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議  事 

（１）「（仮称）ホームセンターコーナン足立扇店」の新設について 

 

○松波会長 まず、足立区の「（仮称）ホームセンターコーナン足立扇店」におけるコー

ナン商事株式会社による新設の届出の案件です。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○金子課長代理 着座にて失礼します。 

 では、審議案件の概要、「（仮称）ホームセンターコーナン足立扇店」の新設について、

ご説明申し上げます。 

 資料１の１ページ、「１ 届出の概要」をご覧ください。 

 届出日は令和元年８月５日、設置者はコーナン商事株式会社、店舗の名称は「（仮称）

ホームセンターコーナン足立扇店」、所在地は足立区扇三丁目６３番２ほか、小売業者名

はコーナン商事株式会社での届出となっております。 

 新設する日は、令和２年４月６日、店舗面積は６，２７６平方メートルです。 

 駐車場は、敷地内西側に５４台、店舗３階に１０５台、店舗屋上階に１２１台、いずれ

も自走式の平面駐車場で、合計２８０台分整備します。指針による小売店舗の必要駐車台

数２７９台を上回る措置となります。このほか、従業員用に４台、施設全体で２８４台の

駐車場を設けることとしています。駐車場の出入口は、１カ所の設置となります。 

 自動二輪車用駐車場は、５台分設けています。 

 駐輪場は、敷地内北側に№１駐輪場２３台、№２駐輪場２０台、№３駐輪場８３台、敷

地内西側に№４駐輪場１００台、北西側に№５駐輪場５台、合計２３１台を届出駐輪場と

しています。 

 足立区自転車等の駐車秩序及び自転車等駐車場の整備に関する条例及び足立区環境整備

基準における必要台数２２５台を上回る措置となります。 

 このほか、従業員駐輪場として１０台分整備する予定です。 

 荷さばき施設は、敷地内北東側に設置しまして、面積は５０平方メートル分を設けます。

使用時間帯は、午前６時から午後１０時までです。 

 廃棄物等の保管施設は、店舗２階に１カ所、容量３０．２４立方メートル分を確保しま

す。物販店舗分の面積から算出した排出予測量は、２８．１３立方メートルであり、十分



2 

 

な保管量を用意しています。 

 開店及び閉店時刻は、午前６時半の開店、午後１０時の閉店です。 

 駐車場の利用時間帯は、午前６時１５分から午後１０時１５分までです。 

 次に、「２ 周辺の生活環境等」です。 

 当該店舗は、日暮里・舎人ライナー「高野駅」から北約１６０メートルに位置しており、

用途地域は工業地域です。 

 店舗周辺の状況ですが、東側は区道を挟んで駐車場が立地、西側は都道を挟んで事業所

が立地、南側は事業所及び住居が隣接、北側は区道を挟んで区立公園が立地といった環境

となっています。 

 参考情報ですが、当該敷地は従前はゴム会社の工場があった場所と聞いています。 

 「３ 説明会について」ですが、令和元年９月１８日（水）午後７時から午後７時３０

分まで西新井本町住区センター大広間で行われまして、出席者数は１２名と報告を受けて

おります。 

 説明会では、コーナン以外のテナント誘致の予定はないのか、食品の取り扱いはないの

か等の質問が住民の方から寄せられたとのことです。 

 これに対して設置者より、コーナン以外のテナントは考えていないこと、食品はお茶や

スナック菓子程度の販売は考えていること等の説明を行い、住民の方へ理解を求めたとの

ことでした。 

 「４ 法８条に基づく意見」ですが、足立区の意見を令和元年１２月２日に受理してお

りますが、意見はございません。公告による申出者の意見もございませんでした。 

 以上で、事務局からの説明を終了いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○松波会長 それでは、ただいまの事案について、ご審議をお願いします。 

 宇於﨑委員、ございますか。 

○宇於﨑委員 ありません。 

○松波会長 中西委員、ございますか。 

○中西委員 ございません。 

○松波会長 新田委員、ございますか。 

○新田委員 ございません。 
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○松波会長 吉田委員、ございますか。 

