
第1回： 2019年2月15日（金）19:00～ 

第2回：           16日（土）13:00～ 

 

 東京急行電鉄株式会社 

株式会社東急レクリエーション  

グランベリーパーク 

大規模小売店舗立地法に基づく説明会 

 



４ 交通予測・騒音予測について 
  ＊交通予測結果、騒音予測結果の説明 

３ 届出事項の説明 
  ＊届出内容についての説明 

１ 計画概要の説明 
  ＊周辺立地、まちづくりについて 

本日のご説明内容（アウトライン） 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 
  ＊法の目的、届出事項、対象店舗、手続き等の流れの説明 

５ 建物設置者による配慮事項・その他 
  ＊大規模小売店舗立地法に基づく配慮事項の説明 

６ その他 
  ＊工事状況報告説明 等 
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本日のご説明内容（アウトライン） 

４ 交通予測・騒音予測について 
  ＊交通予測結果、騒音予測結果の説明 

３ 届出事項の説明 
  ＊届出内容についての説明 

１ 計画概要の説明 
  ＊周辺立地、まちづくりについて 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 
  ＊法の目的、届出事項、対象店舗、手続き等の流れの説明 

５ 建物設置者による配慮事項・その他 
  ＊大規模小売店舗立地法に基づく配慮事項の説明 

６ その他 
  ＊工事状況報告説明 等 
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１ 計画概要の説明 ～計画地の位置～ 

計画地 

至 渋谷  

至 中央林間 
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１ 計画概要の説明 ～計画地の位置～ 

鶴間公園 南町田駅 

“ グランベリーモール ” 

セミナー 

プラス 

 ２０１７年２月閉館時 

境川 

国道１６号 

国道２４６号 
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１ 計画概要の説明 

北口駅前広場 

東急田園都市線 

広場 
商業・住宅 
複合ゾーン 

南北軸 

境川ゆっくりロード 公園施設群 

地下調整池 
  (既存） 

スポーツ 
ゾーン 

新設道路 

にぎわい 
回遊軸 

すいどうみち 

周辺住宅地への 
動線 

歩行者・自転車 
通行機能の確保 

商業ゾーン 

にぎわいの 
融合ゾーン 

広場 

【凡例】 

    本プロジェクトの区域 

    歩行者ネットワーク 

    広場状空地 

樹林ゾーン 

複合利用 
ゾーン 

南町田駅 

～南町田拠点創出まちづくりプロジェクトによる位置づけ～ 

調整池（ 増設 ） 

歩行者ﾈｯﾄﾜｰｸ 

道路 再配置等 

南北自由通路 
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１ 計画概要の説明 

計画イメージであり変更の可能性があります。 
※都市型住宅、複合利用ゾーンは2019年秋まちびらき以降に事業化を予定 

駅・南北自由通路 

鶴間公園 

複合利用ｿﾞｰﾝ 

（未定 ※） 

都市型住宅 

（未定 ※） 

～本商業施設周辺の計画概要～ 

駅前街区 

東急田園都市線 

中央街区 

ﾊﾟｰｸﾗｲﾌｻｲﾄ 

配布資料 P.10 
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１ 計画概要の説明 ～本商業施設の計画概要～ 

中央街区 

駅前街区 

◆ 建物設置者 

  東京急行電鉄株式会社 

  株式会社東急レクリエーション 

 

◆ 地域地区等 

  商業地域／防火地域 

  南町田駅周辺地区地区計画 

 

◆ 敷地面積 

  駅前街区      ７,２３２ｍ２  

  中央街区     ７６,５３７ｍ２ 

 

  合  計      ８３,７６９ｍ２ 

 

◆ 延床面積 

  駅前街区  １６,５２１ｍ２ 

  中央街区 １３４,３５８ｍ２ 

 

  合  計 １５０,８７９ｍ２ 

 

◆ 高さ ２３．２m（既存シネコン棟） 
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１ 計画概要の説明 ～本商業施設の計画概要～ 

◆ ２４時間通行可能なモールを配置 

 

 

◆ 沿道建物を道路から後退させて配置 

◆ 駐車場を敷地中央に配置 

 

 

◆ 道路から駐車場まで滞留長を敷地内に確保 

◆ 車と歩行者ネットワークを異なるレベルに 

歩行者ネットワークの確保 

周囲への圧迫感の軽減 

駐車場計画 

 歩行者通路（ デッキ ） 

駐車場出入口 
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■ 断面イメージ図 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 
街区間
デッキ 

