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大規模小売店舗立地法に基づく新設届

「（仮称）ヨークタウン愛子」概要

1 大規模小売店舗の名称、所在地
（仮称）ヨークタウン愛

子

仙台市青葉区上愛子字新

宮前8-1外

2
大規模小売店舗を設置する者の氏

名、住所
株式会社ヨークベニマル

代表取締役 大髙
おおたか

善
ぜん

興
こう

福島県郡山市朝日二丁目

18番2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

株式会社ヨークベニマル

未定３

代表取締役 大髙 善興

福島県郡山市朝日二丁目

18番2号

4 大規模小売店舗の新設をする日 平成２４年２月２８日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 ４，３９０㎡

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 ３１１台

② 駐輪場の収容台数 １３９台

③ 荷さばき施設の面積 １８２㎡

④ 廃棄物保管施設の容量 ２２．２㎥

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

株式会社ヨークベニマル

未定３
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
８：３０～２２：００

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２３年６月２７日

資料１
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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）ヨークタウン愛子

② 所在地 仙台市青葉区上愛子字新宮前 8－1外

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 「ヨークタウン愛子」は、ヨークベニマル棟とテナント棟に 2 棟で構成

されており、店舗面積はヨークベニマル棟が 1,990 ㎡、テナント棟が 2,400

㎡であるが、大規模小売店舗立地法にもとづく届出において、ヨークベニ

マル棟の店舗面積を上回る店舗面積のテナント棟のテナント３店舗の業種

は記載されているが、小売業者が未定である。当該商業集積の出店周辺地

域の生活環境への影響等を判断するとき、小売業者の決定時に業種の変更

も予想され、テナント棟の店舗面積からも、小売業者と業種、店舗面積等

によっては、生活環境や街づくりへの影響が大きいので、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 当該商業施設のヨークベニマル棟は、業態がスーパーマーケットと推察

され,スーパーマーケットの場合、来店客が午後の時間帯に集中し、客層も

中高年の女性が多い特性にあることから、地震等の災害時における避難場

所の確保と商業施設内に避難場所への誘導経路等の表示が必要で、これら

のことは建物設置者や小売業者の責務である。

③ 当該商業施設における大幅な変更や撤退は、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。

④ 当該商業施設は、地域が担っている交通整理，消防、防犯等の役割を分

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･協力することが社会的責務であり、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。

⑤ 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。
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（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 「ヨークタウン愛子」の「出入口№１」は、「県道秋保温泉愛子線（県道

134 号線）」に計画され、来店及び退店車両のいずれも左折であり、「県道秋

保温泉愛子線」には中央分離帯が設置されているので、愛子駅方面からの

来店車両を適切に誘導する看板等を広範囲に設置すべきであり、また退店

車両の経路表示を敷地に設置し、来・退店車両の混乱を回避すべきである。

② 当該商業施設の「出入口№2」は、現在拡幅工事が行われている「市道新

宮前線（市道青葉 526 号）」に計画され、来店、退店車両いずれも左折、右

折が可能であり、また車道の幅員が約 6ｍ（両側 2ｍ歩道）と狭いことから

も、「出入口」付近で渋滞と混乱が発生するので、来店車両を誘導する看板

を広範囲に設置するとともに、退店車両を誘導する表示を適切に行うこと、

さらに「出入口」に常時誘導員を配置すべきである。

③ 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、駐車場内通路を経由して店舗西側裏の荷捌き場に至るので、駐車場

内通路の渋滞や混乱が予想されるため、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、搬入車両のための誘導員の配置等を行うべきで

ある。

④ 当該商業施設の来店および退店車両の経路計画においては、当該商業施

設の南側に近隣する「愛子バイパス（国道 48 号線）」が通勤客等で朝夕の

交通量が多く、また仙台市天文台や秋保温泉への観光客等が愛子バイパス

の「愛子交差点」を左折するので、交差点周辺の交通混雑や渋滞が発生し

ているため、新たな商業施設の計画で、さらに交差点に負荷を与え、混雑

や渋滞を加速させないような経路を検討するとともに、計画的に案内表示

の看板を設置すべきである。

⑤ 当該商業施設の「出入口№１」の約 15ｍ南側に愛子バイパスの側道の出

入口が位置しており、当該商業施設の西に近接する「仙台市愛子小学校」

の登下校時においては学童の通行が多く、また生活道路であるので地域住

民の徒歩や自転車、バイク等の往来が見られるので、当該商業施設の出入

口付近の渋滞により、側道の出入りの妨げにならないように、また通行者

の安全を確保するため、交通整理員を常時配置・巡回すべきである。

２）歩行者の通行の利便の確保について

① 「ヨークタウン愛子」の敷地西隣りに「仙台市愛子小学校」が立地し、

当該商業施設に隣接する「道路県道秋保温泉愛子線」「市道新宮前線」「愛

子バイパス」、そして「バイパス側道」の何れも「通学路」になっており、

とくに小学校の下校時間帯には、学童数の多いマンモス校であるため、多

くの学童が集団で下校するので、当該商業施設の「出入口№１」及び、「愛

子交差点」の歩道橋昇り口、「バイパス側道」の出入口、「愛子北交差点」

には、必ず交通誘導員を配置すべきである。

② 当該商業施設の「出入口№2」は、来店、退店車両の何れも左折、右折が

可能であり、「市道新宮前線」は拡幅されても幅員が車道約 6ｍ、歩道約 2
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ｍと狭隘で、深刻な交通渋滞と混雑が予想され、一方、道路は小学校の通