○吉田委員 ございません。 

○松波会長 岡村委員、ございますか。 

○岡村委員 ありません。 

○松波会長 木村委員、ございますか。 

○木村委員 ございません。 

○松波会長 上野委員、ございますか。 

○上野委員 ございません。 

○松波会長 野田委員、ございますか。 

○野田委員 ございません。 

○松波会長 それでは、審議会としましては、本案件は意見なしと決定いたしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

 それでは、「（仮称）ホームセンターコーナン足立扇店」における、コーナン商事株式

会社による新設の届出については、次のように決定いたします。 

 本案件に係る届出は、足立区の意見がないことと、大規模小売店舗立地法第４条に基づ

く指針を勘案し、総合的に判断して、意見なしとすると決定いたします。 

 

（２）「（仮称）一之江８丁目駅前計画」の新設について 

 

○松波会長 続きまして、江戸川区の「（仮称）一之江８丁目駅前計画」における彦田正

夫さんほか１名による新設の届出の案件です。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○金子課長代理 では、審議案件の概要「（仮称）一之江８丁目駅前計画」の新設につい

て、ご説明申し上げます。 

 資料１の３ページ、「１ 届出の概要」をご覧ください。 

 届出日は令和元年８月２９日、設置者は彦田正夫さんほか１名、店舗の名称は「（仮称）

一之江８丁目駅前計画」、所在地は江戸川区一之江八丁目２番７ほか、小売業者名は株式

会社マルエツほか未定での届出となっております。 
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 新設する日は、令和３年７月１日、店舗面積は２，３４２平方メートルです。 

 駐車場は、店舗地下１階に２１台分整備します。指針による小売店舗の必要駐車台数は

１６台、これに飲食店及び診療所の併設施設分として算定した３台分を加えた１９台を上

回る措置となります。このほか、住宅用に１４台、施設全体で３５台の駐車場を設けるこ

ととしています。駐車場の出入口は、１カ所の設置となります。 

 自動二輪車用駐車場は、８台分設けています。 

 駐輪場は、敷地内西側に№１駐輪場６７台、敷地内東側に№２駐輪場７３台、合計１４

０台を届出駐輪場としています。 

 江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例における必要台数１３９台を上回

る措置となります。 

 このほか、住宅用駐輪場として、別途１０４台分整備する予定です。 

 荷さばき施設は、敷地内南側に設置しまして、面積は４６平方メートル分を設けます。

使用時間帯は、午前６時から午後１１時までです。 

 廃棄物等の保管施設は、店舗１階に１カ所、容量１１．７０立方メートル分を確保しま

す。物販店舗分の面積から算出した排出予測量は、１０．９１立方メートル分であり、十

分な保管量を用意しています。また、同じ部屋で保管を行う併設施設分の廃棄物も合わせ

た容量の検証も行っておりますが、充足することを確認しております。 

 開店及び閉店時刻は、１階から３階のスーパー、マルエツは２４時間営業、１階の一部、

医薬品の店舗は午前９時から午後１０時となっております。 

 駐車場の利用時間帯は、２４時間です。 

 次に、「２ 周辺の生活環境等」です。 

 当該店舗は、都営新宿線「一之江駅」の、南４０メートルに位置しており、用途地域は

近隣商業地域です。 

 店舗周辺の状況ですが、東側は区道を挟んで雑居ビルが立地、西側は区道を挟んでスポ

ーツクラブ、保育所及び駐車場が立地、南側はマンションが隣接、北側は駅前広場及び雑

居ビルが立地といった環境となっています。 

 参考情報ですが、当該敷地は従前は平面式の時間貸し駐輪場があった場所と聞いており

ます。 

 「３ 説明会について」ですが、令和元年９月２６日（木）午後７時から午後８時まで
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瑞江会館で行われまして、出席者数は３４名と報告を受けております。 

