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大規模小売店舗立地法に基づく新設届

「中山ファッションモール」概要

1 大規模小売店舗の名称、所在地 中山ファッションモール
仙台市泉区実沢字中山南

31番6他

2
大規模小売店舗を設置する者の氏

名、住所
株式会社しまむら

代表取締役 野中 正人

さいたま市北区宮原町二

丁目19番4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
株式会社しまむら

代表取締役 野中 正人

さいたま市北区宮原町二

丁目19番4号

4 大規模小売店舗の新設をする日 平成２４年１０月１７日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 ４，５８３㎡

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 ２５１台

② 駐輪場の収容台数 １４０台

③ 荷さばき施設の面積 ２０㎡

④ 廃棄物保管施設の容量 １８．８㎥

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
株式会社しまむら １０：００～２０:００

②
来客が駐車場を利用することができ

る時間帯
９：４５～２０：１５

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
２４時間

8 届出年月日 平成２４年２月１６日

資料２
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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 中山ファッションモール

② 所在地 仙台市泉区実沢字中山南 31 番 6 他

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 「中山ファッションモール」は、ファッション衣料の店舗で、１～２階

が売場（店舗面積 4,583 ㎡）であり、当該業態の場合、客層の殆どが女性

客で、子供連れの客が多いものと思われ、また 2階も売場であることから、

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。

② 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。

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。

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 「中山ファッションモール」の駐車場「入口」及び「出口」は、市道「北

山根白石線」に計画されているが、当該市道は道路幅員が 16.23ｍ、車道幅

員 9.00ｍ、両側歩道の「片側 1 車線」で、「右折禁止」の道路であり、「入

口」「出口」共に、左折専用である。仙台市内方面からの来店車両の場合、

当該店舗の南東側（手前）の交差点を左折し、中山吉成 3 丁目及び中山台 1

丁目を迂回、市道「北山根白石線」を右折、「入口」を左折進入することに

なる。

当該商業施設への来店車両が当該交差点から左折し、中山吉成 3 丁目、

中山台 1 丁目を迂回して「入口」に到達するための適切な案内表示を要所
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に設置、また当該交差点に誘導員を配置し、混乱が生じないようにすべき

である。

② 当該商業施設の駐車場の「入口」「出口」は左折専用であり、市道「北山

根白石線」は右折禁止であるが、分離帯等が設置されていないため、右折

進入する車両等で混乱が予想されるので、「入口」「出口」の明確な表示と

「入口」の手前には右折禁止の表示が必要である。また、「入口」と「出口」

には常時誘導員を配置し、適切に誘導すべきである。

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裏側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 当該商業施設の駐輪場は、駐車場内に分散計画されているが、来店者が

戸惑い混乱することがないように、要所に誘導員を配置し、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 「中山ファッションモール」の駐車場「入口」「出口」共、市道「北山根

白石線」の歩道を横断して進入・退出するが、当該道路にはバス停も設け

られており、また当該道路の向い側には住宅街区が形成され、来店客だけ

でなく地域住民の往来も多く、歩行者の通行の安全確保のため、誘導員を

「入口」「出口」に常時配置すべきである。

② 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 「中山ファッションモール」の荷捌きを行う時間帯が「24 時間」である

が、当該商業施設の市道「北山根白石線」の向い側一帯（中山吉成地区）

が閑静な住宅街区であり、早朝および深夜の搬入車両等の騒音による安眠

等の妨げ,また当該道路の場合、仙台市内に向かう朝の通勤車両が多く、搬

入車両の出入り等で渋滞の発生も懸念されるので、通勤時間帯を避けて「9

時 00 分～22 時 00 分」とすべきである。

② 当該商業施設の場合、業種がファッション衣料店であり、子供連れの来

店客、また市道「北山根白石線」の向い側一帯が住宅街区であることから、

小中学生等の来店も予想されるので、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。
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③ 当該商業施設の「入口」は、市道「北山根白石線」から敷地内の駐車場

等に容易に侵入することができるので、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 「中山ファッションモール」の南西部地域には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、地

域の景観や街並み等に十分配慮すべきである。

③ 当該商業施設の立地する地域は、丘陵地を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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住民等意見の内容とその対応状況について

