
審議事項

～

設置者による地元説明会の開催日

　届出者（建物設置者）の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

【届出の内容】                                                                               

大規模小売店舗の名称及び所在地

コメリハード＆グリーン山梨万力店

山梨県山梨市万力字足原田９６３番外

○

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所

大規模小売店舗の新設をする日

大規模小売店舗内の店舗面積の合計 ㎡

（大規模小売店舗の床面積の合計） 　　　３，４９４㎡ ㎡
（大規模小売店舗の敷地面積の合計） ㎡

大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

駐車場の位置及び収容台数 駐輪場の位置及び収容台数

位置 位置

収容台数 台 収容台数 台

指針台数 台

荷さばき施設の位置及び面積 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位置 位置

面積 ㎡ 容量 ㎥

指針容量 ㎥

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 来客が駐車場を利用することができる時間帯

開店時刻 7 時

閉店時刻 9 時

駐車場の自動車の出入口の数及び位置 荷さばきを行うことができる時間帯

出入口の数 4 箇所

出入口の位置

大規模小売店舗立地法第５条第１項の届出
【コメリハード＆グリーン山梨万力店】

建物平面図（図４） 建物平面図（図４）
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　株式会社コメリ
　　代表取締役　捧雄一郎

　　　新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

名　称

所在地

25

16,295.33

建物配置図（図３） 建物配置図（図３）

213 10

届 出 日 令和元年11月21日

公 告 日 令和元年12月5日

縦 覧 期 間 令和元年12月5日 令和2年4月6日

令和2年1月17日

氏名又は名称 住　　　　　所

213

その他（未定）

氏名又は名称 住　　　所

　本件は、西関東道路の万力ランプ東側にホームセンターを新設する旨の届出である。

21

午前
　駐車場 　午前6時30分～午後9時30分

午後

荷さばき施設 　午前７時～午後9時
建物配置図（図３）

株式会社コメリ　代表取締役　捧雄一郎 　新潟県新潟市南区清水４５０１番地１

4,264

4,663.44

令和2年7月22日
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審議事項
【交通関係】

交差点飽和度等の予測

●店舗周辺３箇所の交差点で交通量調査を実施し、平日・休日それぞれのピーク時間帯を計測した。

西関東道路入口（平日：１７時～１８時、休日：１１時～１２時）

フルーツ公園入口（平日：１７時～１８時、休日：１５時～１６時）

万力一区（平日：１７時～１８時、休日：１１時～１２時）

●開店後のピーク１時間当たりの新規発生交通量については、指針の必要駐車台数の計算式から

　算出した。

一日の来店自動車台数　：　 台 　ピーク１時間の来店自動車台数　： 台

●アクセス経路を考慮し、４つのゾーンに分割し、ピーク時の発生自動車来店台数に各ゾーンの世帯数

　構成比を乗じて、ゾーン別来店台数を設定した。

構成比　２９．０％％ ピーク時台数　　　２２台台

構成比　　９．３％％ ピーク時台数　　　　７台台

構成比　　９．３％％ ピーク時台数　　　　７台台

構成比　　９．３％％ ピーク時台数　　　　７台台

●現況交通量のピーク時間帯交通量に来店ピーク時の新規発生交通量を加え、開店後の交差点

　飽和度を予測した。

●各信号交差点において、交差点飽和度は、０．９を下回った（下表参照）。

　※多現示交差点Ｃについては、損失時間を考慮した交差点飽和度上限値（０．８８）を下回った。

●一般的に０．９以下（交差点１は０．８８以下）であれば円滑な交通処理が可能と考えられる。

交差点１ 17 18 時

（西関東道路入口） 11 12 時

交差点２ 17 18 時

（フルーツ公園入口） 15 16 時

交　　差　　点 平休別 ピーク時間帯 現　　況 開 店 後

7.0 17経路D 店舗西側

経路B 店舗南東側

経路C 店舗南西側 17.8 43

66.8 159

交差点１　：

交差点３　：  

交差点２　：  

239

経路A 店舗北東側 8.4 20

1,658

平日 時 ～ 0.400 0.479

休日 時 ～ 0.330 0.410

平日 時 ～ 0.168 0.258

休日 時 ～ 0.201 0.292

※交差点３（万力一区）については、信号機の無い交差点であるため（信号のサイクル（現示）が
　無いので）、交差点飽和度の検証は行わない。
※交差点３及び出入口における右折入出庫について、交通への支障がないことの検証を行った。
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審議事項
【騒音関係】

