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大規模小売店舗立地法に基づく新設届

「（仮称）ヨークベニマル仙台太子堂店」概要

1 大規模小売店舗の名称、所在地
（仮称）ヨークベニマル

仙台太子堂店

仙台市あすと長町土地区

画整理事業地29街区２他

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

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

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２５年７月２６日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 ２，６１６㎡

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 １４７台

② 駐輪場の収容台数 １６３台

③ 荷さばき施設の面積 ９０㎡

④ 廃棄物保管施設の容量 １２㎥

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 ９：００～２３:００

②
来客が駐車場を利用することができ

る時間帯
８：３０～２３：３０

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２４年１１月３０日

資料２
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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）ヨークベニマル仙台太子堂店

説明会の日時・出席人数 平成 25 年 1 月 18 日（金）

１回目：16:00～16:40 ４名

２回目：18:00～18:40 ３名

７名

説明会の会場 太白区中央市民センター中会議室

（仙台市太白区長町５丁目３番２号）

質疑等

【１回目】

Ｎｏ 意見陳述 回答

１ ヨークベニマル以外のテナント出店

はあるのか。

敷地や売場の制約から、大型テナントの出店は考

えていません。駅前なので、コーヒーショップや、花

屋等を検討中です。

【２回目】

Ｎｏ 意見陳述 回答

１ あすと長町店のように、大型のテナ

ント出店はあるのか。

敷地や売場の制約から、大型テナントの出店は考

えていません。

２ 近くに飲食店がないので、飲食店

の出店をお願いしたい。

現在のところ確定したテナントはありませんが、フ

ードコートやコーヒーショップ等のテナント出店につ

いて検討中です。

３ 他の店舗とは違う新しい店舗づくり

をお願いしたい。

あすと長町店と比べて売場面積を広く確保し、よ

りお客さまの要望に応えられる品揃え等により、

他店舗と差別化を図っていきたいと思います。

４ 南側出入口の右折入出庫禁止

は、警察からの指導なのか。

県警本部交通規制課等からの指導により右折入

出庫禁止としています。右折入出庫しないように

交通誘導や案内表示を徹底する計画です。

５ 土地は借地なのか。 借地です。

６ 隣接するカワチ薬品と駐車場を共

有することはないのか。

現在のとこと、駐車場を共有する計画はありませ

んが、お客さまの要望をふまえて、今後検討する

かもしれません。

７ ２３時閉店ということだが、青少年

の防犯についてどのように考えて

いるのか。

閉店後は駐車場出入口を閉鎖し、暴走車両等の

進入を防ぐ他、警察や地域と連携しながら対策し

ていきたいと考えています。

８ あすと長町店で、地場野菜を取り

扱っているが、太子堂店でも扱うの

か。

太子堂店においても地場野菜を取り扱う予定で

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）ヨークベニマル仙台太子堂店

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」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。

駐輪場案内板等の設置を指導した。

来退店経路について検討を行い，渋滞など大きな影響はないとの結果であった。

市の意見

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 課 名：交通政策課

店舗名 （仮称）ヨークベニマル仙台太子堂店

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，駐車場法及び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。

・仙台市運用基準からの算出による必要駐車台数を満足し、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。

・駐車場の構造等について駐車場法上の基準を準用していること。

・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

ンが路面標示されること。

・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標示さ

れること。

・歩行者の安全確保のため，路面標示による歩行者通路が設置すること。

・駐車場出入口の管理について，閉店後は閉鎖されること。

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)ヨークベニマル仙台太子堂店

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

A1/B1 (1階) 45 37

A1/B1 (2階) 45 37

A2/B2 (1階) 47 40

A2/B2 (2階) 47 40

A3/B3 (1階) 53 47

A3/B3 (2階) 54 47

A4/B4 (1階) 55 48

A4/B4 (2階) 56 48

60 50

予測地点 地域類型
等価騒音レベル（ｄB） 環境基準（ｄB）

Ｃ類型
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。

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。

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) 50 給排気口
3 ( 〃 ) 39 空調室外機
6 ( 〃 ) 46 給排気口

10(遮音壁上端) 45 〃
13 ( 〃 ) 46 〃
14( 〃 ) 28 空調室外機
23( 〃 ) 34 〃
28( 〃 ) 28 〃

32 (音源高さ) 47 〃
48 ( 〃 ) 41 冷凍室外機

5-1 (音源高さ) 57 48 来客自動車走行
19-2(遮音壁上端) 47 〃
1-2 (音源高さ) 64 55 来客二輪車走行
9-8 ( 〃 ) 79 70 〃

発生源規制基準（夜間）
最大騒音レベル（ｄB）

予測地点

定
常
音

変
動
音

50dB以下
第３種・商業

50dB以下
第３種・商業

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，変動音に係る発生源が来客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。

対策：① 駐車場内は 10km/h 規制とする

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。
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1-2 および 9-8 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。

1-2 および 9-8 地点については，ともに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（抜粋・騒音対策後・保全対象側

予測地点（発生源）
最大騒音

レベル（ｄB）
規制基準（夜間） 発生源

1-2' (音源の高さ) 36 来客二輪車走行
9-8' ( 〃 ) 37 〃

50dB以下
第３種・商業

保全対象側においては，規制基準を下回る予測であり，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，予測地点における夜間最大値予測結果で，一部敷地境界上で規制基

準を上回る結果が見受けられたが，当該店舗の開店に伴って店舗から発生する音に

より周辺生活環境へ与える影響は少ないと考えられる。

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。

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）ヨークベニマル仙台太子堂店

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。

※ 排出予測量 8.099 ㎥

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

廃棄物等保管施設の設置については、建物内「敷地内」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。

※ （仮称）ヨークベニマル仙台太子堂店 計画保管施設容量

12.069 ㎥ ＞ 必要容量 8.099 ㎥

※ 指摘事項 ごみ集積施設設置に関する事前協議を太白環境事業所と行なう

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
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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）ヨークベニマル仙台太子堂店

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うち沿線市街

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、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。

市の意見

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）ヨークベニマル仙台太子堂店

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
条例上の

緑化率

緑化基準

面積

緑化計画

面積
緑化率

10,547.00 ㎡ 7％ 738.29 ㎡ 1,148.00 ㎡※ 10.88％

※緑化計画面積については、平成 25 年 3 月 13 日付で認定したもの。

２．緑化内容

条例に基づく基準を満たしており、沿道部に植栽（中木・低木類）を計画

し、接道部緑化に努めた内容となっている。

また、接道部や市道交差点付近に中木を配置して緑量を確保し、街並みや

景観に対し配慮している。

市の意見

の有無
有り 無し

意見の内容


