凍室外機
〃
冷凍室外機
〃
キュービクル
〃

すべての予測地点において，夜間の規制基準を下回る予測であった。
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。

5

意見の有無

有り

意見の内容

6

無し

7

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
店舗名

課

名：廃棄物管理課

（仮称）カワチ薬品あすと長町店
廃棄物等に関する処理計画の審査について
１

２

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。
※ 廃棄物等の必要保管容量 7.05 ㎥

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。

３

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 10.0 ㎥
＞ 必要容量 7.05 ㎥
※指示事項
・太白環境事業所とごみ集積施設の事前協議を行うこと。

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

8

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
店舗名

検討経過
及び内容
（住民等の意
見に関する検
討を含む。）

意見の有無

課

名：都市景観課

（仮称）カワチ薬品あすと長町店
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。
計画店舗は、白を基調とした外壁とし、アクセントとなる色についても１０％以
内であることを確認したことで、基準を満たしているという確認をしております。
設置する広告物については、独立広告物 1 基と壁面広告物 1 箇所とし問題はなく、
協議時には建物と併せて外観の検討をしていただいております。
なお店舗の床面積が３０００㎡を超えないため、景観計画の届出は不要の規模と
ですが、景観計画に概ね適合していると判断します。

有り

意見の内容

9

無し

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
店舗名

課

名：百年の杜推進課

（仮称）カワチ薬品あすと長町店

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
（㎡）
検討経過
及び内容
（住民等の意
見に関する検
討を含む。）

敷地面積

緑化基
緑化計
緑化率
準面積
画面積
384.95
569.68
5,499.31
10.35%
※
（7.0%）
※緑化計画面積については，平成 23 年 6 月 21 日付けで認定したもので
接道部緑化加算を含む。

2.緑化内容
沿道部に植栽を計画し，接道部緑化に努めた内容となっている。また，
隣地境界に生け垣を計画し，隣地に対し配慮している。

意見の有無

無し

意見の内容

10

資料１

大規模小売店舗立地法に基づく新設届
「
（仮称）あすと長町 1 街区商業施設」概要
1

大規模小売店舗の名称、所在地

（仮称）あすと長町 1 街
区商業施設

仙台市あすと長町土地区
画整理事業地内 1街区9
画地
りゅういち

大規模小売店舗を設置する者の氏
三菱 UFJ リース株式会社
名、住所

代表取締役 村田 隆 一

3

大規模小売店舗において小売業を行
ゼビオ株式会社
う者の氏名（名称）
、代表者、住所

代表取締役 諸橋 友良

4

大規模小売店舗の新設をする日

5

大規模小売店舗内の店舗面積の合計

6

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

2

東京都千代田区丸の内一
丁目 5 番 1 号
もろはし ともよし

平成２４年１月２６日

５，５１１㎡

① 駐車場の収容台数

３７５台

② 駐輪場の収容台数

２５０台

③ 荷さばき施設の面積

１５６㎡

④ 廃棄物保管施設の容量
7

４１㎥

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 ゼビオ株式会社
時刻
未定５

②

来客が駐車場を利用することができ
る時間帯

④

９：００～２２:００

８：３０～２３：３０

③ 駐車場の自動車の出入口の数

8

福島県郡山市朝日三丁目
7 番 35 号

２箇所

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

届出年月日

平成２３年５月２５日
11

大規模小売店舗立地法に基づく仙台商工会議所の意見
１．大規模小売店舗の名称及び所在地
① 名 称
（仮称）あすと長町 1 街区商業施設
② 所在地
仙台市あすと長町土地区画整理事業地内 1 街区 9 画地
２．意見項目
（１）大型店の社会的責任等地域密着、地域連携に関する意見項目
①