（１）大型店の社会責任等地域密着、地域連携に関する意見項目

意見内容 回答内容

① 中山ファッションモールはファッション衣

料の店舗で、1～2 階が売場（店舗面積 4,583

㎡）であり、当該業態の場合、客層の殆どが

女性客で、子供連れの客が多いものと思わ

れ、また 2 階も売場であることから、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。

災害時等の有事の対応については、施設内に避難場

所を確保し、避難誘導経路には店舗社員を配置し、

お客様がスムーズに、かつ安全に避難出来るように

対応します。

また、日頃より店舗社員は全員が避難訓練を行い、

いつ災害等が発生してもしっかりと対応出来るよう

に致します。

② 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。

当該商業施設は自社で土地を購入し建設する事か

ら、長期に渡り営業し、お客様に常にあてにされる

店作りを目指しています。
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意見内容 回答内容

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、閉店後、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。

地域の皆様には商品を通じて、常にあてにされる店

作りをする事で貢献したいと考えております。

交通整理、消防、防犯等については可能な範囲でご

協力致します。

商工団体や町内会等への加入、街づくりや地域イベ

ントの参加、協力については会社規定の中で対応致

します。

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。

弊社はチェーンストアであり、常にあてにされる店

舗運営を行なっています。仙台市内既存店舗も正月

は 1 日から初売りを実施しております。

中山ファッションモールにおいても、1 月 1 日から

の営業を予定しております。

（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

１）駐車需要の充足等交通について

意見項目 回答項目

① 中山ファッションモールの駐車場「入口」及

び「出口」は、市道「北山根白石線」に計画

されているが、当該市道は道路幅員が 16.23

ｍ、車道幅員 9.00ｍ、両側歩道の「片側１車

線」で、「右折禁止」の道路であり、「入口」「出

口」共に、左折専用である。仙台市内方面か

らの来店車両の場合、当該店舗の南東側（手

前）の交差点を左折し、中山吉成 3 丁目及び

中山台 1 丁目を迂回、市道「北山根白石線」

を右折、「入口」を左折進入することになる。

当該商業施設への来店車両が当該交差点から

左折し、中山吉成 3 丁目、中山台 1 丁目を迂

回して「入口」に到達するための適切な案内

表示を要所に設置、また交差点に誘導員を配

置し、混乱が生じないようにすべきである

仙台市内からの来店については、チラシ記載の店舗

案内地図に来退店誘導経路を記載しお客様に周知

し対応致します。

また、繁忙時等には、出入口付近に警備員を配置し

混乱が生じない様対応致します。
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意見項目 回答項目

② 当該商業施設の駐車場の「入口」「出口」は左

折専用であり、市道「北山根白石線」は

右折禁止であるが、分離帯等が設置されてい

ないため、右折進入する車両等で混乱が予想

されるので、「入口」と「出口」の明確な表示

と「入口」の手前には右折禁止の表示が必要

である。また、「入口」と「出口」には常時誘

導員を配置し、適切に誘導すべきである。

出入口には、「入口」「出口」の表示を行なう予定で

す。

繁忙時は誘導員を配置し、適切に誘導を行ない、

混乱が起きないように致します。

③ 当該商業施設の荷捌き施設への搬入車両経路

が、来店車両の経路と同一で、駐車場内通路

を経由して店舗裏側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

の配置等を行なうべきである。

配送は 1 日 1 回程度を予定しており、ドライバーに

対しては搬入時、周囲の安全確保の指導を行ないま

す。また、極力営業時間外の配送を致しますが、営

業時間内に搬入する場合は、状況に応じ店舗社員を

配置し誘導することで、駐車場内通路の安全確保に

努めます。

④ 当該商業施設の駐輪場は、駐車場内に分散計

画されているが、来店者が戸惑い混乱するこ

とがないように、要所に誘導員を配置し、適

切に誘導すべきである。

自社の類似他店の駐輪場の利用状況を踏まえ、店舗

前面のみで十分と考えておりますが、繁忙時等状況

に応じて誘導員を配置し適切に誘導致します。

２）歩行者の通行の利便の確保について

意見項目 回答項目

① 中山ファッションモールの駐車場「入口」

「出口」共、市道「北山根白石線」の歩道を

横断して進入・退出するが、当該道路にはバ