※ 建築基準法上の階数表記 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

法屋上階（立体駐車場） 駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

１ 計画概要の説明 ～断面イメージ～ 

駅 

ホーム 

北口 

 歩行者通路（ デッキ ） 

駐車場出入口 

配布資料 P.5 
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１ 計画概要の説明 ～断面イメージ～ 

歩行者通路（ デッキ上 ） シネコン棟 駐車場出入口 

駐車場出入口 

 歩行者通路（ デッキ ） 
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１ 計画概要の説明 ～断面イメージ～ 

歩行者通路（ デッキ上 ） シネコン棟 駐車場出入口 

駐車場出入口 

 歩行者通路（ デッキ ） 
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１ 計画概要の説明 ～断面イメージ～ 

新・改札口 

※ 現在の跨線橋部分 ⇒ 北口側と 

  同じ高さ 
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■ 断面イメージ図 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 
街区間
デッキ 

※ 建築基準法上の階数表記 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

法屋上階（立体駐車場） 駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

１ 計画概要の説明 ～断面イメージ～ 

駅 

ホーム 

北口 

 歩行者通路（ デッキ ） 

駐車場出入口 

配布資料 P.5 
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１ 計画概要の説明 ～商業施設コンセプト～ 

開発方針 
 駅、 公園、 商業施設が融合した時間消費とエンターテイメントの 

 要素を兼ね備えた新しい暮らしの拠点の創造 

～くらしの「楽しい」があふれる エンターテイメントパーク～ 

“ 生 活 遊 園 地 ”  
■ コンセプト 

『食』『遊び』 
『ライフスタイル』を 

テーマにした 
エンターテイメント空間 

まち歩きの楽しさを 
感じられるお買物空間 

にぎわい、出会い、 
交流の拠点 

となる７つの広場 

14 

 



１ 計画概要の説明 

①生活利便店舗等 

②エンターテイメント 

④パークライフ 

⑤アウトドア 

⑥キッズ 

⑦ライフスタイル 

③マーケット 

 【凡例】 
 

       アウトレット、飲食店等 
               ※今後変更の可能性がございます。 

～商業施設コンセプト～ 

①生活利便店舗等 

②エンターテイメント 

③マーケット 

④パークライフ 

⑤アウトドア 

⑥キッズ 

⑦ライフスタイル 

配布資料 P.10 
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本日のご説明内容（アウトライン） 

４ 交通予測・騒音予測について 
  ＊交通予測結果、騒音予測結果の説明 

３ 届出事項の説明 
  ＊届出内容についての説明 

１ 計画概要の説明 
  ＊周辺立地、まちづくりについて 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 
  ＊法の目的、届出事項、対象店舗、手続き等の流れの説明 

５ 建物設置者による配慮事項・その他 
  ＊大規模小売店舗立地法に基づく配慮事項の説明 

６ その他 
  ＊工事状況報告説明 等 
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★法の目的、対象店舗 

主たる目的 

（法第１条） 

◆大規模小売店舗立地法（平成１２年６月１日施行） 

 

 この法律は大規模小売店舗の立地に関して、その周辺の地
域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者に
よりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなさ
れることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、
もって国民経済及び地域社会の健全な発展及び国民生活の向
上に寄与することを目的とする。 

対象店舗 物販店舗面積が１,０００平方メートルを超える店舗 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 

□物販店舗とは、「物品を販売する店舗」です。 

  飲食店舗やサービス店舗といった物品を販売しない非物販店舗を含みません。 

配布資料 P.1 
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★届出項目、配慮事項 

届出項目 

（法第５条, 

規則第３条） 

① 大規模小売店舗の名称及び所在地 

② 小売業者 

③ 大規模小売店舗の新設をする日 

④ 店舗面積の合計 

⑤ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

  １．駐車場の位置及び収容台数 

  ２．駐輪場の位置及び収容台数 

  ３．荷さばき施設の位置及び面積 

  ４．廃棄物等保管施設の位置及び容量 

⑥ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

  １．開閉店時刻 

  ２．駐車利用時間 

  ３．駐車場の出入口の数及び位置 

  ４．荷さばき時間帯 

配慮事項 

★大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針[経済産業省告示] 