 説明会では、駐車場の出入口には誘導員は配置されるのか、西側道路沿いに設けられる

駐輪場に出入りする際、歩行者の妨げになるのではないか、駐車場や駐輪場は有料か等の

質問が住民の方から寄せられたとのことです。 

 これに対して設置者より、駐車場出入口には、オープン時や繁忙時に誘導員を配置する

こと、駐輪場は串刺しではなく建物に並行する形状とし、道路境界部には緑地を設けるこ

とで道路へのはみ出しを防止するほか、繁忙時には適宜整理を行うこと、駐車場及び駐輪

場は住環境保全の観点からも有料とする必要があると考えており、例えば１時間無料でそ

の後は相場よりも高い価格設定とするなど、来客以外の利用を抑制する方法を検討してい

ること等の説明を行い、住民の方へ理解を求めたとのことでした。 

 「４ 法８条に基づく意見」ですが、江戸川区の意見を令和元年１２月３日に受理して

おりますが、意見はございません。公告による申出者の意見もございませんでした。 

 以上で、事務局からの説明を終了いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○松波会長 それでは、ただいまの事案について、ご審議をお願いいたします。 

 宇於﨑委員、ございますか。 

○宇於﨑委員 いえ、結構です。 

○松波会長 中西委員、ございますか。 

○中西委員 ありません。 

○松波会長 新田委員、ございますか。 

○新田委員 ございません。 

○松波会長 吉田委員、ございますか。 

○吉田委員 ございません。 

○松波会長 岡村委員、ございますか。 

○岡村委員 特にありません。 

○松波会長 木村委員、ございますか。 

○木村委員 一つだけ教えていただきたいんですけれども、この店舗は開店が令和３年７

月で、まだ１年半ぐらいあるんですけれども、これは何か特段の理由があるんでしょうか。 

○金子課長代理 こちら、一部マンションも併設された建物となっておりまして、工事に
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非常に時間がかかるということで、通常の店舗だけの施設よりも早い届出となっておりま

す。 

○松波会長 上野委員、ございますか。 

○上野委員 ございません。 

○松波会長 野田委員、ございますか。 

○野田委員 ございません。 

○松波会長 それでは、「（仮称）一之江８丁目駅前計画」における、彦田正夫さんほか

１名による新設の届出については、次のように決定いたします。 

 本案件に係る届出は、江戸川区の意見がないことと、大規模小売店舗立地法第４条に基

づく指針を勘案し、総合的に判断して、意見なしとすると決定いたします。 

 

（３）「ＨＡＮＥＤＡ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＣＩＴＹ」の新設について 

 

○松波会長 続きまして、大田区の「ＨＡＮＥＤＡ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＣＩＴＹ」

における羽田みらい特定目的会社による新設の届出の案件です。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○金子課長代理 では、審議案件の概要「ＨＡＮＥＤＡ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＣＩＴ

Ｙ」の新設についてご説明申し上げます。 

 資料１の５ページ、「１ 届出の概要」をご覧ください。 

 届出日は令和元年９月２日、設置者は羽田みらい特定目的会社、店舗の名称は「ＨＡＮ

ＥＤＡ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＣＩＴＹ」、所在地は大田区羽田空港一丁目１０番の２

ほか、小売業者名は山崎製パン株式会社ほか未定での届出となっております。 

 新設する日は、令和２年７月１日、店舗面積は１，２８６平方メートルです。 

 ＨＡＮＥＤＡ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＣＩＴＹは、羽田空港の跡地を大田区が取得し、

「新産業創造・発信拠点」の形成を目指して実施する「羽田空港跡地第一ゾーン整備事業」

の第一期事業として整備される施設です。 

 今回の届出は、第一期事業のうち、２０２０年に開業を予定している研究開発施設、オ

フィス、イベントホール、会議・研修施設、日本文化の発信施設等の部分です。 

 これらの施設のすぐ西側では、先端医療研究センター等が増築される予定で、２０２２
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年に開業予定です。 