学路であるとともに、当該商業施設の北側に展開する住宅街の生活道路で

あるので、通行者の往来の安全のため、常時交通誘導員を「出入口」に配

置するとともに、小学生の下校時には複数の交通誘導員を配置すべきであ

る。

③ 当該商業施設の東に接する「道路県道秋保温泉愛子線」の歩道に市バス

等のバス停が設置されており、バスの乗降客の往来の安全を確保するため、

「出入口№1」には常時交通誘導員を配置し、バス停周辺まで巡回するなど

安全確保に配慮すべきである。

④ 当該商業施設の駐車場内の歩行者の往来の安全を確保するため、歩行者

専用通路を設け、歩行者を優先する駐車場環境を整備するとともに、誘導

員による適切な車両の誘導を行うべきである。

３）騒音･防犯対策について

① 「ヨークタウン愛子」の荷捌き時間帯が「6 時～21 時」であるが、当該

商業施設の周辺地域とくに北側に形成される住宅街区の早朝の車両通行お

よび車両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。但し、小学校の登校時間帯を避けるとともに、学

童の通行量の少ないルートの設定が求められる。

② 当該商業施設の荷捌き施設が、ヨークベニマル棟およびテナント棟とも

に西側に計画され、隣接して「仙台市愛子小学校」が立地しているので、

小学校への騒音等の影響を回避するため、敷地境界に遮音壁を設置すべき

であり、遮音壁の材質および色彩等は、小学校からの美観を重視して決定

すべきである。

③ 当該商業施設の南側に近接する「愛子バイパス側道」は地域の生活道路

で、夜間の住民等の往来が予想されるので、通行者の歩行の安全と、犯罪

を防止するため、防犯灯を建物設置者の責任で設置すべきである。

④ 当該商業施設の西隣りに「仙台市愛子小学校」が立地し、北側には居住

街区が形成されており、当該商業施設に青少年、とくに小学生等の来店が

予想されるので、施設の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、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。

⑤ 当該商業施設は国道「愛子バイパス」及び県道「秋保温泉愛子線」に近

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。
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４）街並みづくり等について

① 「ヨークタウン愛子」の北側には、市道「新宮前線」を挟んで、集合住

宅や戸建て住宅等の住宅街区が形成されているので、当該商業施設の駐車

場の夜間の照明の光や明るさが、地域住民の安眠の妨げにならないように、

照明の向きと明るさに配慮すべきである。

② 当該商業施設は、西側に隣接して「仙台市愛子小学校」、市道を隔てて北

側に住宅街区が形成されているので、とくに当該商業施設の西側および北

側壁面の材質および色彩等を重視し、街並み景観に十分配慮すべきである。

③ 当該商業施設の南に近接する国道「愛子バイパス」は、「作並温泉」や「秋

保温泉」等にアクセスする道路であるため、県外車両とくに観光目的の車

両が往来する道路であるので、商業施設の外観及びファサード、看板等の

形態･デザイン･色彩等においては、仙台市の「杜の都の風土を育む景観条

例」に従うとともに、仙台の都市イメージや街並み景観等に十分配慮すべ

きである。

④ 当該商業施設の立地する地域は、農地等を整地･造成した地域で比較的樹

木が少なく、自然環境に乏しいので、仙台市の「杜の都の環境をつくる条

例」の緑化基準（敷地面積の 7％以上）を上回る植栽等の緑化に努めるべき

である。

氏名又は名称 仙台商工会議所

住所又は所在地 仙台市青葉区本町二丁目１６－１２
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大規模小売店舗立地法に基づくみやぎ仙台商工会の意見

１．大規模小売店舗の名称及び所在地

① 名 称 （仮称）ヨークタウン愛子

② 所在地 仙台市青葉区上愛子字新宮前 8－1外

２．意見項目

[１] 大規模小売店舗の社会的責任等について

① 「ヨークタウン愛子」は、ヨークベニマル棟とテナント棟の 2 棟で構

成されているが、大規模小売店舗立地法にもとづく届出において、テナン

ト棟のテナント３店舗の業種は記載されているが、小売業者が未定であり、

小売業者の決定時に業種の変更も予想され、またテナント棟がヨークベニ

マル棟の店舗面積を上回ることから、小売業者と業種、店舗面積等によっ

ては、生活環境や街づくりへの影響が大きいので、建物設置者の社会的責

任において、届出時に小売業者を明記すべきであったが、未定の届出にな

っているので速やかに確定し明らかにすべきである。

② 当該商業施設の撤退や大幅な変更は、周辺地域の生活環境、とくに消

費者の買物の利便性や周辺の街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 当該商業施設及び施設内の事業者は、地域と密着・連携を図るため、

地域唯一の経済総合団体である「みやぎ仙台商工会」と地元商店会組織に

加入し、街づくりや地域イベントに参加・協力すべきであり、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 条指針に基づく意見

（１）駐車需要の充足等交通について

① 「ヨークタウン愛子」の「出入口№１」は、「県道秋保温泉愛子線」に

計画され、来店及び退店車輌のいずれも左折であり、当該道路には中央分

離帯が設置されているので、愛子駅方面からの来店車両を適切に誘導する

看板を設置すべきであり、また退店車輌の経路表示を敷地内に設置し、来・

退店車輌の混乱を避けるべきである。

② 当該商業施設の「出入口№2」は、現在拡幅工事が行われている「市道

新宮前線」に計画され、来店、退店車輌いずれも左折、右折が可能であり、

また車道の幅員が約 6ｍと狭いことからも、「出入口」付近で渋滞と混乱が

予想されるので、来店車輌を誘導する看板を設置するとともに、退店車輌

を誘導する表示を適切に行うこと、さらに「出入口」には常時誘導員を配

置すべきである。
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③ 当該商業施設の南側に近隣する「愛子バイパス」は、通勤客等で朝夕

