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大規模小売店舗立地法に基づく新設届

「（仮称）Frespo富沢西」概要

１ 大規模小売店舗の名称、所在地 （仮称）Frespo富沢西
仙台市太白区富田字京ノ北

52-1 外

２
大規模小売店舗を設置する者の

氏名（名称）、代表者、住所

大和リース株式会社

代表取締役 森田 俊作

大阪市中央区農人橋二丁目1番

36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

株式会社ツルハ 代表取締

役 鶴羽 順

札幌市東区北24条東20 丁目1

番21号

フローリスト花の杜株式会

社 代表取締役 関 光枝
仙台市太白区袋原字小原51

未定

４ 大規模小売店舗の新設をする日 令和元年8月17日

５
大規模小売店舗内の店舗面積の

合計
3,582.70㎡

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
駐車場1 建物外平面駐車場 141台

合計 141台

② 駐輪場の収容台数

駐輪場1 敷地南東側 27台

駐輪場2 敷地西側 25台

駐輪場3 建物北東側 67台

合計 119台

③ 荷さばき施設の面積

荷さばき施設1 A棟西側 61.29㎡

荷さばき施設2 A棟東側 30.71㎡

荷さばき施設3 B棟東側 54.40㎡

合計 146.40㎡

④ 廃棄物保管施設の容量

廃棄物保管施設1
A棟西側

屋内保管庫内
8.458㎥

廃棄物保管施設2
A棟東側

屋内保管庫内
4.190㎥

廃棄物保管施設3
B棟東側

屋内保管庫内
10.784㎥

廃棄物保管施設4
B棟東側

屋外保管庫内
1.798㎥

合計 25.230㎥

資料１
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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

株式会社ツルハ 9:00～22:00

フローリスト花の杜株式会社 9:00～22:00

未定 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
駐車場1 建物外平面駐車場 8:30～22:30

③ 駐車場の自動車の出入口の数 3箇所

出入口1（入口専用）敷地南側

出入口2（出口専用）敷地南側

出入口3敷地北側

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 A棟西側 6:00～22:00

荷さばき施設2 A棟東側 6:00～22:00

荷さばき施設3 B棟東側 6:00～22:00

８ 届出年月日 平成30年12月17日
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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）Frespo 富沢西

説明会の日時・出席人数

【届出前（要綱）】

平成 30 年 10 月 10 日（水）18：00～  12 名

【届出後（法定）】

平成 31 年 1 月 29 日（火）18：00～ 2 名

説明会の会場

【届出前（要綱）・届出後（法定）】

   富沢南集会所

（太白区富沢南一丁目 21 番 5 号）

質疑の内容及びそれに対する回答

【届出前（要綱）】

平成 30 年 10 月 10 日（水）18：00～

意見 応答概要

1

A 棟・B 棟の中核となるテナントを差

し支えの無い程度で教えてほしい。

また、その他テナントにおいても差

し支えの無い程度で教えてほしい。

出店テナントにつきましては、出店者と

の契約の関係上、現段階で申し上げる事

は出来ません。大枠の括りでは、A 棟及

び B 棟は物販店舗、C 棟はサービス店舗、

D 棟は主に飲食、E 棟は小型の物販店舗

を想定しております。

2

D 棟は主に飲食を想定しており、匂

いの対策をどのように考えているか

教えてほしい。

飲食店を想定している場所については、

近隣住宅から離れた位置となるような

配棟計画とさせていただいております。

また、消臭対策については、匂いのきつ

い飲食店の場合、各テナントにおいて消

臭機能を持った排気設備を入れて対応

する等、想定しております。

3

早朝の荷さばき及び荷さばき車両に

おける騒音対策は、管理･運営上どう

ように行っていくのか教えてほし

い。

管理･運営を行う立場としては、テナン

トに対して、荷おろしする際のアイドリ

ング禁止を指示･指導致します。また、

定期的にテナントを交えた会議を行い、

都度けん制をしつつ対応致します。

4

敷地南側商業施設（アクロスプラザ）

は、駐車スペースを緑化しており、

現状駐車場緑地が剥げている。敷地

駐車場内の緑地帯は、アクロスプラ

ザと同様、駐車場緑化とする予定な

のか。また、駐車場緑化は仙台市の

基準値を満たす緑地面積として計上

しているのかどうか教えてほしい。

駐車場緑地ではあるものの、車を止める

部分においてはアスファルト舗装、タイ

ヤが乗らない部分において緑化する計

画でございます。人が通る事で多少痛む

恐れはありますが、車のタイヤが乗る場

所において緑化する計画はございませ

ん。また、仙台市基準値を満たす為の緑

地面積として計上はしておりますが、仙

台市の規定により、駐車マスに含まれて
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いる緑地については、面積の 0.8 倍掛け