「あすと長町 1 街区商業施設」の大店立地法にもとづく届出において、
メインテナント「ゼビオ株式会社」を除く５テナント（テナントＡ，Ｂ，
Ｃ，Ｄ，Ｅ）の小売業者及び業種等が未定で、かつメインテナントを含む
すべてのテナントの区画及び店舗面積等が特定されていないことから、計
画内容を把握する上での情報に不備がある。そのことによりテナントの業
種及び店舗面積等によっては、周辺地域の生活環境や街づくりへの影響が
左右されるので、建物設置者の地域社会に対する責務として届出時に明記
すべきであったが、未定の届出になっているので確定し次第速やかに明ら
かにすべきである。

② 当該商業施設の撤退や大幅変更は、周辺地域の生活環境やまちづくりに
影響を与えるので，建物設置者の社会的責任において、事前に地元住民や
関係機関と連絡･協議すべきであり、とくに店舗閉鎖においては、店舗の原
状回復を図るべきである。
③ 当該商業施設は、地域が担っている交通整理，消防、防犯等について、
社会的責任において役割を分担すると共に、商工団体や町内会等に加入し、
街づくりや地域イベントに参加･協力し、また周辺の生活環境を保持するた
め、開店後、地元住民や関係機関と定期的に協議する機会を設けるべきで
ある。
④

藩政時代から続く仙台の伝統行事であり仙台の商業文化でもある「仙台
初売り」は、消費者の支持のもとに正月２日から市内一斉に実施されてお
り、当該商業施設においても、その趣旨を理解し正月２日から実施するこ
とを希望する。

（２）大規模小売店舗立地法第 4 条に係る指針による意見項目
１）駐車需要の充足等交通について
① 「あすと長町 1 街区商業施設」の来店車両の「入口」および「出口」は
「あすと長町大通り線」の歩道を横断しており、来店車両の店頭敷地内の
誘導通路はクランク状で、また身障者用駐車場等へ誘導通路が湾曲に計画
されているなどのため、敷地内の誘導通路だけでなく、歩道の入口付近に
おいても渋滞や混乱の発生が懸念されるので、敷地内に十分な待機スペー
スを確保するとともに、誘導員を配置すべきである。
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②

当該商業施設の荷捌き施設への搬入車両の経路が、来店車両の経路と同
一であり、店頭敷地内の誘導通路だけでなく、歩道入口付近での混乱が予
想されるので、店舗の営業時間を避けて搬入するように心掛けるとともに、
敷地内とくに荷捌き場にアクセスする空間において、搬入車両のための待
機スペースの確保と誘導員の配置等を行うべきである。

③

当該商業施設の敷地に隣接する道路「あすと長町大通り線」及び「あす
と長町環状線」の交通量は増加しており、今後も増加することが予想され
るので、当該商業施設の来店・退店車両の経路計画においては、現在、西
隣り敷地に建設中である「アリーナ・ドーム」等の交通計画と一体に考え
るべきであり、特に駐車場の位置及び規模、経路等、また「アリーナ・ド
ーム」に於けるイベント時の交通対策などを考慮すべきである。

④

当該商業施設の敷地東側に接する「あすと長町大通り線」には中央分離
帯が設けられ、当該商業施設の来店車両の「入口」及び「出口」はいずれ
も左折のみであるので、来店経路等の表示看板を広範囲に設置するととも
に、必ず誘導員を「入口」と「出口」に配置し、来店・退店車両を適切に
誘導すべきである。

⑤

当該商業施設の駐車場は、敷地内の平面駐車場と２階の一部、３階フロ
アに計画されているので、駐車場内の車両の誘導、とくに階上駐車場への
スロープ昇り口での渋滞を回避するため常時誘導員を配置し、適切に誘導
すべきである。

２）歩行者の通行の利便の確保について
① 「あすと長町 1 街区商業施設」の南外壁と「あすと長町環状線」の歩道
の間の細長く狭い敷地に駐輪場が計画されているが、歩行者と自転車の接
触等の事故防止と自転車の歩道へのはみ出しによる歩行妨害などを防止す
るため、必ず整理員を常駐させるべきである。
②