の交通量が多く、また仙台市天文台や秋保温泉への通過車輌等がバイパス

の「愛子交差点」を左折するので、交差点周辺の交通混雑や渋滞が発生し

ている現状であり、当該商業施設の開設で、交差点に更に負荷を与え、混

雑や渋滞を加速させないような来店・退店経路を検討するとともに、要所

に案内看板を設置すべきである。

④ 当該商業施設の「出入口№１」の南側に愛子バイパスの側道の出入口

が位置しているが、当該商業施設の西側に接する「仙台市愛子小学校」の

登下校時においては学童の通行が多く、また生活道路であるため地域住民

の徒歩や自転車、バイク等の往来が見られるので、当該商業施設の出入口

付近の渋滞によって、側道の出入りの妨げにならないように、また通行者

の安全を確保するため、交通整理員を常時配置すべきである。

⑤ 当該商業施設の荷捌き施設への搬入経路が、来店車輌の経路と同じで、

駐車場内の通路を経て店舗西側裏の荷捌き場に至るので、駐車場内通路の

渋滞や混乱が予想されるため、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、搬入時には誘導員を配置すべきである。

（２）歩行者の通行の利便の確保について

① 「ヨークタウン愛子」の敷地西隣りに「仙台市愛子小学校」が立地し、

当該商業施設に隣接する「道路県道秋保温泉愛子線」「市道新宮前線」「愛

子バイパス」、そして「バイパス側道」の何れも「通学路」になっており、

とくに当小学校は生徒数の多いマンモス校であるため、多くの生徒が集団

で下校するので、当該商業施設の「出入口№１」及び、「愛子交差点」の歩

道橋昇り口、「バイパス側道」の出入口、「愛子北交差点」には、必ず交通

誘導員を配置すべきである。

② 当該商業施設の「出入口№2」は、来店、退店車輌の何れも左折、右折

が可能であるが、「市道新宮前線」は拡幅されても車道の幅員が約 6ｍと狭

く、深刻な交通渋滞と混雑が予想され、一方、道路は小学校の通学路であ

るとともに、北側住宅街の生活道路であるので、通行者の往来の安全のた

め、常時交通誘導員を「出入口」に配置すること、また小学生の下校時に

は複数の交通誘導員を配置すべきである。

③ 当該商業施設の東に接する「道路県道秋保温泉愛子線」の歩道に市バ

ス等のバス停が設置されており、バスの乗降客の往来の安全を確保するた

め、「出入口№1」には常時交通誘導員を配置し、バス停周辺まで巡回する

など安全確保に配慮すべきである。

（３）騒音･防犯対策について

① 「ヨークタウン愛子」の荷捌き時間帯が「6 時～21 時」であるが、当

該商業施設の周辺地域とくに北側に形成される住宅街区の早朝の車輌通行

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 時～21

時」とすべきである。また、搬入車輌は小学校の登校時間帯を避けるとと

もに、学童の通行量の少ないルートの設定が求められる。

② 当該商業施設の荷捌き施設が、ヨークベニマル棟およびテナント棟と
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もに西側に配置され、隣接して「仙台市愛子小学校」が立地しているので、

小学校への騒音等の影響を回避するため、敷地境界に遮音壁を設置すべき

であり、遮音壁の材質および色彩等は、小学校からの美観を重視して決定

すべきである。

③ 当該商業施設の西隣りに「仙台市愛子小学校」が立地し、北側には居

住街区が形成されており、当該商業施設に未成年の青少年、とくに小学生

等の来店が予想されるので、施設の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、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 当該商業施設は国道「愛子バイパス」及び県道「秋保温泉愛子線」に

近接しており、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。

（４）街並みづくり等について

① 「ヨークタウン愛子」の北側には、集合住宅や戸建て住宅等の住宅街

区が形成されているので、当該商業施設の駐車場の夜間の照明の光や明る

さが、地域住民の安眠の妨げにならないように、照明の向きと明るさに配

慮すべきである。

② 当該商業施設は、西側に隣接して「仙台市愛子小学校」、市道を隔てて

北側に住宅街区が形成されているので、当該商業施設の西側および北側壁

面の材質および色彩等を重視し、街並み景観に十分配慮すべきである。

③ 当該商業施設の南に近接する国道「愛子バイパス」は、「作並温泉」や

「秋保温泉」等にアクセスする道路であるため、観光客等の車輌が往来す

るので、商業施設の外観及びファサード、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。

④ 当該商業施設の立地する地域は、農地等を整地･造成した地域で比較的

樹木が少なく、自然環境に乏しいので、仙台市の条例で定める緑化基準を

上回る緑化を行うとともに、植栽の維持管理を徹底すべきである。

平成２３年１１月１１日

氏名又は名称 みやぎ仙台商工会

会 長 佐 藤 浩

住所又は所在地 仙台市泉区野村字太斉山４－６
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１ 意見に対する回答（広瀬地区連合町内会及び愛子地区連合町内会）