を緑地面積としております。

5

（仮称）Frespo 富沢西の「Frespo」

の意味を教えてほしい。

Friendly Spot の略でございます。日用

品の提供を主としているテナントが多

く、週 2･3 回ご利用頂ける施設、地域の

皆さんが集えるような場所という意味

も含めてフレスポとさせていただいて

おります。

6

本計画で熊野宮橋の交通量が増える

場合、対面通行出来ない為、通行が

酷くなると危惧している。一早く仙

台市に熊野宮橋の改修をしてほしい

が、仙台市との協議がどの程度進ん

でいるのか教えてほしい。

太白区役所の方で、熊野宮橋の架け替え

の設計を進めており、設計及び対岸の用

地買収が進んでいけば、事業の道路幅に

合わせて橋を改修する計画は仙台市の

中にあると聞いております。現状、用地

の買収状況により橋の架け替え時期が

確定していないと聞いている為、今回の

交通解析では、現在の橋の幅並び交通の

状況を加味した6方面のエリアからの検

証を行いました。

7

イベントスペースの用途は何か。 通常時は駐車場、イベント時はイベント

スペースとした可変的な利用を計画し

ております。他施設の例で言うと、地域

のお祭りでの利用、近隣学校の発表の場

などの実例がございます。今現状、具体

的な用途は決まっておりませんが、イベ

ントだけでなく、様々な利用方法を検討

しております。

8

イベントスペースは有料かどうか。 営利目的の場合、無料提供は厳しいが、

地域住民の方に当施設の利用をしてい

ただきたい為、地域のイベント時や地域

貢献の場合は無料での提供を検討して

いる。

9

物販店舗の業種を差し支えの無い程

度で教えてほしい。

物販店舗以上の事は、出店者との契約の

関係上、現段階で申し上げる事は出来ま

せん。大きい区画においては、向かいの

アクロスプラザとなるべく業種が被ら

ないようにしていければと思います。

10

地鎮祭、工事着手の日程を教えてほ

しい。

工事着手は 11 月中旬頃、竣工は 4 月末

頃、開店は 5 月末頃を予定しております

が、申請手続きによって遅れる可能性が

ございます。地鎮祭の日程は現在検討し

ており未確定の段階でございます。

11
計画地の東側敷地でテナント募集の

看板があるが、フレスポとの関連性

東側敷地については、計画地と同様、大

和リースで管理･運営を行う為、なるべ
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はあるのか。 くフレスポの同業種とならないように

配慮したいと考えております。施設同士

が連動するかどうかについては、今現状

では考えておりません。

12

現状、信号設置済の道路に車が集中

している。小学校が近くにあり、子

供の安全上も含めて未設置の交差点

に信号を設置してほしい。現状、警

察へ設置要望を出しているが、対応

いただけていない為、事業者からも

要望を出してほしい。

事業者として設置要望を出しています

が、一事業者からの信号の設置要望は

中々受け入れてもらえないのが現状と

なっております。宮城県内各地に信号を

設置する必要があり設置要望も沢山あ

る為、警察としても設置の確約は出来な

い状況であります。設置時期の早まる可

能性として、地域住民からの要望が一番

効果的である為、引き続き要望していた

だければと思います。

【届出後（法定）】

平成 31 年 1 月 29 日（火）18：00～

・質疑なし
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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：交通部会 課 名：道路管理課