当該商業施設敷地の東側に接する「あすと長町大通り線」の歩道は、幅
員１２メートルの公園として整備された歩道で,子供連れの家族の散策など
が予想されるが、当該商業施設の「入口」と「出口」は公園化された歩道
を横断しており、通行客の歩行の安全を確保するため、「入口」と「出口」
に常時誘導員の配置が必要である。
当該商業施設は JR 長町駅に近く、また近隣には屋内スポーツ関連施設等
が立地しており、夜間の買物客、スポーツ施設利用者、その他の通行客が
今後増加することが予想されるので、夜間の歩行者の往来の安全確保、ま
た犯罪等を防止するため、当該商業施設の南側、
「あすと長町環状線」の歩
道に街灯を設置すべきである。

③

３）騒音･防犯対策について
① 「あすと長町 1 街区商業施設」の荷さばき時間帯は「6:00～22:00」であ
るが、当該商業施設の周辺地域の早朝の車輌通行および車輌のアイドリン
グ等による騒音の影響を回避するために「7:00～22:00」とすべきである。
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② 当該商業施設は幹線道路「あすと長町大通り線」に接しており、当該商
業施設の敷地内の駐車場等に容易に進入出来るので、駐車場利用時間帯以
降に青少年や暴走族等が駐車場に進入し騒音の発生源になり、また青少年
犯罪を惹起することが予想されるので、利用時間帯以降は駐車場出入口に
施錠し、また警備員が深夜･早朝時に巡回すべきである。
③ 当該商業施設の場合、メインテナントがスポーツ用品店「ゼビオ」で業
種・業態等からも、未成年の青少年の来店も予想されるので、トイレや休
憩施設等の配置においては死角にならないように配慮し、また警備員の常
時巡回を徹底し、青少年の喫煙等の非行や万引き等の犯罪防止に努めるべ
きである。
４）廃棄物・調理臭（悪臭）等について
① 「あすと長町 1 街区商業施設」の 1 階の客用トイレの前の通路を隔てて、
「喫煙室」と「授乳室」が計画されているが、「喫煙室」の場合、扉が開閉
される度毎に、煙草の煙や臭いが室外に漏れ出し、客用トイレとりわけ授
乳室の利用客の多くが嫌悪感を抱くので、「喫煙室」を他の場所に移動すべ
きである。また、「授乳室」は男子トイレの向かいに位置しているが、授乳
室を利用する客の殆どが女性であることから、男子トイレの向かいに位置
しないように配慮すべきである。
５）街並みづくりについて
① 「あすと長町 1 街区商業施設」は、新幹線および JR 東北線に近接してお
り、車窓から当該商業施設、とくに施設の西裏側が見えるので、施設の外
観とくに裏側への配慮、看板等の形態･デザイン･色彩等においては、都市
イメージや街並み景観等に十分配慮すべきである。
② 当該商業施設が計画される地域は、土地区画整理事業で整備された地区
で、計画地区および周辺地域は自然環境とくに緑に乏しいので、仙台市の
条例で定める緑化基準を上回る緑化を敷地内で行うべきである。

氏名又は名称
住所又は所在地

仙台商工会議所
仙台市青葉区本町二丁目１６－１２
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住民等意見の内容とその対応状況について
(1) 大型店の社会的責任等地域密着、地域連携に関する意見項目

①

②

③

④

要望等の内容
「あすと長町１街区商業施設」の大
店立地法にもとづく届出において，メ
インテナント「ゼビオ株式会社」を除
く５テナント（テナントＡ，Ｂ，Ｃ，
Ｄ，Ｅ）の小売業者及び業種等が未定
で，かつメインテナントを含む全ての
テナントの区画及び店舗面積等が特定
されていないことから，計画内容を把
握する上での情報不備がある。そのこ
とによりテナントの業種及び面積等に
よっては，周辺地域の生活環境や街づ
くりへの影響が左右されるので，建物
設置者の地域社会に対する責務として
届出時に明記すべきであったが，未定
の届出になっているので確定し次第速
やかに明らかにすべきである。
当該商業 施 設の撤退 や 大幅変更 は ，
周辺地域の 生活環境や まちづくり に影
響を与える ので，建物 設置者の社 会的
責任におい て，事前に 地元住民や 関係
機関と連絡･協議すべきであり，とくに
店舗閉鎖に おいては， 店舗の原状 回復
を図るべきである。