等価騒音レベルの予測　　※周囲の各方向から最も影響を受けやすい住居等の屋外で予測する。

●計画地周辺の用途地域は無指定であるが、騒音規制法における区域の区分が第２種区域に

　 指定されているため、都市計画法による用途地域は住居地域及び準住居地域に当てはまり、

   店舗周辺も住居地域に準ずる立地となっているため環境基準の地域の類型はＢとし、昼間

 　５５ｄＢ以下、夜間４５ｄＢ以下を基準値として評価した。

●予測地点は、最も騒音の影響を受けやすい住居が立地し又は立地可能な地点とした。

　 また、予測地点において、高さ（騒音源の高さ、土地の高低差）についても考慮した。

●Ｄ地点では規制基準値を上回ったが、保全対象側のＤ’地点では規制基準値を下回った。

　 （下図参照）

昼間の等価騒音レベルの予測値 夜間の等価騒音レベルの予測値

6 10 時） 10 6 時）

55 dB dB 45 dB dB

55 dB dB 45 dB dB

55 dB dB 45 dB dB

55 dB dB 45 dB dB

55 dB dB 45 dB dB

55 dB dB 45 dB dB

55 dB dB 45 dB dB

夜間における騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測　※敷地の境界線で予測する。

●予測地点の騒音規制法における区域の区分は第２種区域に該当するため、夜間の規制基準値は

●予測地点は、夜間の騒音発生源の最も影響を受けやすい敷地境界の地点とした。

　 また、予測地点において、高さ（騒音源の高さ、土地の高低差）についても考慮した。

●全ての地点で規制基準値を下回った。

　（下図参照）

dB dB

dB dB

Ｂ 22.8

F（Ｆ１） Ｂ 50.8 F（Ｆ１） Ｂ 20.2

E（Ｅ１） Ｂ 53.5

予測地点

　 ４５ｄＢである。

E（Ｅ１）

A（Ａ１） Ｂ 46.1 A（Ａ１） Ｂ 17.7

B（Ｂ１） Ｂ 42.4 B（Ｂ１） Ｂ 18.0

区域の区分 規制基準値 予測値(最大)

ｅ（ｅ１） 第2種区域 45 19.8

ｄ（ｄ２） 第2種区域 45 43.4

（午後 時～午前

予測値 予測地点 予測値類型予測地点 類型 基準値 基準値

（午前 時～午後

Ｄ’（Ｄ’１） Ｂ 47.0 Ｄ’（Ｄ’１） Ｂ 28.5

C（Ｃ１） Ｂ 45.2 C（Ｃ１） Ｂ 22.3

Ｄ（Ｄ１） Ｂ 58.6 Ｄ（Ｄ２） Ｂ 36.3
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審議事項

○　山梨市からの意見書（法第８条第１項）

（令和２年３月２７日付け梨商労１第３－１９号で回答あり）

○　意見を有する者からの意見（法第８条第２項）

意見なし

○　連絡会議構成課からの意見の概要（連絡会議運営要領第３条第２項）

所　属　名 生活環境の保持の見地からの意見の概要

【コメリハード＆グリーン山梨万力店】

届出に係る意見の状況

大気水質保全課

１．騒音の総合的な予測について（P.16,113,115関係)
　予測地点Ｄにおいて、事業者が騒音規制区域を基に自主設定した基準値
（環境基準B類型 昼間55dB）を超過するが、現在の保全対象となる宅地ま
での間に農地が緩衝地帯となり、保全対象側では基準を下回っている。
　今後、当該農地に住居等が立地することとなる場合は、事業者が記載した
対策(P.16,115)を確実に実施し、苦情等の事前防止に努めること。

環境整備課

廃棄物処理業者の選定
（ｐ．２５　ア　廃棄物関係　（ウ）廃棄物の保管・運搬・処理　ｂ　収集運搬業
者、処理業者、処理方法）

１．店舗から排出される廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（以下「法」という。）に規定する一般廃棄物と産業廃棄物に区分してくださ
い。

２．区分した一般廃棄物と産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、法に
規定する収集運搬又は処分を委託できる者に委託してください。

３．委託先等決定後は、その結果を速やかに報告してください。

道路管理課

・出入口設置に伴い、歩道等の道路構造の改修を伴う場合は、道路法第２
４条の許可が必要となるため、山梨県峡東建設事務所道路課と協議し、許
可を得ること。

・出入口設置に伴い、新たな渋滞の発生が予想される。周辺地域の生活環
境保持のため渋滞が発生しないよう対策を講じるなど配慮してほしい。

交通規制課

事項（項目）名 意見の内容 理由

１（１）⑥経路の設定等

計画地東側の市道１４０１４
号線について、国道１４０号
への抜け道としての通行を
抑制するための看板設置を
お願いする。

市道１４０１４号線は、狭あいな生活道路であり、
車両によっては通行が不可能となるため、通行
箇所の明確化が必要である。

繁忙時には、周辺道路の混雑状況、来店客数等を勘案し、必要に応じて交
通誘導員を配置し、交通事故防止を図ること。

駐車場出入口に対し、注意喚起看板設置等の安全対策を講じること。
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