意見 回答

1

店舗敷地内を流れる「かっぱだ川」が敷地内にお

いて 90 度に曲折する箇所が 3 箇所あり、水流を妨げ

る原因となっている。一時間あたり 40mm を超える大

雨の際には、過去にもあったように、氾濫する可能

性があり事業者において整備を早急に行うこと。

敷地内の水路については、従前の側溝か

ら流量の大きいものへと敷設替え整備を

します。開発手続きで仙台市の関係部署と

の協議において、降雨量の基準等から計算

された施設となっています。

2

出入口 No.1 及び 2から退店した大半の車両は、県

道132号線と市道青葉5261号の交差点を利用せざる

を得なくなっており、店舗へ入る車両と退店する車

両により大渋滞を引き起こすことは現時点でも予測

でき、店舗側による交通誘導員の適正配置及び信号

機のコントロールを関係機関と十分に行うこと。

交通量調査結果をもとに、店舗開店後に

なるべく交差点負荷が掛からない経路で

来・退店ルートを計画しています。

オープン時や繁忙時期など混雑が予想さ

れる場合は、交通誘導員を配置します。

オープン後は状況を見ながら、適宜配置を

検討します。

信号機のコントロールについては、開店

後の状況により必要に応じ自治会と協力

の元、警察や関係機関との協議を進めなが

ら、適切な対応策を検討していきたいと考

えています。

3

店舗の西側に愛子小学校及び愛子児童館が隣接し

ており、店舗から発生する騒音、悪臭に対する措置

を十分に講じること。

店舗から発生する騒音については、仙台

市の関係部署と届出前に協議を行い、騒音

に関する各種基準を下回るような計画と

なっていますが、店舗開店後の状況によ

り、必要に応じ、対応策を検討したいと思

います。悪臭に対する措置も同様に、配慮

するよう努めます。

4

愛子小学校児童の通学路と店舗への出入口が重な

っており、交通誘導員を配置するなどし、児童の通

学時の安全に対して十分な対策を事業者において講

じること。

また、愛子小学校前バス停の児童の利用もあるた

め、児童のバス利用の際の安全確保に対して十分な

対策を講じること。

児童の登校時間においては、荷物の搬入

を避けるスケジュール調整を行い、下校時

間においては、来客者に注意喚起を促す案

内に努め、状況を見ながら交通誘導員の配

置を検討します。

また、児童のバス利用に関しても、来客

者に十分配慮するよう呼び掛ける案内を

行い、注意喚起に努めます。
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意見 回答

5

荷さばきを行うことができる時間帯は早期６時か

らとなっており、納品車両の騒音対策及び児童の通

学時間帯とも重なるため、交通誘導員の配置など児

童の安全対策を事業者において十分行うこと。

搬入車両は、登校時間帯を避けるスケジ

ュール調整を行い、出入口 No.1 からのみ

出入りし、児童との接触は避けるようにし

ます。開店後の状況に応じ、必要であれば

交通誘導員の配置を適宜検討します。

また、納品車両による騒音は、上記対応

により、朝の回数が減ることや、荷捌き施

設の位置が、近隣住宅からは建物の裏側に

位置すること等により、納品車両による騒

音の影響は少ないと考えています。

6

閉店後の駐車場に、暴走族対策、青少年の健全育

成のために車両や侵入者が入れないように施錠を行

うか監視巡回の人員を配置すること。

閉店後の駐車場はチェーン等で閉鎖・施

錠します。

また、状況により、深夜から早朝等の夜間

は警備会社による不定期での巡回を行う

ことも検討します。

7

以上の意見に対して、どのような具体的対策を事

業者が講ずるのか、再度近隣住民説明会を開催し、

近隣住民に説明させること。

７月に開催した地元説明会においても、

同様の意見や要望があり、本回答と同様の

説明をしている為開催は致しません。

今後店舗が開店した後において、必要に

応じ、近隣住民の方と意見交換の場を設

け、問題に対する具体的対策を検討する機

会を設けていきたいと思います。
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2 意見に対する回答（みやぎ仙台商工会、仙台商工会議所）