回 答
未定として届出しました５テナントにつ
いては，決定後すみやかに小売業者変更の
届出を行うようにいたします。予定する小
売業者はメインテナントとなるゼビオスポ
ーツと関連した業種を想定しております。
なお，各テナントの区画面積については，
届出資料の図面（求積図及び求積表）に示
してあります。

藩政時代から続く仙台の伝統行事で
あり仙台の商業文化でもある「仙台初
売り」は，消費者の支持のもとに正月
２日から市内一斉に実施されており，
当該商業施設においても，その趣旨を
理解し正月２日から実施することを希
望する。

初売りに関しましては，正月２日からの
市内一斉の実施に賛同する予定です。また，
元日に営業する場合には，通常営業といた
します。

店舗施設の変更については，大規模小売
店舗立地法及びその他関連法令に従い，事
前に内容等の説明を行うなどの方法により
地元住民への周知を図ります。
店舗の撤退については，予測できる状況
にありませんが，周囲への影響を最小限と
するよう配慮いたします。
当該商業施設は，地域が担っている
地域の街づくりや清掃等のイベントに対
交通整理，消防，防犯等について，社 しては，住民の一員として参加するように
会的責任において役割を分担すると共 心がけます。地元住民との対話に関しても
に，商工団体や町内会等に加入し，街 意見を聞く場を設けるなどの対応を検討い
づくりや地域イベントに参加･協力し， たします。
また周辺の生活環境を保持するため，
開店後，地元住民や関係機関と定期的
に協議する機会を設けるべきである。

(2) 大規模小売店舗立地法第４条に係る指針による意見項目
１）駐車需要の充足等交通について

①

②

③

④

⑤

要望等の内容
「あすと長町１街区商業施設」の来店車両
の「入口」及び「出口」は「あすと長町大通
り線」の歩道を横断しており，来店車両の店
頭敷地内の誘導路はクランク状で，また身障
者用駐車場等へ誘導通路が湾曲に計画され
ているなどのため，敷地内の誘導通路だけで
なく，歩道の入口付近においても渋滞や混乱
の発生が懸念されるので，敷地内に十分な待
機スペースを確保するとともに，誘導員を配
置すべきである。
当該商業施設の荷捌き施設への搬入車両
の経路が，来店車両の経路と同一であり，店
頭敷地内の誘導通路だけでなく，歩道入口付
近での混乱が予想されるので，店舗の営業時
間を避けて搬入するように心掛けるととも
に，敷地内とくに荷捌き場にアクセスする空
間において，搬入車両のための待機スペース
の確保と誘導員の配置を行うべきである。

回 答
計画の敷地内誘導路は，出入口前面
の「あすと長町大通り線」に影響がで
ないように最大の距離が取れるよう
な配置としました。この結果，入庫処
理能力と敷地内滞留スペースを比較
して十分な滞留が確保できると判断
しております。
なお，予想以上の混雑がある場合に
は交通整理員を配置するなどの対応
を行います。