          （＝以下、「立地法指針」若しくは「指針」と呼びます） 

   １．交   通・・・・ 必要駐車台数の算定式 

  ２．騒   音・・・・ 騒音予測評価の目安 

  ３．廃棄物・・・・   排出量の算定式 

【配布資料】 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 

配布資料 P.1 
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★大規模小売店舗立地法の手続きの流れ（概略） 

東 

京 

都 

公 

告 

公 
告 

設 

置 

者 

手 

続 

終 

了 

説 

明 

会 

住 

 

民 

意 

見 

書 

届出の公告の日から４ヵ月以内 

届出の日から 

２ヵ月以内 

届出の日から８ヵ月以内 

縦 

覧 

参 

加 

提 

出 

縦 

覧 

意見の有無 

都 

通 

知 

届 

出 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 

配布資料 P.2 

1/29 2/15・16 

※「都意見あり」の場合の手続きは配布資料をご参照願います。 

2/25（予定） 
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★届出書の縦覧(閲覧)場所・意見書提出先 

届出書縦覧場所 

■東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課 

〒163－8001  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号   

電話：03－5320－4789 

※下記の場所において届出書の閲覧が可能です。 

届出に対する意見書の提出先 ※届出の公告から４ヶ月以内 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 

■東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課 

〒163－8001  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号   

電話：03－5320－4789 

配布資料 P.2 
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本日のご説明内容（アウトライン） 

４ 交通予測・騒音予測について 
  ＊交通予測結果、騒音予測結果の説明 

３ 届出事項の説明 
  ＊届出内容についての説明 

１ 計画概要の説明 
  ＊周辺立地、まちづくりについて 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 
  ＊法の目的、届出事項、対象店舗、手続き等の流れの説明 

５ 建物設置者による配慮事項・その他 
  ＊大規模小売店舗立地法に基づく配慮事項の説明 

６ その他 
  ＊工事状況報告説明 等 
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①大規模小売店舗の名称及び所在地 

②小売業者（物販店舗） 

③大規模小売店舗の新設をする日 

名 称： グランベリーパーク 

所在地： 東京都町田市鶴間三丁目６番 ほか１５筆 

株式会社東急ストア その他未定 

平成31年(2019年) 10月1日 

３ 届出事項の説明 

※開業日は届出日以降未定です。 

配布資料 P.3 
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④ 店舗面積（駅前街区法１階・中央街区法地下１階） 

物販店舗面積  

７５３.１３ｍ２ 

駅前街区 

法１階 

中央街区 

法地下１階 

３ 届出事項の説明 

※面積は届出時点の最大の店舗面積としています。 

物販店舗 

非物販店舗 

配布資料 P.6 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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駅前街区 

法２階 

中央街区 

法１階 

※面積は届出時点の最大の店舗面積としています。 

④ 店舗面積（駅前街区法２階・中央街区法１階） 

３ 届出事項の説明 

物販店舗 

非物販店舗 

物販店舗面積  

１９，４５９.２１ｍ２ 

配布資料 P.7 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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駅前街区 

法３階 

中央街区 

法２階 

３ 届出事項の説明 

④ 店舗面積（駅前街区法３階・中央街区法２階） 

※面積は届出時点の最大の店舗面積としています。 

物販店舗 

非物販店舗 

物販店舗面積  

１７，８１４.０６ｍ２ 

配布資料 P.8 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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駅前街区 

法屋上階 

中央街区 

法３階 

３ 届出事項の説明 

④ 店舗面積（駅前街区法屋上階・中央街区法３階） 

※面積は届出時点の最大の店舗面積としています。 

非物販店舗 

配布資料 P.9 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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３ 届出事項の説明 

④ 店舗面積のまとめ 

 □物販店舗面積：38,026㎡（届出面積） 

  ※面積は届出時点の最大の（物販）店舗面積としています。 

 

【参考】 

 □延べ床面積 ：150,879㎡ 

 □非物販面積 ：7,566㎡ 

 □シネマ   ：4,663㎡ 

 ※駐車場の面積は含みません。 
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⑤ 駐車場の位置及び収容台数（駅前街区法地下１階） 

駅前街区 

法地下１階 

３ 届出事項の説明 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

配布資料 P.3 

駐車場収容台数 

１２４台 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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駅前街区 

