
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

クスリのアオキ石和広瀬店

山梨県笛吹市石和町広瀬字不二塚町１３７４番１５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

9 時

10 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 3 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
【クスリのアオキ石和広瀬店】

店舗平面図（図面４） 店舗平面図（図面４）
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　株式会社クスリのアオキ
　　代表取締役　青木宏憲

石川県白山市松本町２５１２番地

名　称

所在地

石川県白山市松本町２５１２番地

13

6,373

建物配置図（図面３） 建物配置図（図面３）

53 23

届 出 日 令和2年7月22日

公 告 日 令和2年8月6日

縦 覧 期 間 令和2年8月6日 令和2年12月7日

氏名又は名称 住　　　　　所

53

株式会社クスリのアオキ　代表取締役　青木宏憲

氏名又は名称 住　　　所

　本件は、広瀬交差点東側の国道２０号線沿いへドラッグストアを新設する旨の届出である。

午前

午後

開店時刻

閉店時刻
駐車場 　午前8時30分～午後10時30分

13

荷さばき施設 　午前6時～午後10時
建物配置図（図面３）

1,383

1,629

令和2年8月20日

令和3年3月23日
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審議事項
【交通関係】

交差点需要率等の予測

●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。

広瀬（平日：８時～９時、休日：１５時～１６時）

四日市場西（平日：８時～９時、休日：１０時～１１時）

大口町（平日：８時～９時、休日：１０時～１１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つのエリアに分割し、ピーク時の発生自動車来店台数に各エリアの世帯数

　構成比を乗じて、エリア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　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

●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

　需要率を予測した。

●各信号交差点において、交差点需要率は、０．９を下回った（下表参照）。

　※交差点Ａ、Ｂは多現示交差点のため、損失時間を考慮した交差点需要率上限値を下回った。

●一般的に０．９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Ａ 8 9 時

（広瀬） 15 16 時

交差点B 8 9 時

（四日市場西） 10 11 時

交差点C 8 9 時

（大口町） 10 11 時

0.553

交　　差　　点 平休別 ピーク時間帯 現　　況 開 店 後

平日 時 ～ 0.525 0.551

休日 時 ～ 0.553

エリア３ 店舗北東側 18.7

7.9

84

エリア２

16

交差点Ａ　：

交差点Ｃ　：  

0.145

7

エリア１－２ 店舗北西側 33.8

交差点Ｂ　：  

28

店舗南側 39.6 33

586

休日 時 ～ 0.460 0.481

0.266

休日

エリア１－１ 店舗南西側

時 ～

時 ～

平日 0.234

0.186

平日 時 ～ 0.610 0.624
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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地域であるが、騒音規制法における区域区分が第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５５

 　ｄＢ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。

●全ての予測地点において環境基準値を下回った（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

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。

●夜間の自動車走行騒音以外の騒音レベルの最大値（合成値）について、ｂ、ｂ'地点で規制基準値を

　下回った。敷地境界ａ地点では規制基準値を上回ったが、保全対象側のａ’地点では規制基準値を

　下回った。

夜間の自動車走行騒音以外の騒音レベル最大値（合成値）

dB dB

dB dB

dB dB

dB dB

●夜間の自動車走行騒音ベルの最大値について、ａ、ａ'地点で規制基準値を下回った。

　敷地境界ｂ地点では規制基準値を上回ったが、出入口Ａを２２時に閉鎖することにより、保全対象側

　のｂ’地点では規制基準値を下回った。

夜間の自動車走行騒音レベル最大値評価

dB dB

dB dB

dB dB

dB dB

Ｂ 31.5

ｂ 第2種区域 45 72.4

Ｂ Ｂ 46.7 Ｂ

予測地点

区域の区分 規制基準値 予測値(最大)

C Ｂ 36.8 C Ｂ 20.8

予測値 予測地点 予測値類型

Ａ Ｂ 45.8 Ａ Ｂ 29.8

　 ４５ｄＢである。

区域の区分 規制基準値 予測値(最大)