荷さばき車輌や廃棄物収集車輌の
来場時間帯については，店舗の営業時
間中を避けるなどの配慮を行い，来客
車輌との錯綜を防ぐようにいたしま
す。業務車輌は複数台が作業する計画
はありませんので，待機スペースを確
保しない計画としております。
また，やむを得ず営業時間内の搬入
となる場合には，誘導員を配置するな
どの対応を行います。
当該商業施設の敷地に隣接する道路「あす
当該届出の交通計画の資料では，一
と長町大通り線」及び「あすと長町環状線」 般交通を現況交通量でなく，あすと長
の交通量は増加しており，今後も増加するこ 町 の 将 来 交 通 量 を 基 準 に 検 討 を 行 い
とが予想されるので，当該商業施設の来店・ ました。また，来客自動車については，
退店の経路計画においては，現在，西隣り敷 「あすと長町１街区商業施設」と「ア
地に建設中である「アリーナ・ドーム」等の リーナ・ドーム」施設の両方を考慮し
交通計画と一体に考えるべきであり，特に駐 たものとしております。
車場の位置及び規模，経路等，また「アリー
なお，「アリーナ・ドーム」におけ
ナ・ドーム」に於けるイベント時の交通対策 るイベント時の対応については，興行
などを考慮すべきである。
者の責務において事前対応されるも
のと考えます。
当該商業施設の敷地東側に接する「あすと
当該施設の入口及び出口には表示
長町大通り線」には中央分離帯が設けられ， 看板を設置するとともに，駐車場の満
当該商業施設の来店車両の「入口」及び「出 車表示等も設置する予定です。また，
口」はいずれも左折のみであるので，来店経 来店経路の誘導看板については，周辺
路等の表示看板を広範囲に設置するととも 道路に錯綜車輌が発生しないように
に，必ず誘導員を「入口」と「出口」に配置 適宜設置するようにいたします。
し，来店・退店車両を適切に誘導すべきであ
一方，誘導員の配置については，来
る。
客の混雑状況に応じて配置するよう
にいたします。
当該商業施設の駐車場は，敷地内の平面駐
敷地内の平面駐車場と２階，３階及
車場と２階の一部，３階フロアに計画されて び屋上駐車場については，誘導表示や
いるので，駐車場の車両の誘導，特に屋上駐 満車表示灯などを計画しております。
車場へのスロープ昇り口での渋滞を回避す また，スロープ昇り口付近において
るため常時誘導員を配置し，適切に誘導すべ は，車輌接近表示灯を計画し，車輌の
きである。
動きが確認しやすいようにいたしま
す。一方，誘導員の配置については，
混雑状況に応じて適切に配置いたし
ます。

(2) 大規模小売店舗立地法第４条に係る指針による意見項目
２）歩行者の通行の利便の確保について

①

②

③

要望等の内容
「あすと長町１街区商業施設」の南
外壁と「あすと長町環状線」の歩道の
間の細長く狭い敷地に駐輪場が計画さ
れているが，歩行者と自転車の接触等
の事故防止と自転車の歩道へのはみ出
しによる歩行妨害などを防止するた
め，必ず誘導員を常駐させるべきであ
る。
当該商業施設敷地の東側に接する
「あすと長町大通り線」の歩道は，幅
員１２メートルの公園として整備され
た歩道で，子供連れの家族の散策など
が予想されるが，当該商業施設の「入
口」と「出口」は公園化された歩道を
横断しており，通行客の歩行の安全を
確保するため，
「入口」と「出口」に常
時誘導員の配置が必要である。
当該商業施設はＪＲ長町駅に近く，
また近隣には屋内スポーツ関連施設等
が立地しており，夜間の買物客，スポ
ーツ施設利用者，その他の通行客が今
後増加することが予想されるので，夜
間の歩行者の往来の安全確保，また犯
罪等を防止するため，当該商業施設の
南側，
「あすと長町環状線」の歩道に街
灯を設置すべきである。

回 答
「あすと長町１街区商業施設」の南外壁
と「あすと長町環状線」の歩道の間の細長
い駐輪場については，歩行者と自転車の接
触やはみ出し駐輪に対する対応のため，注
意喚起の看板等を設置するようにいたしま
す。また，混雑状況に応じて誘導員を配置
するように計画いたします。
当該商業施設の「入口」と「出口」部分
には出入口の注意看板を設置し，出口には
一時停止表示を計画し，歩行者の往来に注
意を促すようにいたします。また，混雑状
況により，
「入口」と「出口」それぞれに誘
導員を配置する計画といたします。