法１階 

中央街区 

法地下１階 

３ 届出事項の説明 

⑤ 駐車場の位置及び収容台数（駅前街区法１階） 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

出入口No.３ 

入口No.１ 

出口No.２ 

出口No.１ 

入口No.２ 

出入口（車） 

出口（車） 

入口（車） 

駐車場収容台数 

１１６台 

配布資料 P.3 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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駅前街区 

法２階 

中央街区 

法１階 

３ 届出事項の説明 

⑤ 駐車場の位置及び収容台数（中央街区法１階） 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

駐車場収容台数 

１１６台 

配布資料 P.3 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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駅前街区 

法３階 

中央街区 

法２階 

３ 届出事項の説明 

⑤ 駐車場の位置及び収容台数（中央街区法２階） 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

駐車場収容台数 

２９３台 

配布資料 P.3 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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駅前街区 

法屋上階 

中央街区 

法３階 

３ 届出事項の説明 

⑤ 駐車場の位置及び収容台数（中央街区法３階） 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

駐車場収容台数 

２９４台 

配布資料 P.3 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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中央街区 

法４階 

３ 届出事項の説明 

⑤ 駐車場の位置及び収容台数（中央街区法４階） 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

駐車場収容台数 

４２２台 

配布資料 P.3 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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中央街区 

法５階 

３ 届出事項の説明 

⑤ 駐車場の位置及び収容台数（中央街区法５階） 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

駐車場収容台数 

４２３台 

配布資料 P.3 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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中央街区 

法屋上階 

３ 届出事項の説明 

⑤ 駐車場の位置及び収容台数（中央街区法屋上階） 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

駐車場収容台数 

２３９台 

配布資料 P.3 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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３ 届出事項の説明 

⑤ 駐車場の位置及び収容台数のまとめ 

□駐車場収容台数  

 

 

 

 

 

 ※立地法指針による必要台数：537台 

  既存店の実績値に基づく必要台数の推計：1,638台 

 ※総収容台数のうち1,638台が届出台数 

□出入口の箇所数：５箇所 

※飲食店・サービス店舗・シネマ等は異なる場合がございます。 

□駐車場利用時間帯 

 駅前街区：午前６時３０分～翌午前１時３０分 

 中央街区：午前６時３０分～午後１０時３０分 

街区 収容台数 届出台数 

中央街区 1,787台 1,398台 

駅前街区 240台 240台 

合 計 2,027台 1,638台 

配布資料 P.5 

配布資料 P.3 

配布資料 P.5 
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⑥ 駐輪場の位置及び収容台数（駅前街区法１階・中央街区法地下１階） 

No.5駅前街区西側駐輪場 

収容台数108台(うち69台届出)  

No.1中央街区北側駐輪場 

収容台数480台(うち327台届出)   

駅前街区 

法１階 

中央街区 

法地下１階 

３ 届出事項の説明 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

駐輪場収容台数 

５８８台 

（うち届出３９６台） 

配布資料 P.4 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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No.4中央街区南東側駐輪場 

収容台数103台(うち69台届出)  

No.2中央街区東側駐輪場① 

収容台数90台(うち58台届出)  

No.3中央街区東側駐輪場② 

収容台数348台(うち223台届出)  

駅前街区 

法２階 

中央街区 

法１階 

３ 届出事項の説明 

⑥ 駐輪場の位置及び収容台数（中央街区法１階） 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

配布資料 P.4 

駐輪場収容台数 

５４１台 

（うち届出３４７台） 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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３ 届出事項の説明 

⑥ 駐輪場の位置及び収容台数のまとめ 

□駐輪場収容台数 

【参考】駐輪場利用時間 ２４時間  

街区 位置 収容台数 届出台数 

中央街区 

No.1(中央街区北側) 480台 327台 

No.2(中央街区東側①) 90台 58台 

No.3(中央街区東側②) 348台 223台 

No.4(中央街区南東側) 103台 66台 

駅前街区 No.5(駅前街区西側) 108台 69台 

合 計 1,129台 743台 

※「届出台数」は法の対象となる物販店舗分として届け出た台数です。 

配布資料 P.4 
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駅前街区 

法１階 

中央街区 

法地下１階 

No.４荷さばき施設 

６９.３０ｍ２  

No.２荷さばき施設 

８０.５５ｍ２  

No.３荷さばき施設 

６９.３０ｍ２  

No.１荷さばき施設 

２８７.８５ｍ２  

３ 届出事項の説明 

⑦ 荷さばき施設の位置及び収容台数（駅前街区法１階・中央街区法地下１階） 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