[1]大規模小売店舗の社会的責任等について

意見 回答

1

「ヨークタウン愛子」は、ヨークベニマル棟

とテナント棟の２棟で構成されているが、大規

模小売店舗法にもとづく届出において、テナン

ト棟のテナント３店舗の業種は記載されている

が、小売業者が未定であり、小売業者の決定時

に業種の変更も予想され、またテナント棟がヨ

ークベニマル棟の店舗面積を上回ることから、

小売業者と業種、店舗面積等によっては、生活

環境や街づくりへの影響が大きいので、建物設

置者の社会的責任において、届出時に小売業者

を明記すべきであったが、未定の届出となって

いるので、速やかに確定し明らかにすべきであ

る。

テナント棟については、調整中であり確

定次第、仙台市へ 6 条 1 項の届出をしたい

と考えています。

2

当該商業施設のヨークベニマル棟は、業態が

スーパーマーケットと推察され、スーパーマー

ケットの場合、来店客が午後の時間帯に集中し、

客層も中高年の女性が多い特性にあることか

ら、地震等の災害時における避難場所の確保と

商業施設内に避難場所への誘導経路等の表示が

必要で、これらのことは建物設置者や小売業者

の責務である。

地震等の災害時における避難場所や、来

店客の誘導について事前の検討を行い、防

災計画を作成し、従業員への周知徹底を行

います。今回の東日本大震災でもこれらの

ことが生かされており、今店舗においても

対応していくよう努めます。

3

当該商業施設における大幅な変更や撤退は、

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、店舗の現状

回復を図るべきである。

将来、当該商業施設において大幅な変更

や撤退が行われ、関係機関との事前協議や

届出などの必要がある場合は、関係機関と

協議を行い、地元住民への周知を行いま

す。

また、原状回復も可能な限り、対応する

よう努めます。

4

当該商業施設及び施設内の事業者は、地域が

担う交通整理、消防、防犯等の役割を分担する

とともに密着・連携を図るため、地域唯一の経

済総合団体である「みやぎ仙台商工会」と地元

商店会組織に加入し、街づくりや地域イベント

に参加・協力すべきであり、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。

商工団体や商店会組織への加入を検討

致します。

また、店舗開店後は状況に応じ、地元住

民や関係機関と協議する機会を設けるよ

う努めます。
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5

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。

仙台市内にある既存の商業施設同様に、

当該商業施設も、初売りは正月 2日からと

し、「仙台初売り」と合わせた対応としま

す。

[2]大規模小売店舗立地法第 4 条指針に基づく意見

（１）駐車需要の充足等交通について

意見 回答

6

「ヨークタウン愛子」の「出入口№１」は、「県

道秋保温泉愛子線」に計画され、来店及び退店

車輌のいずれも左折であり、当該道路には中央

分離帯が設置されているので、愛子駅方面から

の来店車両を適切に誘導する看板を設置すべき

であり、また、退店車輌の経路表示を敷地内に

設置し、来・退店車輌の混乱を避けるべきであ

る。

敷地外の誘導看板については、方面別に

適宜検討し、設置用地や建物を確保しなが

ら設置するよう努めます。

また、退店方面が判るような案内看板を

敷地内に設置し、来・退店車輌の混乱を防

ぐよう努めます。

7

当該商業施設の「出入口№２」は、現在拡幅

工事が行われている「市道新宮前線（市道青葉

526 号）」に計画され、来店、退店車両のいずれ

も、左折、右折が可能であり、また車道の幅員

が約 6ｍと狭いことからも、「出入口」付近で渋

滞と混乱が予想されるので、来店車両を誘導す

る看板を広範囲に設置するとともに、退店車両

を誘導する表示を適切に行うこと、さらに「出

入口」に常時誘導員を配置すべきである。

敷地外の誘導看板については、方面別に

適宜検討し、設置用地や建物を確保しなが

ら設置するよう努めます。

また、退店方面が判るような案内看板を

敷地内に設置し、来・退店車輌の混乱を防

ぐよう努めます。

また、混雑が予想されるオープン時や繁

忙時期は「出入口」に誘導員を配置します。

オープン後は状況に応じ、適宜配置を検討

します。

8

当該商業施設の南側に近隣する「愛子バイパ

ス」は、通勤客等で朝夕の交通量が多く、また

仙台市天文台や秋保温泉への通過車輌等がバイ

パスの「愛子交差点」を左折するので、交差点

周辺の交通混雑や渋滞が発生している現状であ

り、当該商業施設の開設で交差点に更に負荷を

与え、混雑や渋滞を加速させないような来店・

退店経路を検討するとともに、要所に案内看板

を設置すべきである。

交通量調査を実施し、現状の交通量と交

差点の混雑を把握したうえで店舗開店後

に混雑や渋滞を加速させない来店・退店経

路で計画しています。

敷地外の誘導看板については、方面別に

適宜検討し、設置用地や建物を確保しなが

ら設置するよう努めます。

9

当該商業施設の「出入口№１」の南側に愛子

バイパスの側道の出入口が位置しているが、当

該商業施設の西側に接する「仙台市愛子小学校」

の登下校時においては学童の通行が多く、また

混雑が予想されるオープン時や繁忙時

期は交通整理員を配置することを検討し

ます。

オープン後は状況に応じ、適宜配置を検討
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生活道路であるため地域住民の徒歩や自転車、

バイク等の往来が見られるので、当該商業施設

の出入口付近の渋滞によって、側道の出入口の

妨げにならないように、また通行者の安全を確

保するため、交通整理員を常時配置すべきであ

る。

します。

10

当該商業施設の荷捌き施設への搬入経路が、

来店車両の経路と同じで、駐車場内の通路を経

て店舗西側裏の荷捌き場に至るので、駐車場内

通路の渋滞や混乱が予想されるため、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、搬入時には誘導員を配置すべきである。