「あすと長町環状線」の歩道上には既に
街路灯が設置されております。
なお，
「あすと長町大通り線」側の歩道に
も街路灯が設置されております。

３）騒音・防犯対策について

①

②

要望等の内容
「あすと長町１街区商業施設」の荷
さ ば き 時 間 帯 は 「 6:00～ 22:00」 で あ
るが，当該商業施設の周辺地域の早朝
の車輌通行及び車輌アイドリング等
による騒音の影響を回避するために
「7:00～22:00」とすべきである。
当該商業施設は幹線道路「あすと長
町大通り線」に接しており，当該商業
施設の敷地内の駐車場等に容易に侵
入できるので，駐車場利用時間帯以降
に青少年や暴走族等が駐車場に侵入
し騒音の発生源になり，また，青少年
犯罪を惹起することが予想されるの
で，利用時間帯以降は駐車場出入口に
施錠し，また警備員が深夜・早朝時に
巡回すべきである。

回 答
「あすと長町１街区商業施設」の荷さば
き時間帯は「6:00～22:00」としておりま
す。この時間帯は交通事情の変化等を考慮
して広めの時間帯としております。なお，
実運用に対しては，できるだけ午前７時以
降から開店前の時間帯に荷さばきを行う
ようにいたします。
当該施設の駐車場は，ゲート式の有料
駐車場となります。従いまして敷地内を
徘徊する自動車は来場しないものと考え
ます。
なお，駐車場の深夜・早朝警備につい
ては，必要に応じて実施するようにいた
します。

３）騒音・防犯対策について

③

要望等の内容
当該商業施設の場合，メインテナン
トがスポーツ用品店「ゼビオ」で業
種・業態等からも，未成年の青少年の
来店も予想されるので，トイレや休憩
施設等の配置においては死角になら
ないように配慮し，また警備員の常時
巡回を徹底し，青少年の喫煙等の非行
や万引き等の犯罪防止に努めるべき
である。

回 答
施設の死角については，青少年の喫煙
等の非行や万引き等の犯罪防止の点より
各所に防犯カメラを設置するようにいた
します。また，定期的に従業員が巡回す
るなどの対応を行います。

４）廃棄物・調理臭（悪臭）等について

①

要望等の内容
「あすと長町１街区商業施設」の１
階の客用トイレの前の通路を隔てて，
「喫煙室」と「授乳室」が計画されて
いるが，
「喫煙室」の場合，扉が開閉さ
れる度毎に，煙草の煙や臭いが室外に
漏れ出し，客用トイレとりわけ授乳室
の利用客の多くが嫌悪感を抱くので，
「喫煙室」を他の場所に移動すべきで
ある。また，
「授乳室」は男子トイレの
向かいに位置しているが，授乳室を利
用する客の殆どが女性であることか
ら，男子トイレの向かいに位置しない
ように配慮すべきである。

回 答
建物施設の「喫煙室」と「授乳室」或い
は「授乳室」と男子トイレの位置関係につ
いては各区画から内部が見えにくくなるよ
うな配慮を行います。また，喫煙室につい
ては，十分な換気を行い，建物内部へ煙等
が漏れ出さないようにいたします。
なお，喫煙室の運用に対しては状況を見
て修正等を行うようにいたします。

５）街並みづくりについて

①

②

要望等の内容
「あすと長町１街区商業施設」は，
新幹線およびＪＲ東北線近接してお
り，車窓から当該商業施設，特に施設
の西裏側が見えるので，施設の外観と
くに裏側への配慮，看板等の形態・デ
ザイン・色彩等においては，都市イメ
ージや街並み景観等に十分配慮すべき
である。
当該商業施設が計画される地域は、
土地区画整理事業で整備された地区
で、計画地域および周辺地域は自然環
境とくに緑に乏しいので、仙台市の条
例で定める緑化基準を上回る緑化を敷
地内で行うべきである。

回 答
「あすと長町１街区商業施設」は，区画
整理事業地内であり，地区計画も策定され
ている場所です。建物に対しては，地区計
画に準拠するとともに，施設の外観や看板
等のデザイン・色彩について，関係部局と
事前協議を行い，届出に添付の「大規模建
築物等のチェックリスト」に示す内容とす
るよう景観に対する配慮を行っておりま
す。
敷地に対しては，
「緑化計画の手引き」を
参考にして計画しております。また，当該
地点は地区計画上の緑化も定められており
ます。
実際の緑化面積は地区計画に従ったもの
としており，この面積は仙台市の基準を上
回る面積となっております。また，敷地内
は緑に富んだ施設としてシンボルツリーや
壁面緑化も行う計画です。植栽に関しては，
その維持管理に努めます。