配布資料 P.4 

荷さばき施設面積合計 

５０７㎡ 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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駅前街区 

法１階 

中央街区 

法地下１階 

No.４廃棄物等保管施設 

２５.１００４ｍ３  

No.３廃棄物等保管施設 

２５.１００４ｍ３  

No.１廃棄物等保管施設 

１４.６０４２ｍ３  No.２廃棄物等保管施設 

２５.１００４ｍ３  

３ 届出事項の説明 

⑧ 廃棄物等保管施設の位置及び容量（駅前街区法１階・中央街区法地下１階） 

※図面は届出手続き時点のものであり、届出事項の変更のない範囲でレイアウト等が変わる可能性があります。 

配布資料 P.4 

廃棄物等保管施設容量合計 

８９．９１ｍ３ 

法地下１階（店舗・駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗・立体駐車場） 

法１階（店舗・立体駐車場・駐輪場） 

法３階（店舗・立体駐車場） 

法４階（立体駐車場） 

法５階（立体駐車場） 

駅前街区 中央街区 

道 路 

法１階（駐車場・駐輪場） 

法２階（店舗） 

法地下１階（駐車場） 

法３階（店舗） 

駅 

ホーム 

デッキ 

法屋上階（立体駐車場） 
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１ 
開店時間 

及び閉店時間 

駅前街区 
㈱東急ストア 

ほか 

午前7時00分～翌午前1時00分 

分 

中央街区 未定 午前7時00分～午後10時00分 

２ 
駐車場利用 

時間帯 

駅前街区 午前6時30分～翌午前1時30分 

中央街区 午前6時30分～午後10時30分 

３ 
駐車場の 

出入口の数 
5箇所 

４ 荷さばき時間帯 
午前6時00分～午後11時00分 

（すべての荷さばき施設） 

３ 届出事項の説明 

※飲食店・サービス店舗・シネマ等は異なる場合がございます。 

⑨ 施設の運営方法に関する事項 

～施設の運営方法に関する事項～ 

配布資料 P.5 
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本日のご説明内容（アウトライン） 

４ 交通予測・騒音予測について 
  ＊交通予測結果、騒音予測結果の説明 

３ 届出事項の説明 
  ＊届出内容についての説明 

１ 計画概要の説明 
  ＊周辺立地、まちづくりについて 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 
  ＊法の目的、届出事項、対象店舗、手続き等の流れの説明 

５ 建物設置者による配慮事項・その他 
  ＊大規模小売店舗立地法に基づく配慮事項の説明 

６ その他 
  ＊工事状況報告説明 等 
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交通の予測結果 

44 

 



交差点需要率とは 

４ 交通予測・騒音予測について ～ 【交通】交差点需要率とは～ 

※協議完了時の算定手法・評価方法となります 

＜交差点需要率のイメージ図＞ 

交差点需要率 

1.0＝100％ 

0.5＝50％ 

１時間あたりでどの程度の水が 

溜まっているか 

信号は、赤の時間や黄色の時間があるので、一般的に上限は0.9と言われています。 

□浴槽の容量＝交差点の処理能力 

 ※交差点の車線数などで決まる 

□水の量＝交通量 
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【来店経路】 

計画地 

４ 交通予測・騒音予測について ～ 【交通】来店経路～ 46 

 



計画地 

【退店経路】 

４ 交通予測・騒音予測について ～ 【交通】退店経路～ 47 

 



【予測結果】 

４ 交通予測・騒音予測について ～ 【交通】予測結果～ 48 

 



騒音の予測結果 

49 

 



資料：「公害防止の技術と法規」（財）産業環境管理協会）より作成 

４ 交通予測・騒音予測について ～ 【騒音】音の目安～ 50 

 



設備機器 荷さばき関係 

※「環境基準」を目安に評価 

来店車両関係 

等価騒音 夜間最大騒音 

合成（足し合わせて）して 

一定時間で平均化した音の影響 
個々の騒音源の影響を合成 
※対象時間帯に発生する音源のみ 

昼間 ６：００～２２：００ 

夜間 ２２：００～翌６：００ 

施設の騒音源（施設外に対して発生する音が対象となります） 

＜騒音予測のイメージ＞ 

夜間 ２３：００～翌６：００ 

４ 交通予測・騒音予測について ～ 【騒音】騒音予測方法について～ 

※  保全対象側敷地境界で予測 

※「規制基準」を目安に評価 

※  自敷地境界～保全対象建物で予測 

   (住居に対する影響で評価) 
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※昼間：６：００～２２：００ 