店舗名 （仮称）Frespo 富沢西

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

1.検討経過

  店舗計画の協議については、交通管理者（宮城県警察本部交通規制課）、交通政

策課も含め実施した。

2.検討内容

（１）交通障害の有無

・来退店車両による交通障害の有無について、交差点解析などを行い周辺

交通に影響が無いことを確認した。

  （２）安全対策に係る指導事項

    ・店舗計画地南側からの出入りについては、出入口１を入口専用とし左折

イン、出入口２を出口専用とし左折アウトを行うこととし、都市計画道

路富沢山田線への右折アウト抑制のためポストコーンを設置するよう指

導した。

   ・店舗計画出店に伴う交通量推計により、店舗計画地南東の交差点東側の

右折滞留長の延伸及び路面標示等の変更を指導した。

   ・来退店経路の設定にあたっては、近隣主要交差点の渋滞を招くことのな

いよう案内看板を設置し、誘導の徹底を図るよう指導した。

   ・新規開店時及び特に混雑が予想される日などについては、周辺交通に影

響することのないよう車輌等の出入り口に誘導員を配置し、適切な交通

処理及び通行の安全確保に努めるよう指導した。

3.留意すべき事項

なし

＜参考図面等＞

交通量推計資料 7-4 交差点解析結果

7-5 無信号交差点としての解析結果

7-6 計画地北側 No.5 交差点の処理能力検討

添 付 資 料 P7 ⑤駐車場内や出入口付近の交通への支障を回避するための

方策

         添付資料番号④ 建物配置図

別     紙  路面標示等計画平面図（2/2）

部会の意見

の有無
無し

意見の内容

…①
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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）Frespo 富沢西

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

1.検討経過

  駐車場について，「大規模小売店舗立地法」及び「駐車場法」等に基づき，協議

を行った。

2.検討内容

  （１）駐車場の構造等に係る指導事項

    ①駐車場の収容台数が，大店立地法指針に基づく必要駐車台数を満足する

こと。

    ②駐車場の収容台数のうち 3 割以上が 2.5m×6m 駐車マスとして確保され，

そのうち 1 台以上が身障者用駐車マスとして確保されること。

    ③駐車場の構造等について，駐車場法の基準が適用されること。

（２）安全対策に係る指導事項

    ①駐車場内の安全確保のため，停止ラインが路面標示されること。

    ②駐車場出入口の管理について，駐車場利用時間終了後に出入口が閉鎖さ

れること。

＜参考図面等＞

P30 添付資料番号④ 建物配置図

部会の意見

の有無
無し

意見の内容

…①
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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）Frespo 仙台富沢西

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

1.検討結果

騒音及び照明について、騒音規制法、宮城県公害防止条例、仙台市公害防止条例

に基づき、協議を行った。

2.検討内容

①騒音について

・等価騒音レベルの予測結果

総合的な騒音として等価騒音レベルを確認した。いずれの予測地点、時間帯におい

ても環境基準内であり、周辺の居住環境への影響は小さいと推測される。

表１ 等価騒音レベルの予測結果

予測

地点
用途地域

昼間 夜間

等価騒音

レベル(dB)

環境基準

(dB)

等価騒音

レベル(dB)

環境基準

(dB)

Ａ 第一種住居地域 46

55

28

45

Ｂ 第二種中高層

住居専用地域

49 32

Ｃ 49 31

Ｄ

第一種住居地域

43 30

Ｅ 42 30

Ｆ 42 30

(1) 49 35

(2) 5 35

(3) 53 33

(4) 47 35

(5) 46 35

(6) 46 35

  地点Ａ～Ｆは保全対象、地点(1)～(6)は敷地境界における予測地点。

・夜間に発生する騒音の最大値予測結果

夜間は営業時間外であるが、駐車場利用時間は 22 時 30 分までであるため、夜間

の騒音源は、車両走行音・空調屋外機・換気扇およびキュービクルの稼働音となる。

敷地境界(5)(6)において、車両走行音のために規制規制基準を上回ったが、保全

対象側ではすべての地点（Ａ～Ｆ）において基準を満たしていた。

表２ 夜間に発生する騒音の予測値（保全対象側（A～F）及び敷地境界（(1)～(6)）最大値）

予測

地点
用途地域

騒音

レベル(dB)

規制基準

(dB)
騒音源

Ａ 第一種住居地域 35

45

空調屋外機

換気扇

キュービクル

自動車

Ｂ 第二種中高層住居専

用地域

38

Ｃ 36

Ｄ
第一種住居地域

41

Ｅ 40
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Ｆ 38

（表 2 続き）

予測

地点
用途地域

騒音

レベル(dB)

規制基準

(dB)
騒音源

(1)

第一種住居地域

41

45

空調屋外機

換気扇

キュービクル

自動車

(2) 41

(3) 37

(4) 43

(5) 50

(6) 49

・仙台市公害防止条例に基づく定常騒音合成値の予測

定常騒音の合成値が、仙台市公害防止条例の規制基準以内であることを確認した。

②照明について

夜間照明については周辺環境に配慮された計画となっており、周辺の生活環境への

影響は少ないことを確認した。

＜参考図面等＞

① 騒音について

・予測地点              ：騒音予測結果 P4（図 1-1）

・等価騒音レベルの予測結果      ：騒音予測結果 P22～25（表 4-1①②、4-2①②）

・夜間の騒音レベル最大値の予測結果 ：騒音予測結果 P26～27（表 4-3①、4-4①）

② 照明について

・電灯設備全体配置図および照度分布図 ：届出の添付書類  

部会の意見

の有無
無し

意見の内容

②

…③

｝
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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：事業ごみ減量課