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）あすと長町 1 街区商業施設

説明会の日時・出席人数

1 回目
2 回目

説明会の会場

平成 23 年 7 月 22 日（金）15:00～
〃

18:00～

11 名
1名

太白区中央市民センター
（仙台市太白区長町 5 丁目 3 番 2 号）

質疑等
質問事項

回答内容

テナントには具体的にどのよう

スポーツ関連の店舗を計画しておりますが、現在の

な店舗がはいるのか。

ところ未定です。

スポーツクラブの面積は。

約 2,500 ㎡です。

スポーツクラブの面積を勘案し

スポーツクラブへの来客を考慮した駐車場収容台

た駐車場の収容台数を確保して

数となっております。

いるのか。
長町にある既存店舗はどのよう

品揃えを変えて２店舗体制での営業を予定してお

になるのか。

ります。
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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
店舗名

課

名：道路管理課

（仮称）あすと長町 1 街区商業施設
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。

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。
・ 車両の入口と出口の分離を指導した。（国道４号既存１箇所，新設１箇所）

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
店舗名

課

名：交通政策課

（仮称）あすと長町 1 街区商業施設

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
指導を行い，以下について確認した。
・設置駐車台数について，仙台市運用基準からの算出により必要駐車台数
を満足しており，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。
・駐車施設内通路の一方通行部分に関して，案内誘導表示として，路面表
示されること。
・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
が図示されたこと。
・歩行者の安全確保のため，路面表示による歩行者通路が設置されること。
・出口付近に警報装置が設置されること。
検討経過
及び内容
（住民等の意
見に関する検
討を含む。）

なお，住民等から出されている意見書うち，当課に関係する事項は以下のとお
りである。
（１）大規模小売店舗立地法第 4 条に係る指針による意見項目
１）駐車需要の充足等交通について
・車両の待機スペース確保
・出入口，屋上駐車場上り口への誘導員配置
・駐車場の位置及び規模
２）歩行者の通行の利便の確保について
・出入口への誘導員配置
３）騒音・防犯対策について
・利用時間以降の駐車場出入口施錠
これらの意見に関して，
敷地内に駐車待ちスペースも確保されていること，また，繁忙時など必要に
応じて出入口や場内に誘導員を配置すること，誘導表示や満車表示灯，屋上駐
車場への上り口には警告灯を設置すること，周辺施設への将来交通量を加味し
た交通計画をしていること，ゲート式の有料駐車場であることから，概ね配慮
されているものと判断する。

意見の有無

有り

意見の内容
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無し

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
店舗名

課

名：環境対策課

(仮称)あすと長町１街区商業施設
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・夜間）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
予測地点
A (1階)
A (3階)
B (1階)
B (3階)
C (1階)
C (3階)
D (1階)
D (3階)

等価騒音レベル（ｄB）
昼間
夜間
52
40
52
40
54
42
54
42
53
42
53
43
49
37
49
37

地域類型

Ｃ類型
商業地域

環境基準（ｄB）
昼間
夜間

60

50

Ｃ類型
近隣商業地域

すべての予測地点において，昼夜とも環境基準を下回る予測であった。

検討経過
及び内容
（住民等の
意見に関す
る検討を含
む。）

また，敷地境界上の各予測地点における，夜間に発生する騒音レベルの最大値予
測結果は，表２のとおりであった。
すべての予測地点において，夜間の規制基準を上回る予測であり，原因について
精査したところ，発生源が自動車及び二輪車走行音であったため，駐車場に対して
以下の騒音対策を施すこととした。
① 立体駐車場内は 10km/h 規制とする
② 屋上駐車スペースを 22:00～8:30 は閉鎖する
その結果，騒音対策後の夜間に発生する騒音レベルの最大値予測結果は，表２の
とおりとなった。