搬入時間については、店舗の来店ピーク

である夕刻を避けて搬入するよう計画し

ており、出来る限り渋滞や混乱を避けるよ

う努めます。

（２）歩行者の通行の利便の確保について

意見 回答

11

「ヨークタウン愛子」の敷地西隣りに「仙台

市愛子小学校」が立地し、当該商業施設に隣接

する「県道秋保温泉愛子線」「市道新宮前線」「愛

子バイパス」、そして「バイパス側道」の何れも

「通学路」となっており、特に当小学校は生徒

数の多いマンモス校であるため、多くの生徒が

集団で下校するので、当該商業施設の「出入口

№１」及び「愛子交差点」の歩道橋昇り口、「バ

イパス側道」の出入口、「愛子交差点」には、必

ず交通整理員を配置すべきである。

12

当該商業施設の「出入口№２」は、来店、退

店車両の何れも左折、右折が可能であるが、「市

道新宮前線」は拡幅されても車道の幅員が約６

ｍと狭く、深刻な交通渋滞と混雑が予測され、

一方、道路は小学校の通学路であるとともに、

北側住宅街の生活道路であるので、通行者の往

来の安全のため、常時交通誘導員を「出入口」

に配置すること、また小学校の下校時には複数

の交通誘導員を配置すべきである。

13

当該商業施設の東に接する「道路県道秋保温

泉愛子線」の歩道に市バス等のバス停が設置さ

れており、バスの乗降客の往来の安全を確保す

るため、「出入口№1」には常時交通誘導員を配

置し、バス停周辺まで巡回するなど安全確保に

配慮すべきである。

混雑が予想されるオープン時や繁忙時

期は「出入口」に交通誘導員を配置します。

オープン後は状況に応じ、適宜配置を検討

します。

児童の登校時間においては、荷物の搬入を

避けるスケジュール調整を行い、下校時間

においては、児童の往来について来客者に

十分配慮するよう呼び掛ける案内に努め、

オープン後は状況を見ながら交通誘導員

の配置を検討します。

また、バスの乗降客の往来について来客

者に十分配慮するよう呼び掛ける案内に

努め、オープン後は状況を見ながら交通誘

導員の配置を検討します。



16

14

当該商業施設の駐車場内の歩行者の往来の安

全を確保するため、歩行者専用通路を設け、歩

行者を優先する駐車場環境を整備するととも

に、誘導員による適切な車輌の誘導を行うべき

である。

歩行者専用通路を設け、歩行者の安全を

確保する計画です。

混雑が予想されるオープン時や繁忙時期

は敷地内に交通誘導員を配置し、適切な車

輌の誘導を行うよう努めます。

（３）騒音・防犯対策について

意見 回答

15

「ヨークタウン愛子」の荷捌き時間帯が「6

時～21 時」であるが、当該商業施設の周辺地域

とくに北側に形成される住宅街区の早朝の車輌

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「7 時～21 時」とすべきで

ある。また、搬入車輌は小学校の登校時間帯を

避けるとともに、学童の通行量の少ないルート

の設定が求められる。

搬入計画については、深夜帯（22 時～6

時）を避けて設定しており、作業時はアイ

ドリングストップの徹底を作業員に指導

しなるべく騒音の発生を少なくするよう

努めます。

搬入車両は、登校時間帯を避けるスケジ

ュール調整を行い、出入口 No.1 からのみ

出入りすることで、学童の通行量の少ない

ルートの設定をしています。

16

当該商業施設の荷捌き施設が、ヨークベニマ

ル棟およびテナント棟ともに西側に配置され、

隣接して「仙台市愛子小学校」が立地している

ので、小学校への騒音等の影響を回避するため、

敷地境界に遮音壁を設置すべきであり、遮音壁

の材質および色彩等は小学校からの美観を重視

して決定すべきである。

騒音については、仙台市の関係部署と協

議を行い、騒音に関する各種基準を下回る

ような計画となっていますが、店舗開店後

の状況により、必要に応じ対応策を検討し

たいと思います。

17

当該商業施設の西隣りに「仙台市愛子小学校」

が立地し、北側には居住街区が形成されており、

当該商業施設に未成年の青少年、とくに小学生

等の来店が予測されるので、施設のトイレや休

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、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。

店舗内の各施設については、出来るだけ

死角が無いレイアウトとしており、防犯カ

メラも設置する計画です。

また、従業員による声かけ等により青少

年の喫煙等の非行や万引き等の犯罪防止

に努めます。

18

当該商業施設は国道「愛子バイパス」及び県

道「秋保温泉愛子線」に近接しており、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。

閉店後の駐車場はチェーン等で閉鎖・施

錠します。

また、状況により、深夜から早朝等の夜

間は警備会社による不定期での巡回を行

うことも検討します。
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19

当該商業施設の南側に近接する「愛子バイパ

ス側道」は地域の生活道路で、夜間の住民等の

往来が予想されるので、通行者の歩行の安全と、

犯罪を防止するため、防犯灯を建物設置者の責

任で設置すべきである。

敷地南側の「愛子バイパス側道」は小学

校より先は、現状農地等で住居は無く夜間

の住民等の往来は無いと思われます。

しかし、開店後の状況などにより、必要

であれば地元自治会と協力の元、設置につ

いて関係部署に要望していくように努め

ます。

（４）街並みづくり等について

意見 回答

20

「ヨークタウン愛子」の北側には、市道「新

宮前線」を挟んで集合住宅や戸建て住宅等の住

宅街区が形成されているので、当該商業施設の

駐車場の夜間の照明の光や明るさが、地域住民

の安眠の妨げにならないように、照明の向きと

明るさに配慮すべきである。

当該商業施設の駐車場の夜間照明につ

いては、周辺へ拡散しないよう、光害対策

を検討した計画としております。照明設備

の設置位置や照射方向を検討し、光を敷地

内に向けるよう配慮しております。

21

当該商業施設は、西側に隣接して「仙台市愛

子小学校」、市道を隔てて北側に住宅街区が形成

されているので、とくに当該商業施設の西側お

よび北側壁面の材質および色彩等を重視し、街

並み景観に十分配慮すべきである。

当該商業施設の壁面の材質および色彩

等については、愛子地区計画内の基準を遵

守し、届出前に仙台市と十分に協議し、街

並み景観に配慮した計画としています。

22

当該商業施設の南に近接する国道「愛子バイ

パス」は「作並温泉」や「秋保温泉」等にアク

セスする道路であるため、観光客等の車輌が往

来するので、商業施設の外観及びファサード、

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。

当該商業施設の外観及びファサード、看

板等の形態・デザイン・色彩等においては、

愛子地区計画内の基準を遵守し、届出前に

仙台市の関係部署と十分に協議し、都市イ

メージや街並み景観等に配慮した計画と

しています。

23

当該商業施設の立地する地域は、農地等を整

地・造成した地域で比較的樹木が少なく、自然

環境に乏しいので、仙台市の条例で定める緑化

基準を上回る緑化を行うとともに、植栽の維持

管理を徹底すべきである。

敷地内は、低木・中木・低木の樹木や芝

生をはじめネットフェンスにつる性の植

物を配するなど、届出前に仙台市の関係部

署と十分に協議し、緑化した計画としてい

ます。

また、定期的な管理を行い、緑化の維持

に努めます。
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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）ヨークタウン愛子