ス停も設けられており、また当該道路の向か

い側には住宅街区が形成され、来店客だけで

なく地域住民の往来も多く、歩行者の通行の

安全確保のため、誘導員を「入口」「出口」

に常時配置すべきである。

繁忙時には、誘導員を配置し歩行者の安全確保を行

ないます。
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意見項目 回答項目

② 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な

うべきである。

駐車場内の歩行者の往来安全確保の為、駐車場中央

に店舗までの歩行者専用通路を設置予定です。

また、繁忙時等は誘導員を配置し歩行者の安全確保

と適切な車両の誘導を行ないます。

３）騒音・防犯対策について

意見項目 回答項目

① 中山ファッションモールの荷捌きを行なう時

間帯が「24 時間」であるが、当該商業施設の

市道「北山根白石線」の向い側一帯（中山吉成

地区）が閑静な住宅街区であり、早朝及び深夜

の搬入車両等の騒音による安眠等の妨げ、また

当該道路の場合、仙台市内に向かう朝の通勤車

両が多く、搬入車両の出入り等で渋滞の発生も

懸念されるので、通勤時間帯を避けて「9 時 00

分」～「22 時 00 分」とすべきである。

配送は 1 日 1 回程度となっており、荷捌き作業は全

て手積み、手降ろしを行なう為、リフト等の音は発

生しません。また搬入車両のバックブザーは鳴らな

い仕様となっており騒音を低減しております。

荷捌き時間帯は、極力 9:00～22:00 を予定します。

ドライバーに対しは騒音に配慮した作業を行なう

事を指導します。

② 当該商業施設の場合、業種がファッション衣料

店であり、子供連れの来店客、また市道

「北山根白石線」の向い側一帯が住宅街区であ

ることから、小中学生等の来店も予想されるの

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置し、青少年の喫煙

や万引き等の犯罪防止に努めるべきである。

施設内の各種施設配置においては死角を極力少な

くする様配慮し、青少年の喫煙や万引き等の未然防

止に努めます。

③ 当該商業施設の「入口」は、市道「北山根白石

線」から敷地内の駐車場等に容易に進入するこ

とができるので、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。

営業時間終了後は「入口」「出口」共にチェーンで

施錠し、夜間、駐車場内への侵入を防止する対応を

致します。
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４）街並みづくり等について

意見項目 回答項目

① 中山ファッションモールの南西部地域には住

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夜間照明の点灯時間は日没

時（季節変動あり）より閉店後 30 分までです。タ

イマーにて管理しており自動的に消灯します。

点灯時間帯は敷地外に光が漏れる事の無い様角度

等に配慮します。

② 当該商業施設の外観及びファザード、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、地域の景観や街並み等に十分配慮すべきで

ある。

外観、ファザードについてはシンプルな形状として

おり、店舗カラーは過激な色を避け、地域の景観や

街並等に配慮する計画です。

③ 当該商業施設の立地する地域は、丘陵地を造成

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。

条例に基づき、緑化計画を提出しております。
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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 中山ファッションモール

説明会の日時・出席人数 1 回目 平成 24 年 3 月 29 日（木）15:00～16:00

2 回目 〃 18:00～18:40

21 名

2 名

説明会の会場 南中山市民センター（泉区南中山町 2 丁目 24 番 12 号）

質疑等

【一回目】

Ｎｏ 意見陳述 回 答

1 前面道路（北山根白石線）の混雑する
交通事情について、どのような協議を
しましたか？

出入方法や車の経路について県警等へ
事前説明を行いました。

2 出店すると前面道路（北山根白石線）
の交通量が多くなると思われるが、安
全確保の為、誘導員を配置する等の予
定はありますか？

繁忙期等は状況により、誘導員を配置
する予定です。

3 出店地より東側の仙台市内から来た車
が、駐車場に入るのに右折渋滞が予測
されるが、右折レーン等の設置予定は
ないのか？

弊社が右折レーンを設ける予定はあり
ません。

4 前面道路（北山根白石線）が渋滞し東
側から来る車が右折入庫が出来ない
と、仙台大観音とウエスタンホテルの
間から店舗へ入って抜けてくる車があ
ると思うが、危なくないのか？
地主との協議はしないのですか？