表２ 夜間に発生する騒音毎の最大値予測結果（騒音対策前後）
予測地点
1 (1階)
1 (R階)
2 (1階)
2 (3階)
3 (1階)
3 (R階)
4 (1階)
4 (2階)

最大騒音レベル（ｄB）
規制基準（夜間）
対策前
対策後
52
43
56
44
51
42
50dB以下
53
43
第３種区域
55
46
商業地域
61
45
54
45
53
44

発生源
自動車走行
〃
自動車走行
〃
自動二輪走行
自動車→自動二輪走行
自動二輪走行
〃

すべての予測地点において，夜間の規制基準を下回る予測であった。
また，定常音源のうち，敷地境界に近い位置に設置する機器についての夜間に発
生する騒音レベルの最大値予測結果は，表３のとおりであった。
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表３ 夜間に発生する騒音毎の最大値予測結果（境界に近い定常音源）
予測地点
PA2-2
PA2-3
PA2-4
PA3-3
PA3-4
PA3-5
PA3-6
EF1-13
EF1-14
EF1-15
EF2-3
CU

最大騒音レベル（ｄB） 規制基準（夜間）
49
47
44
46
40
40
40
42
42
38
46
42

50dB以下
第３種区域
商業地域

発生源
空調室外機
〃
〃
〃
〃
〃
〃
換気扇
〃
〃
〃
キュービクル

すべての予測地点において，夜間の規制基準を下回る予測であった。
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。
なお，「住民等の意見書への設置者の対応」に対する検討内容については，以下
のとおりである。
３）騒音・防犯対策について（騒音・照明に係るもの）
① すべての予測地点における昼間の等価騒音レベルの予測結果からは，店舗か
ら発生する騒音による周辺生活環境への影響は少ないものと考える。
加えて，騒音低減対策として，荷さばき作業について要望に沿った運用方法
が提案されており，設置者の対応で周辺生活環境への必要な配慮がなされるも
のと考える。
② 暴走族等による騒音は予測の対象外であるが，設置者の対応で十分と考える。
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

意見の内容
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無し
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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
店舗名

課

名：廃棄物管理課

（仮称）あすと長町１街区商業施設
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

２

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。
※ 廃棄物等の必要保管容量 30.76 ㎥
小売店舗以外の施設からの排出量等の予測
スポーツクラブからの廃棄物は、小売店舗の廃棄物保管施設を供用する。

３

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。

４

廃棄物保管施設の計画
廃棄物等保管施設は、建物内に 2 施設設置する計画であり、排出予測量を十分
保管できる。
※ 計画保管施設容量 41.06 ㎥
＞ 排出予測量 30.76 ㎥
※ 指示事項 太白環境事業所とごみ集積施設の事前協議を行うこと。

５

廃棄物の運搬・処理方法等
廃棄物の運搬・処理等については、許可業者に収集運搬を委託し、適正に処理
を行う計画である。

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
店舗名

検討経過
及び内容
（住民等の意
見に関する検
討を含む。）

意見の有無

課

名：都市景観課

（仮称）あすと長町１街区商業施設
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。
店舗の外壁は濃いグレー系の色彩とし基準をみたし、景観計画の届出書はすでに
提出されています。また周辺の商業施設とは、外壁の基調色をグレー系で統一して
いると報告を受けています。外壁の一部は壁面緑化をおこなっており、広告物につ
いては違和感のないスケール及びデザインとし問題はありません。協議の際は、緑
化・屋外広告物と建物の外観と併せて検討を行いました。
景観計画に定めた基準に適合した計画であり、住民等の意見についても概ね配慮
されていると判断します。

有り

意見の内容
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無し

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
店舗名

課

名：百年の杜推進課

（仮称）あすと長町１街区商業施設

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
検討経過
及び内容
（住民等の意
見に関する検
討を含む。）

（㎡）
敷地面積
緑化基準面積
緑化計画面積
緑化率
※
9932.17
695.25（7.0%）
1,417.10
14.26%
※緑化計画面積については，平成 23 年 6 月 20 日付けで認定したもので，
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。

意見の有無

無し

意見の内容
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