 また、計画地南西側では、都市計画公園や水辺に隣接した土地等を活用した憩いと賑わ

い施設等の整備が予定されています。 

 店舗の駐車場は、敷地内東側に平面駐車場を８０台整備します。指針の計算による必要

駐車台数は３９台、飲食、サービスの併設施設を含めた必要台数は７８台となり、これを

上回る措置となります。このほか、オフィス、イベントホール、集会場等の併設施設用に

１６９台、業務用１５台、レンタカー用８台、バス用５台、施設全体で２７７台の駐車場

を設置します。駐車場の出入口は、２カ所の設置となります。 

 自動二輪車用駐車場は、１５台分設けています。 

 駐輪場は、敷地内東側に５６０台、中央に６０台、合計６２０台分整備いたします。 

 地域力を生かした大田区まちづくり条例における必要台数３０８台を上回る措置となり

ますが、これは西側に増築される先端医療研究センター等で必要な台数を含めた台数とな

っております。 

 荷さばき施設は、敷地内中央に４４２．４平方メートル、北側に９８．１平方メートル、

東側に２５３．２平方メートル、敷地内西側に１５６平方メートル、敷地内東側に７３．

７平方メートル、敷地内北東側に３７．５平方メートルの６カ所設置しまして、合計１，

０６１平方メートル分を設けます。使用時間帯は、２４時間です。 

 廃棄物等の保管施設は、敷地内中央に１カ所、容量４４．２立方メートル分を確保しま

す。物販店舗分の面積から算出した排出予測量は、５．９９立方メートル、同じ部屋で保

管を行う併設施設分の廃棄物も合わせた予測容量は３５．９９立方メートルであり、十分

な保管量を用意しています。 

 開店及び閉店時刻は、２４時間営業となります。 

 駐車場の利用時間帯は、２４時間です。 

 次に、「２ 周辺の生活環境等」です。 

 当該店舗は、東京モノレール及び京急空港線の天空橋駅東側と地下１階で直結していま

す。店舗周辺の状況ですが、東側は環状八号線を挟んで羽田空港が立地、西側は天空橋駅

交通広場や区画街路を挟んで羽田空港跡地第一ゾーン第二期事業予定地があり、南側は区

画街路を挟んで多摩川、北側は環状八号線を挟んで羽田空港が立地といった環境となって

います。 
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 参考情報ですが、当該敷地は従前は羽田空港の滑走路の一部や、航空会社の事務所があ

った場所と聞いております。 

 「３ 説明会について」ですが、令和元年１０月１６日（水）午後７時から８時まで、

羽田空港跡地第一ゾーン整備事業（第一期事業）工事事務所で行われまして、出席者数は

１９名と報告を受けております。 

 説明会では、どのような飲食・物販店舗が何店舗入るのか、展望台のような施設は２４

時間利用できるのか、空港との交通手段は何か等の質問が住民の方から寄せられたとのこ

とです。 

 これに対して設置者より、区画は１７から１８区画でテナントは未定あること、施設は

２４時間利用可能にする予定であること、空港との間には巡回するシャトルバスを検討中

であること等の説明を行い、住民の方へ理解を求めたとのことでした。 

 「４ 法８条に基づく意見」ですが、大田区の意見を令和元年１１月７日に受理してお

りますが、意見はございません。公告による申出者の意見もございませんでした。 

 次に、資料３に移ります。 

 一ノ瀬委員から、事前質問を頂戴しております。 

 「共用施設から発生する廃棄物の量について、届出書25pと26pに２種類の廃棄物排出予

測が示されています。 

 それぞれ予測の単位がkgと㎥で異なっており、廃棄物保管庫が必要容量を満たしている

かどうかについては26pの予測が使用されていますが、25pで示されている単位がkgになっ

ている予測の場合でも廃棄物保管庫は必要量を満たしていると理解してよいのでしょう

か。」 

 対しまして、設置者からの回答です。「届出書の記載がわかりづらく申し訳ございませ

んが、届出書２６ページの②種類別廃棄物などの排出予測量は、２５ページに記載の①共

用施設の一日当たりの共用施設別廃棄物排出量を、廃棄物の種別ごとに分類し直した上で、

単位をｋｇからｔに変換したものであり、内容は同じです。（２５ページの表の「Ａ．全

体数量」欄の合計、３，１０４．５９kg/日は、２６ページの「排出量［t/day］」欄の合

計３．１０４ｔ/dayと一致しています。） 

 廃棄物等保管施設が必要容量を満たしているかという点については、立地法の指針に合

わせ、２６ページの廃棄物の種類別の予測量で検証し、充足することを確認しております
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が、単位は異なっていても量は同じであるため、２５ページの単位がｋｇになっている予

測の場合でも、充足します。」 

 以上で、事務局からの説明を終了いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○松波会長 それでは、ただいまの事案についてご審議をお願いします。 