店舗名 （仮称）Frespo 富沢西

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

1.検討経過

廃棄物等に関する処理計画について、「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」等に基づき、協議を行った。

2.検討内容

（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必

要保管容量を適正に予測している。

    廃棄物等の必要保管容量  16.34 ㎥

    （小売店舗及び小売店舗以外の施設からの排出を含む）

（２）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、排出予測量を十分保管できる計画とな

っている。

※ 計画保管施設容量     必要保管容量

25.23 ㎥  ＞ 16.34 ㎥

（３）廃棄物の運搬・処理方法等

廃棄物の運搬については、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。

（４）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.留意すべき事項

  なし。

＜参考図面等＞

添付資料番号④  （P.30）

添付資料番号⑬～⑯ （P.39～49）

部会の意見

の有無
無し

意見の内容

…①
…④



12

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）Frespo 富沢西

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

１．検討経過

計画地は、仙台市「杜の都」景観計画における市街地景観のゾーンのうち郊外住

宅地ゾーンに位置しており、当該計画に定める基準について協議を行った。

なお、計画建物は、景観計画区域に係る行為の届出が不要な規模となるが、景観

計画の基準に適合した計画であると判断する。

２．検討内容

建築計画は、全棟平屋建てとし、高さを抑えることで景観の保全に配慮し、また、

外壁色及びデザインを統一する計画としている。

屋外広告物については、屋外広告物条例の規定を満たしており、主要な広告物に

ついては、建物外壁と同様の意匠、色彩の計画とし、調和を図っている。また、サ

イン等の広告物は、全体的に茶、グレー系の色彩とし、落ち着いた色味の計画とし

ている。

３．留意事項

なし

＜参考図面等＞

・街並み協議資料 ～景観計画資料～

P11～17 各棟立面図

P18   全体立面図

P24,25 パース

P28   サイン計画図

部会の意見

の有無
無し

意見の内容

｝…⑤
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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：街並み部会 課 名：百年の杜推進課

店舗名 （仮称）Frespo 富沢西

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

1.検討経過

  杜の都の環境をつくる条例に基づき緑化計画について検討を行った。なお、平

成 31 年 4 月 18 日付で同条例に基づき認定を行っている。

2.検討内容

（１）緑化計画面積

敷地面積 必要緑化率 緑化基準面積 緑化計画面積（緑化率）

1,4632.19 ㎡ 14.00％ 2048.50 ㎡ 2324.53 ㎡（15.88％）

（２）緑化内容

地表面の緑化については全て樹木によって計画されており、ボリュームのあるも

のとなっている。また敷地外周部の緑化が図られているため、周辺環境への配慮も

認められる。樹種の選定においては、日照の少ない敷地北側に、陰樹であるヤマモ

モを配置することで、樹木の生育条件も考慮されている。

3.留意すべき事項

建築物屋根部分は、基本的にメンテナンスを必要としないツルマンネングサによ

って緑化が計画されているが、灌水装置を設置しないため、日照条件等によっては

人の手によって灌水を行う等、手入れが必要となること。

＜参考図面等＞

・街並み協議資料 14 植栽計画図 ｐ.49

・街並み協議資料 15 全体緑化面積求積図 ｐ.50

部会の意見

の有無
無し

意見の内容

…⑥
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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：総括部会 課 名：地域産業支援課

店舗名 （仮称）Frespo 富沢西

検討経過

及び内容

（住民等の意

見に関する検

討を含む。）

１．検討経過

店舗計画全体について、「大規模小売店舗立地法」の趣旨に基づき、平成 30 年

2 月 14 日に出店計画書の提出を受け、計画の準備段階より協議を行った。

２．検討内容

届出内容について、周辺環境に対して影響が及ばないよう、関係部局と協議し、

配慮するよう求めた。また、住民説明会でのやり取りを踏まえ、地域住民とも調

整するよう求めた。

３．留意すべき事項

店舗繁忙期などには、交通誘導員を配置するとともに、道路に駐車待ち車両が

発生するなど周辺環境に影響を及ぼす場合は、迅速かつ適切な対応を取り、安全

な店舗運営に努めること。

部会の意見

の有無
無し

意見の内容