チラシの地図に左折入店の案内経路を
掲載する予定です。
私道の為、地主さんとは特に協議する
予定はありません。

5 双葉ビルの敷地内から、車で駐車場へ
入れるのですか？

立上げ等により車輌の進入は不可とな
ります。

6 店舗への出入口は２ヶ所のみですか？ ２ヶ所となります。
7 中山吉成の住民だが、前面道路は過去、

交通事故があり、尚且つ渋滞が多く発
生する道路の為、しまむらが出店する
事は喜ばしいが、信号とか横断歩道の
設置予定はないのか？

ご要望としてお伺いさせて頂きます。
弊社にて設置予定は御座いません。

8 従業員は何名採用を予定しています
か？
また、地元採用はありますか？

40～50 名の採用を予定しております。
地元の方からも採用を予定しておりま
す。

9 南吉成、中山吉成の住民だが、地元で
説明会を、もう１度やってもらえない
のか？

立地法に基づき、チラシ折込により対
象地域に周知し、説明会を２回開催し
ております。説明会は今回のみの実施
となります。
平成 24 年 6 月 27 日まで何かご意見が
あれば説明会資料に記載の通り、仙台
市へ提出する事が出来ます。

【二回目】

Ｎｏ 意見陳述 回 答

1 中山吉成の団地に住んでいるが、説明
会の場所が泉区なのは、なぜですか？
道路の混雑状況等、開店して影響を受
けるのは、青葉区民なので、もう 1 度
中山吉成の集会所で説明会をやる予定
はないのですか？

立地法に基づき出店予定地より半径
1km に告知チラシを配布し周知してい
ます。出店予定地より適正な場所と考
え、説明会の開場としました。説明会
は今回のみとなります。
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Ｎｏ 意見陳述 回 答

2 店舗前面の道路は、開店すれば更に渋
滞する事がわかりきっている。渋滞す
ると中山団地内を通過して店舗へ行く
車や抜け道として通過する車が多くな
るので困る。何か対策を考えて欲しい。
その為にも、中山吉成で説明会を行っ
て欲しい。

ご要望としてお伺いします。
立地法に基づいた説明会を今後行なう
予定はありません。

3 店舗への経路で、中山吉成を通過しな
い経路設定は出来ないのか？

ご意見としてお伺いし、色々なご意見
を確認した上で判断させて頂きます。

4 前面道路は渋滞が激しい道路で、週末
は特に混雑する。左折入庫、左折出庫
の計画では、渋滞が更に悪化すると思
う。
だから右折も出来るようにした方がよ
いのでは？

色々なご意見を伺った上で、判断させ
て頂きます。

5 しまむらは女性物中心で紳士物は扱わ
ないのですか？
中山ＦＭは、しまむらの規模の中では
大きいほうなのですか？

紳士服も扱っております。
弊社の５店舗が 1 つの建物で出店する
のは、初めてとなります。
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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 課 名：道路管理課