ｂ’ 第2種区域 45 44.9

ａ 第2種区域 45 39.6

ａ’ 第2種区域 45 39.5

予測地点

ｂ

予測地点 類型 基準値 基準値

（午前 時～午後 （午後 時～午前

45 35.2

ａ 第2種区域 45 54.3

ａ’ 第2種区域 45 42.1

第2種区域 45 30.8

ｂ’ 第2種区域
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審議事項

○　笛吹市からの意見書（法第８条第１項）

（令和２年９月８日付け笛観第９－７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

【クスリのアオキ石和広瀬店】

届出に係る意見の状況

廃棄物に係る事項等

排出されるごみは、事業系
廃棄物として適切な管理及
び処理を行ってください。(市
の収集へは出せません)

廃掃法第3条に基づき、事業系一般廃棄物につ
いては排出者である事業者自らの責任において
処理が必要。

防災・防犯対策への協力

消火栓、防火水槽等から半
径100ｍ以内に、事業敷地全
体が含まれているかを確認
してください。

笛吹市では消防に必要な水利強化のため、既存
の消火栓防火水槽又は河川等から半径100m以
内でお願いしている。消防水利の基準第4条

騒音の発生に係る事項

営業活動に伴って発生する
騒音について、騒音の防止
に関連する法令を遵守する
とともに、周辺地域の生活環
境の悪化を防止するための
必要な配慮を行うものとする

騒音規制法や山梨県生活環境の保全に関する
条例等に基づき騒音対策を行うことも重要だが、
深夜・早朝の荷さばき等の営業活動により地域
住民より苦情が発生するケースがあるため、騒
音をできるかぎり低減させ、地域住民の生活環
境へ与える影響を抑えるように配慮をお願いした
い。

騒音の発生に係る事項
荷さばき作業に伴う騒音対
策に配慮すること

過去に市内の商業施設において、市民より荷さ
ばき中の作業音について苦情が寄せられるケー
スがあった。荷さばき作業は様々な音源から騒
音問題となりやすく、特に深夜・早朝など静穏な
生活環境に対して大きな影響を及ぼすおそれが
あることから、荷さばき作業の時間帯や運搬車両
のアイドリングストップの徹底や積み下ろし作業
時の緩衝材の使用などの配慮をお願いしたい。

事項（項目）名 意見の内容 理由

騒音の発生に係る事項

室外機等の付帯設備や、店
舗内におけるBGMやアナウ
ンス等の営業宣伝活動によ
る騒音の発生に対して配慮
すること

室外機等の付帯設備で発生する作動音や店舗
内から響くBGM・アナウンス等は地域住民からの
苦情になりやすいため、付帯設備については騒
音を抑える対策を行い、BGMやアナウンスなどに
ついては音量調整を行う等の配慮をすること

廃棄物に係る事項等

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律改正前の一般廃棄
物(地下埋設)については開
発者の責任において事前調
査をすること

廃掃法においては過去に埋設された廃棄物につ
いての土地所有者責任については、明確な規定
がないため。
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審議事項
○　連絡会議構成所属からの意見の概要（連絡会議運営要領第３条第２項）

大気水質保全課
事業場の夜間騒音（P.14）について
夜間の騒音レベルの予測結果が、予測地点a及び予測地点bにおいて規制
基準を超過することから、事前に笛吹市と対応等について協議を行うこと。

環境整備課

廃棄物処理業者の選定
（ｐ．２０　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．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。

２．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
店舗周辺で新山梨環状道路の建設構想がありますが、国土交通省が所管
となりますので情報提供致します。

交通規制課

１．繁忙時及び混雑時には、周辺道路の混雑状況、来店者数等を勘案し、
必要に応じて交通誘導員を配置するなどの交通事故防止を図ること。

２．各出入口については、左折イン・左折アウトを励行させるための注意喚
起看板を設置すると共に来店者に対し、入退店経路の明確化を図るため、
矢印等による誘導を実施すること。

所　属　名 生活環境の保持の見地からの意見の概要
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