説明会の日時・出席人数 1 回目 平成 23 年 7 月 21 日（木）14:00～15:15

2 回目 〃 18:00～19:00

58 名

19 名

説明会の会場 広瀬市民センター

（仙台市青葉区下愛子字観音堂 5 番）

質疑等

Ⅰ 第１回説明会

質疑内容 応答内容

１、荷捌き時間と、愛子小学校児童の登校

時間が重なると思うが安全対策はどう

考えているのか。

１、児童の登校時間は搬入をなるべく避けるス

ケジュールで調整を考えています。

２、県道に愛子小学校バス停がある。バス

利用する児童の安全はどう考えている

か。

２、バスを利用する児童の、小学校までの通学

ルートを確認し、まずは状況の把握を行い

ます。

３、騒音について、小学校への影響が大き

い場合は対応をするのか。

３、予測の段階で、周辺への影響は基準値を下

回っているが、開店後の状況で問題が発生

した場合は対応を致します。

４、騒音の発生する設備が、小学校側に向

けて設置されているが、移動を検討願

いたい。

４、設備を移動しても騒音値はほとんど変わら

ないと思いますが、設置位置について再度

検討します。

５、店舗直近の交差点が混雑すると思う

が、対応をお考えいただきたい。

５、店舗をご利用されるお客様へも、呼びかけ

を行うこと等で交差点の混雑をなるべく避

けるよう対応していきたいと思います。

６、店舗直近の交差点の信号を、右折矢印

の出る信号にすることを検討してほし

い。

６、信号の設置等は、ヨークベニマルのみの判

断でできるものでないが、地権者や町内会

との協力の元進めることも検討したいと思

います。

７、工事車両が、敷地外へ出る際の道路の

汚れを防いでほしい。

７、工事関係者と、道路清掃について打合せを

します。

８、出入口 No.2（敷地北側）付近が、愛

子小学校や児童館の保護者の送迎の車

で渋滞するので、さらに渋滞して困る。

８、これまで道路に停車されていた方も、店舗

の駐車場を利用できるような運営を考えて

おり、渋滞に対し対応をしたいと考えてい

ます。

９、市道青葉 5,261 号の道路幅員はいくら

か。

９、7ｍです。

１０、閉店後に駐車場に青少年が侵入する １０、駐車場の出入口は施錠・閉鎖をすること
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可能性への対応はどうお考えか。 で対応を考えています。

１１、荷捌き車両が、近隣道路で路上待機

することはないか。

１１、搬入スケジュールの計画はしっかりと

し、路上待機の無いようにいたします。

１２、今回の店舗の規模は、どのくらいの

規模か。

１２、泉パークタウンの店舗と同規模です。

１３、テナントは未定とのことだが、何が

予定されているのか。

１３、震災の影響もあり、現段階でも未定です。

Ⅱ 第 2 回説明会

質疑内容 応答内容

１、営業時間と、駐車場利用時間がともに

22：00 までというのは無理があるので

はないか。

１、運営の中で、駐車場の利用時間のアナウン

スをすることで対応を考えておりますが、支

障が認められる場合は営業時間の調整や、変

更の届出をする必要があると考えています。

２、現状、大雨が降ると計画敷地内には水

が入り込み、沼地のようになっている

が何か対応はするのか。

２、仙台市との開発協議の際、排水の管を現在

設置しているものから内径が大きいものに

伏せ替えするよう指導を受けており、排水能

力の高いもので検討している。

３、敷地内の雨水の処理については、問題

ないか。

３、駐車場で雨水を処理する計画ですが、十分

耐えられる設計をしております。

４、出入口 No.2 からの退店車両混雑緩和

の為、店舗直近の交差点について、信号

時間の調整等が必要ではないか？

４、出入口に誘導員を配置するという人的対応

を行い、状況により警察との協議も考えま

す。

５、出入口 No.2 から左折で退店し、住宅

地へ車両が増えるのは困る。

５、出入口付近に標識の設置等で左折出庫禁止

を周知し対応致します。

６、道路の渋滞が懸念される。

出入口の数が少ないので、増やすこと

ができないか。

６、小学校との位置関係や、周辺道路との兼ね

合いにより 2 か所の出入口を設置という計画

となっており、協議も行っています。出入口

を増やすことと、渋滞を緩和することはまた

別の話になると考えています。

７、出入口 No.2（敷地北側）付近が、愛

子小学校や児童館の保護者の送迎の車

で渋滞するので、さらに渋滞して困る。

７、これまで道路に停車されていた方も、店舗

の駐車場を利用できるような運営を考えて

おり、渋滞に対し対応をしたいと考えてい

ます。

８、県道 132 号の中央分離帯をなくし、

出入口 No.1 を右折し退店させることは

できないか。

８、道路構造を変えることは非常に難しく、ま

た安全面を考えると、出入口 No.1 を右折は

望ましくないと考えます。
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９、ヨークベニマル棟と、テナント等は行

き来ができるのか。

９、自動車・歩行者ともに行き来は可能です。

１０、店舗への送迎バスのサービスは行う

のか。

１０、社内検討させていただきます。
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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 （仮称）ヨークタウン愛子

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」（以下「附

置条例」という。）の指定区域（商業地域，近隣商業地域）でないことから，立

地法解説等による参考値（店舗面積 35 ㎡当り 1 台）を基に算定し，附置条例の

設置基準を参考に自転車・原付自転車（・自動二輪）の駐輪台数及び駐輪場の

設置を指導した。

・ 自転車駐輪場への移動については，歩行者と通行帯が競合するため，おりて移

動するよう誘導表示板（図－24(d)）の設置を指導した。

・ 原付自転車（及び自動二輪）駐輪場は，歩行者通行帯と分離するよう指導した。

・ 退店経路において，地点③交差点南流入右折車線滞留長が，休日ピーク時現況

調査で 10ｍ不足しており，将来計画においても 29ｍ不足することから，中央分

離帯の改良による延長を行うよう指導した。

右折車線の延長は，シフト部をいじめることから，現況との差 19ｍとし，プラ

スαとして安全帯により誘導することとした。

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：交通部会 課 名：交通政策課

店舗名 （仮称）ヨークタウン愛子

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

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，大店立地法指針値からの算出による必要駐車台

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，案内誘導表示が，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