店舗名 中山ファッションモール店

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

以下の項目について協議・検討を行った。

１ 来退店経路について

計画では，西側既設乗入れ部（幅 8.0ｍ）から左折来店し，東側既設乗入れ

部（幅 8.0ｍ）から左折退店させることになっている。

この計画では，東側方面から来店する７割強（全 201 台／時中２から４方向

154 台／時）の方が大きく迂回し来店する必要があるが，誘導はチラシ記載の

案内図のみとの回答であった。

東側から右折来店した場合，現況交通量（ピーク時）対向車 445 台／時（7.4

台／分）の合間を横断する必要があり，横断待ち車両のため後続車両の停車が

隣接交差点まで影響する可能性がある。

（１分間横断待ちをした場合，現況交通量（ピーク時）後続車両 708 台／時

（11.8 台／分）11.8 台×6.0ｍ／台＝70.8ｍ滞留）

右折来店者を抑制するには，対岸の警備員の配置では対応できないと考えら

れる。また，東側方面から来店する場合，南側団地内の生活道路を通り抜ける

可能性が懸念されることから，対策が必要である。

２ 図面の既設２箇所の乗入れ部（幅 8.0ｍ）の表記について

現地には，既設１箇所の乗入れ部（幅 6.0ｍ）があるのみで，位置もことな

る。東側の乗入れ部が「出口」専用となる計画だが，配置図面では乗入れ幅 8.0

ｍの半断面のみに停止線の表示があり，入口としても利用する構造となってい

る。また，右折禁止の表示に対する明記が示されていない。

３ 駐輪施設について

駐輪施設の構造等については，「仙台市自転車等駐車場の附置及び建設奨励の

関する条例に基づき区画を算出しております。」との回答であったが，図上数値

で条例・施設基準以外の値となっている。

店舗前駐輪場の通路については，幅 0.5ｍとの回答であり，ハンドル幅 0.6

ｍを下回る値であった。駐輪区画の表示等構造についての回答はなかった。

意見の有無 有り

意見の内容

・届出書図面記載の東側「既存乗入（幅 8.0m）」は存在しておらず、また、右折来

店を招き後続車両の停車が隣接交差点まで影響する可能性があることから、設置

しないこと。

・東側乗入れ部について，隣接交差点まで影響を及ぼさないよう,実際に存在する既

存乗入れ部（幅 6.0ｍ）を，路面表示等により幅 3.0ｍ程度の出口専用とし，来店

車両から確認できるよう「出口専用」表示板を設置し，かつ出口全幅に停止線の

表示を行うこと。

・左折来店・左折退店の徹底のため，チラシによる誘導のほか，実効性のある対策

を講じること。

・駐輪施設の構造・区画・表示について，条例・施設基準を満たすこと。なお、

店舗前面駐輪場については通路幅が確保されていない等駐輪場の設置要件を満た

しておらず，また，店舗奥駐輪場については荷捌き車両との競合で安全に利用で

きる環境にないことから，駐輪場設置位置の変更を含めた対策を講じること。
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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 中山ファッションモール

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・検討は、主に以下の項目について行った。

・収容台数が、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するこ

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

駐車マスも確保すること。

・駐車場から店舗入口までの歩行者経路や駐輪場への経路を図示すること。

・敷地東側の駐車区画において、来退店車両同士の錯綜を防止するために、安

全対策を講じること。

・荷さばき施設への車両の入出庫軌跡の図示及び営業時間内においては自転車

等との錯綜を防止するために安全対策を講じること。

・歩行者の安全な通行の観点から、歩行者用通路の設置及び車路を横断箇所へ

の横断歩道設置や車両の一時停止を促す路面標示を設置すること。

・来退店車両の円滑かつ安全な出入のため、駐車場出入口への路面標示及び誘

導看板を設置すること。

・公道上に入庫待ち車両が発生しないよう、駐車待ちスペースを確保すること。

・店舗前面の駐車区画について、安全性の観点からタイヤ止めブロックを設置

すること。

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。

（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

・入口及び出口の明確な表示

・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

・出入口や場内への歩行者用通路設置及び誘導員配置

３）騒音・防犯対策について

・荷さばき施設の利用時間帯の配慮

・利用時間以降の駐車場出入口施錠

以上について、届出書、法第 14 条報告及び住民等の意見への回答で確認を行っ

た。確認できなかった事項については意見とする。

意見の有無 有り

意見の内容

・店舗新設による駐車需要の充足のため大店立地法上の必要駐車台数を確保し、

仙台市の運用基準で定められている駐車マスの大きさを確実に確保すること。

・店舗の東側及び西側の駐車場から店舗入口までの歩行者の誘導経路や駐輪場へ

の誘導経路を設定すること。

店舗南側については、車路の中央を歩行者の誘導経路として設定しており危険

であるため、歩行者の安全を確保する経路を設定すること。

また、駐車場内における歩行者の安全対策について、歩行者用通路や横断歩道

の設置、車両の一時停止を促す路面標示等により、駐車場内の歩行者の安全対

策を講じること。
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・敷地東側の駐車区画において、来退店車両の円滑かつ安全な走行確保のため，

