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大規模小売店舗立地法に基づく新設届

「（仮称）ヤマザワ中山店」概要

1 大規模小売店舗の名称、所在地 （仮称）ヤマザワ中山店
仙台市青葉区中山七丁目 1

番21

2
大規模小売店舗を設置する者の氏

名、住所
株式会社ヤマザワ

代表取締役 板垣 宮
みや

雄
お

山形県山形市あこや町三丁

目8番9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
株式会社ヤマザワ

代表取締役 板垣 宮雄

山形県山形市あこや町三丁

目8番9号

4 大規模小売店舗の新設をする日 平成２４年３月２７日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 １，５２７㎡

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 ８０台

② 駐輪場の収容台数 ４０台

③ 荷さばき施設の面積 １８７．５㎡

④ 廃棄物保管施設の容量 ２８．７㎥

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
株式会社ヤマザワ ９：００～２４:００

②
来客が駐車場を利用することができ

る時間帯
８：３０～翌０：３０

③ 駐車場の自動車の出入口の数 １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

荷さばき施設１ ６：００～２２：００

荷さばき施設２～３ ６：００～８：３０

8 届出年月日 平成２３年７月２６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 （仮称）ヤマザワ中山店

説明会の日時・出席人数 1 回目 平成 23 年 9 月 2 日（金）16:00～16:30

2 回目 〃 18:00～18:30

7 名

1 名

説明会の会場 中山市民センター

（仙台市青葉区中山三丁目 13 番 1 号）

質疑等

Ⅰ 第１回説明会

質疑内容 応答内容

１、照明位置を教えて欲しい １、1 階部分は、建物から駐車場を照射します。

屋上駐車場は、北側及び南側の建物部分か

ら照射します。

２、出入口が 1 箇所だと入庫できなくて渋

滞するのではないか

２、出入口が 1 箇所でも問題なく入出庫できる

計算になりますが、右折入庫による渋滞対

策として右折レーンを新設します。

３、北東側・北西側道路にも出入口を設置

したらいいのではないか

３、北東側・北西側の道路は、東北電力様の私

道です。東北電力様から出入口設置の了承

が得られなかったため、出入口は設置でき

ませんでした。

４、駐車場が混雑した場合、出入口正面側

の私道及び周辺道路に違法駐車する来

客が増えるのではないか

４、違法駐車に関しては、周辺住民及び必要に

応じて地元警察署と相談しながら対応して

いきたいと思います。店舗側の相談窓口は

店長ですので、問題があった場合は店長宛

にご相談下さい。

５、24 時間まで営業する計画のようだが、

店舗周辺は、深夜の時間帯に人が出歩

くことが少ない地域である。どのよう

に考えているのか

５、ヤマザワの店舗の閉店時刻は、概ね 22 時

までですが、計画地周辺には 22 時以降も営

業する競合店もあることを考慮し、閉店時

刻を 24 時までとしております。

Ⅱ 第２回説明会

質疑内容 応答内容

１、24 時間まで営業する計画だが、本当

に営業するのか

１、ヤマザワの店舗の閉店時刻は、概ね 22 時

までですが、計画地周辺には 22 時以降も営

業する競合店もあることを考慮し、閉店時

刻を 24 時までとしております。
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２、交通処理等については、将来的にどの

ような問題が発生するかわからない

が、周辺生活環境に迷惑のかからない

ように対応して欲しい

２、周辺住民に配慮して営業していきたいと思

います。

３、夜間にオートバイ等が駐車場内を暴走

しないようにして欲しい

３、閉店後は、駐車場出入口にチェーンをかけ

て、暴走車両が進入できないようにします。
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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）ヤマザワ中山店

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」（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。

・ 原付自転車（及び自動二輪）への誘導表示を指導した。

・ 東側来店車両による市道滞留を軽減するため，路側帯を狭めミニ右折レーンの

設置を指導した。（交通－14）

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）ヤマザワ中山店

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

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り必要駐車台

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。

・一般車用駐車施設の車路で荷さばきを行う場合には，駐車場利用時間外

に行われること。

・駐車場出入口の管理について，閉店後は施錠されること。

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）ヤマザワ中山店

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・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
1・7 (1階) 51 40
1・7 (2階) 51 40
2・8 (1階) 53 39
2・8 (2階) 53 39
3・9 (1階) 48 23
3・9 (2階) 48 25
4・10 (1階) 53 26
4・10 (4階) 52 33
4・10 (6階) 51 36
11 (1階) 34
11 (4階) 35
11 (6階) 36