 宇於﨑委員、ございますか。 

○宇於﨑委員 二つあるんですけれども、まず簡単なほう、一つ目は、ほとんどの小売店

舗が未定なのに、何で山崎製パンだけが決まっているんですか。 

○伏見課長 当該施設における設置者と入居する小売業者の契約の状況だと思います。届

出時点では決まっているのは１社だけであったということですね。 

○宇於﨑委員 わかりました。 

 二つ目ですが、これは周辺の道路づけも少し変わっているようなんですけれども、この

開発が行われる、店舗が設置されることによって、周辺の道路の整備への貢献とか、そう

いうことというのはこの開発は全部含んでいるんですか。 

○伏見課長 開発に合わせて周辺道路も整備しているという状況です。この地区一帯の開

発を大田区が関係機関と協議しながら進めているということだと思います。 

○宇於﨑委員 結構です。 

○松波会長 中西委員、ございますか。 

○中西委員 ございません。 

○松波会長 新田委員、ございますか。 

○新田委員 ございません。 

○松波会長 吉田委員、ございますか。 

○吉田委員 ちょっと今、聞き逃してしまったのかもしれないんですけれども、店舗に来

た駐車場の料金はどうなると、ご説明ありましたでしょうか。 

○伏見課長 駐車場料金は有料を想定しておりまして、具体的な料金については、今の段

階でまだ決まっていないという状況です。 

○吉田委員 有料になると。 

○伏見課長 有料になります。 

○吉田委員 その金額も、まだ決まっていないということですね。 
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 羽田は車で往来することが多いわけですよね。あそこに駐車場があるんですけれども、

国内線と、それから国際線、かなり離れていますので、どちらも目的に応じて分けるんで

すけれども、本来使いたいゲートからはかなり遠くなってしまうことがあります。空港に

ついている駐車場についてですけれど。 

 そうすると、このように飲食もできるようなところで駐車場があると、ここに止めてお

いて人を迎えに行こうとか、送りに来ようとかいう人も結構いると思うので、料金設定と

いうのは、案外大事なんじゃないかなというふうに考えているんですね。その辺について

は、まだ未定ということで。 

○伏見課長 おっしゃるように、この施設を使って空港を利用するという方が出ることも

可能性としてはあります。料金は決まっていないんですが、利用時間の上限を定めまして、

空港利用者がここに置いて行くことができないような料金体系とすることで、その部分に

ついては、対処していくということを、設置者の方では考えているようです。 

○吉田委員 有効な利用ができるようにお願いしたいと思います。 

○松波会長 岡村委員、ございますか。 

○岡村委員 特にありません。 

○松波会長 木村委員、ございますか。 

○木村委員 ありません。 

○松波会長 上野委員、ございますか。 

○上野委員 特にありません。 

○松波会長 野田委員、ございますか。 

○野田委員 わからないので教えていただきたいんですが、駐輪場の説明のところで、指

針参考値より大分上回っている点のご説明について、増設する併設施設分を含むというふ

うにおっしゃっていたように思うんですが、そちらの施設についての必要駐輪台数の指針

などはあるんでしょうか。 

 つまり、増設分に必要な駐輪台数が食い込んでくるとすると、本件の必要駐輪台数を満

たさない可能性というのがあるかどうかということが気になったものですから、お願いい

たします。 

○金子課長代理 現時点では、指針上の必要台数は今回の開発分だけで見積もられており

まして、増築分の必要台数については具体的な数字までは確認していないんですけれども、
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２０２２年に開業する際には、変更届を出していただきまして、改めて届出をいただきま

すので、その際に確認したいと思います。 

○野田委員 わかりました。 

○松波会長 それでは、審議会としましては、本案件は意見なしと決定いたしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

 それでは、「ＨＡＮＥＤＡ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＣＩＴＹ」における、羽田みらい

特定目的会社による新設の届出については、次のように決定いたします。 

 本案件に係る届出は、大田区の意見がないことと、大規模小売店舗立地法第４条に基づ

く指針を勘案し、総合的に判断して、意見なしとすると決定いたします。 

 以上で、本日の議題３件の審議は終了となります。ご審議ありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日の東京都大規模小売店舗立地審議会を終了いたします。 