車路の明確化や路面標示により、一方通行を確実に誘導すること。

・荷さばき車転回時において，駐輪場が近接しており、自転車等との錯綜を防止

するため、営業時間内における荷さばき時には必ず誘導員を配置するなど、安

全対策を講じること。

・来退店車両の円滑かつ安全な出入のため，駐車場出入口への方向別矢印の路面

標示を設置すること。また、誘導看板の表示により適切に誘導すること。

・荷さばき施設に一般車が誤って進入しないよう、路面標示や看板等により対策

を講じること。
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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 中山ファッションモール

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) 51

*1
27

*1

A (2階) 50
*2

B (1階) 48
*1

22
*1

B (2階) 47
*2

C (1階) 54
*1

21
*1

C (2階) 55
*2

D (1階) 51*1 26*1

D (2階) 53
*2

※ 夜間は発生音源高さがほぼ1階高さのみのため，2階高さでの予測は行わない
*1 法第14条の報告徴収により修正された予測値
*2 当部会にて検算し求めた予測値

55 45

予測地点 地域類型
等価騒音レベル（ｄB） 環境基準（ｄB）

Ｂ類型
第二種住居地域

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
最大騒音

レベル（ｄB）
規制基準（夜間） 発生源

a (音源高さ) 53 *1 荷さばき車両走行
b ( 〃 ) 43*1 〃
c ( 〃 ) 46 *1 〃

d ( 〃 ) 45*1
45dB以下

第２種・一種住居
〃

*1 法第14条の報告徴収により修正された予測値

45dB以下
第２種区域

第二種住居地域

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，発生源が荷さばき車両走行音であった。

地点ａについては車路方向が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。

表３ 夜間に発生する騒音毎の最大値予測結果（保全対象側）

A (音源高さ) 51
45dB以下

第２種・二種住居
荷さばき車両走行

発生源規制基準（夜間）
最大騒音

レベル（ｄB）
予測地点

保全対象側においても，夜間の規制基準を上回る予測であった。
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なお，地点ｃ，Ａについては予測結果が規制基準を上回るものの，原因となる荷

さばき車両は１日１往復しか走行せず，作業自体も原則として店舗の開店時間内に

行われること，加えて，地点ｃは事業場で夜間の勤務実態がなく，また，地点Ａは

更地で居住実態がないことから,当該店舗の開店により音環境の極端な悪化がもた

らされる可能性は低いと推測される。

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が，今回の変更に伴って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，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。

なお，「住民等の意見書への設置者の対応」に対する検討内容のうち，当部会に

係るものについては，以下のとおりである。

「（３）騒音・防犯対策について」

① 荷さばきについては，事前の聞き取りにおいて，営業時間帯内での作業を基

本とするが，交通事情などにより一時的に夜間時間帯にずれ込んでしまった場

合を想定した届出である旨を確認している。

加えて，荷さばき車両走行は，仮に夜間に作業を行う場合でも１日１往復に

限られ，作業自体も手作業で行われることから，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。

③ 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」

① 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。

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 中山ファッションモール（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 16.43 ㎥

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、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 18.80 ㎥ ＞ 必要容量 16.43 ㎥

※ 指示事項 泉環境事業所とごみ集積施設の事前協議を行うこと。

※ 指示事項 仕切りや表示物等を工夫し他の廃棄物等と混同しないように仕

分けし保管すること。

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 中山ファッションモール

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｣景観計画における市街地景観のゾーンの内、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、ホワイトベージュを基調とした外壁とすることで基準を満たしてい

るという確認をしています。

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。

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
中山ファッションモール

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

14,923.81 2,089.33(14.0%)
2,190.26

※
14.67

※緑化計画面積については、平成 24 年 7 月 5 日付で認定したもので、

加算は無い。

２．緑化内容

全て地被類による緑化である。

中高木の植栽は無い計画であるが、条例に基づく基準を満たしており、住民意見

2-(2)-4)-③は概ね配慮されていると考える。

意見

の有

無

無し

意見

の内

容