が路面表示されること。

・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。

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

・出入口への誘導員配置

・荷さばき施設の利用時間帯の配慮及び誘導員の配置

２）歩行者の通行の利便の確保について

・出入口や場内への誘導員配置

・場内への歩行者用通路の設置

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，

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，また，荷さ

ばきについては来店ピーク時を避けて行うことや荷さばき施設が来客用駐車場

と分離されていること，場内に歩行者用通路や横断歩道を設けること，利用時

間帯以降は施錠されることから，概ね配慮されているものと判断する。

意見の有無 有り 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）ヨークタウン愛子

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・夜間）の

予測結果（抜粋）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（抜粋）

昼間 夜間 昼間 夜間

A1 (1階) 53 23
A1 (2階) 54 28
A2 (1階) 53 30
A2 (2階) 53 31
B (1階) 51 38

C (1階) 49 36 (Ｂ類型※）
市街化調整区域

D1 (1階) 55 26
D1 (3階) 55 27
D2 (1階) 55 38
D2 (3階) 55 39
D3 (1階) 46 29
D3 (3階) 49 34

※市街化調整区域は環境基準の類型指定がなされていないため，Ｂ類型を準用する

Ｂ類型
第一種住居地域

Ｂ類型
第一種住居地域

環境基準（ｄB）
予測地点 地域類型

等価騒音レベル（ｄB）

4555

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。

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（抜粋）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。

○【町内会意見】への回答に対して

「意見３」について

店舗西側の予測地点における等価騒音レベル（昼間・夜間）及び夜間の騒音の最

大値予測結果からは，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，さらなる騒音低減対策については，開店後の実際の稼働状況に応じて適

切な対応を行うとの回答も得ており，設置者の対応で周辺生活環
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表２ 夜間に発生する騒音毎の最大値予測結果（抜粋）

P1 (遮音壁高さ) 17 エコキュート
P2 ( 〃 ) 31 キュービクル
P5 ( 〃 ) 31 冷凍室外機
P7 ( 〃 ) 31 〃
P11 (音源高さ) 37 換気口
P13 ( 〃 ) 31 エコキュート
P15 ( 〃 ) 27 換気口
P16 ( 〃 ) 37 〃
P17 ( 〃 ) 42 〃
P19 ( 〃 ) 44 キュービクル
P20 ( 〃 ) 38 換気口
P21 ( 〃 ) 24 エコキュート

P25 ( 〃 ) 26
45dB以下

第３種･準工業
〃

※学校等から50mの範囲内に立地しているため，基準値は-5dBを適用する

45dB以下
第３種・準工業

40dB以下
第２種・一種住居

予測地点 発生源規制基準（夜間）※
最大騒音

レベル（ｄB）

40dB以下
第２種区域

第一種住居地域

境への必要な配慮がなされるものと判断した。

なお，規制基準については，当該店舗が学校等の周囲 50ｍの範囲内に立地するこ

とで，従来の基準値から５dB 減じた値が適用されることから，周辺生活環境への影

響はより少なくなると考える。

「意見５」について

荷さばき施設直近の予測地点における等価騒音レベル（昼間）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，荷さばき作業については住民側の要望に沿うよう，朝の時間帯の運用を

調整するとの回答も得ており，設置者の対応で周辺生活環境への必要な配慮がなさ

れるものと判断した。

○【みやぎ仙台市商工会・仙台商工会議所意見】への回答に対して

「（３）騒音・防犯対策について」（騒音に係るもの）

15.（町内会意見５に係る内容と同じ）

16.（町内会意見３に係る内容と同じ）

18. 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。

「（４）街並みづくり等について」（照明に係るもの）

20. 敷地周辺の照度分布図からは，店舗から外に洩れる光はわずかであり，駐車

場照明による周辺生活環境への影響は少ないものと考える。

併せて，設置される照明器具についても，設置位置や照射方向を考慮して計

画したとの回答も得ており，設置者の対応で周辺生活環境への必要な配慮がな

されるものと判断した。

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



26



27

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）ヨークタウン愛子店

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。

※ 廃棄物等の必要保管容量 ヨークベニマル棟 6.16 ㎥

テナント棟 7.43 ㎥

２ 小売店舗以外の施設からの排出量等の予測

1 施設あたり 45ℓごみ袋で 6 分別した場合の容積で算出。（3 施設合計 0.81 ㎥ ）

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お

り、核店舗であるヨークベニマルでは、食品関連事業者として魚腸骨・廃食油な

どの資源化にも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、棟ごとに設置する計画であり、必要保管容量を満たして

いる。また、魚腸骨の臭気対策として、冷房専用エアコンを設置する。

※ 計画保管施設容量

ヨークベニマル棟 25.0 ㎥ ＞ 必要容量 6.16 ㎥

テナント棟 9.2 ㎥ ＞ 必要容量 8.24 ㎥ （物販店舗以外含む）

※ 指示事項

青葉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 （仮称）ヨークタウン愛子

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郊外住宅地ゾー

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、基準を満たすアースカラー1 色とした外壁としています。設置する

広告物については、関係条例の規定をみたす規模としており、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。

なおヨークベニマル棟については床面積が３０００㎡を超えないため、景観計画

の届出は不要の規模となります。（テナント棟については、３，０００㎡を超える計

画であり、景観計画の届出が着手前に必要になります。）２棟とも景観計画の基準に

概ね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。

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 （仮称）ヨークタウン愛子

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

10,308.49 1,443.18（14.0%） 1,474.17※ 14.30%

※緑化計画面積については，平成 23 年 7 月 12 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

沿道部に中高木の植栽を計画し，接道部緑化に努めた内容となっており街

並みづくりにも配慮されている。

住民意見[2](4)23 についても配慮されていると考える。

意見の有無 無し

意見の内容
