5・12 (1階) 49 39
5・12 (2階) 49 39
6・13 (1階) 51 41
6・13 (2階) 51 40

予測地点 地域類型
等価騒音レベル（ｄB）

Ａ類型
第二種中高層
住居専用地域

55 45

環境基準（ｄB）

Ｂ類型
第一種住居地域

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。

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。

一部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，発生源が自動車または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 駐車場内は 10km/h 規制とする

② 駐車スペースの一部を 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（抜粋）は，

表２のとおりとなった。

一部の予測地点において，夜間の規制基準を上回る予測であった。

さらに，地点 84，125 については道路に面していることから，生活環境への影響

を調べるため，保全対象においても予測したところ，予測結果は表３のとおりであ

った。

保全対象側においては，規制基準を下回る予測であった。
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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）（騒音対策前後）

対策前 対策後
(1) (音源高さ) 24 給排気口
(2) ( 〃 ) 30 〃
(7) ( 〃 ) 40 *1 〃
(23) ( 〃 ) 24 〃
(31) ( 〃 ) 31 〃
(39) ( 〃 ) 28 *1 空調室外機
(42) ( 〃 ) 34 〃
(43) ( 〃 ) 41 〃

(45) (遮音壁高さ) 39 *1 〃
(52) (音源高さ) 43 *2 〃

(54) (保全対象6階影響高さ) 25 *1 冷凍室外機
(60) ( 〃 ) 37 *2 〃

(84) (音源高さ) 52 43 *1 自動車走行音
(122) ( 〃 ) 53 44 二輪車走行音
(125) ( 〃 ) 64 55 〃

*1 40dB以下・第１種区域・第二種中高層住居専用地域
*2 45dB以下・第２種区域・第一種住居地域

*2

予測地点 発生源
規制基準
（夜間）

最大騒音レベル（ｄB）

*2

*2

*2

表３ 夜間に発生する騒音毎の最大値予測結果（騒音対策後・保全対象側）

(84') (音源高さ) 39 *1 自動車走行音
(125') ( 〃 ) 43 *2 二輪車走行音

*1 40dB以下・第１種区域・第二種中高層住居専用地域
*2 45dB以下・第２種区域・第一種住居地域

予測地点 発生源
規制基準
（夜間）

最大騒音
レベル（ｄB）

以上により，一部予測地点における夜間最大値予測で，敷地境界上で規制基準を

上回る結果が見受けられたものの，店舗から発生する音による周辺の生活環境への

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 （仮称）ヤマザワ中山店（新設）

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 4.73 ㎥

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

廃棄物等保管施設は、4 室設置する計画であり、必要保管容量を満たしている。

また、そのうち 1 室は魚腸骨等の臭気対策として、冷蔵庫タイプの保管庫を設置

する。

※ 計画保管施設容量 28.71 ㎥ ＞ 必要容量 4.73 ㎥

※ 冷蔵庫タイプ保管庫温度 10℃前後

※ 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。

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。

※ 指示事項 収集車停止位置からプラットホームを経て保管庫まで距離があ

るため、排出方法等について収集業者と協議すること。

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）ヤマザワ中山店

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。

計画店舗の外壁は、景観計画の基準をみたす明るく薄いピンク系の色彩とし、シ

ンプルな外観としています。屋外広告物については関係条例の規定を満たす規模と

し、協議の際は、屋外広告物と建物の外観と併せて検討を行いました。

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ですが、景観

計画の基準に概ね適合した計画であると判断します。

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）ヤマザワ中山店

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

5,633.87 788.74（14.0%） 791.90※ 14.05%

※緑化計画面積については，平成 23 年 10 月 14 日付けで認定したものから

変更協議した結果であり，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，地表面だけでは基準面積に満たないため，店舗壁面（南・東・北）を

緑化している。

意見の有無 無し

意見の内容