※夜間：２２：００～６：００ 

昼間等価騒音予測結果 

４ 交通予測・騒音予測について ～ 【騒音】等価騒音予測結果～ 

夜間等価騒音予測結果 

オレンジ破線の内側は商業系の用途地域、 

外側は住居系の用途地域です。 

49.3dB 

37.4dB 
Ｄ 

50.4dB 

39.0dB 
Ｂ 

49.5dB 

38.1dB 
Ａ 

49.5dB 

43.3dB 
Ｅ 

49.0dB 

40.0dB 
Ｈ 

49.9dB 

38.5dB 
Ｇ 

43.6dB 

35.9dB 

Ｆ 

39.5dB 

51.3dB 
Ｃ 

【環境基準】 

 住居系用途地域 

 昼間55dB 

 夜間45dB 

【環境基準】 

 商業系用途地域 

 昼間60dB 

 夜間50dB 
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※夜間 ２３：００～６：００ 規制基準５０dB（全ての地点） 

b 
27.7dB 

c 38.2dB a” 46.7dB 

a 

72.1dB 

a’ 56.5dB 

４ 交通予測・騒音予測について ～ 【騒音】夜間最大騒音予測結果～ 53 

 



本日のご説明内容（アウトライン） 

４ 交通予測・騒音予測について 
  ＊交通予測結果、騒音予測結果の説明 

３ 届出事項の説明 
  ＊届出内容についての説明 

１ 計画概要の説明 
  ＊周辺立地、まちづくりについて 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 
  ＊法の目的、届出事項、対象店舗、手続き等の流れの説明 

５ 建物設置者による配慮事項・その他 
  ＊大規模小売店舗立地法に基づく配慮事項の説明 

６ その他 
  ＊工事状況報告説明 等 
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・土日･休日等、来店客が多いと想定される日には、必要に 

 応じて交通誘導員を配置し、円滑な交通及び安全対策に 

 努めます。 

・車での来店抑制のため、ホームページおよびチラシ等で 

 呼びかけを行い、公共交通機関の利用を促します。 

・駐車場出入口に看板・誘導サインおよび交通誘導員を配備 

 し、安全・円滑な入出庫に努めます。 

【交通に関する配慮事項】 

５配慮事項 55 

 



５配慮事項 

【開業時交通に関する配慮事項】 

・開業時は、交通誘導員を増員し、誘導ルートの徹底を行う 

 ような呼びかけを行い、待機車両への交通整理に努めます。 

・モール周辺の幹線道路沿いを中心に臨時駐車場を確保し、 

 待機列の解消による周辺道路の渋滞緩和を図ります。 

・平日の急行停車化による鉄道利用促進や混雑時期での臨時 

 バスの運行サービス、および公共交通利用促進の為のサー 

 ビスやキャンペーンの具体化に向けて検討しております。 
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・・・誘導員ポスト 

５配慮事項 

【開業時における外周誘導員ポスト（案）】 

・・・看板 

・・・来店経路 

※予め警視庁と協議しながら、配置を決定いたします。 
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500m 

1km 

臨時駐車場収容台数 
 約1,000台 

【臨時駐車場予定エリア】 

５配慮事項 58 

 



・むやみな空ぶかし等を行わないよう呼びかけを行い、 

 車両走行に伴う騒音の抑制を行います。 

・設備機器の定期的なメンテナンスを行い、夜間は必要最 

 小限の稼働とする等、静穏に努めます。 

・アイドリングストップの呼びかけを行い、排ガス抑制に 

 努めます。 

【騒音に関する配慮事項】 

５配慮事項 

・荷さばき車両の低速走行や搬出入の計画的な管理などを 

 行い、搬入車両を路上待機させないよう、運営いたします。 
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・廃棄物保管施設内は、定期的に清掃を実施いたします。 

５配慮事項 

【廃棄物に関する配慮事項】 

・紙くず、廃プラ等産業廃棄物へのリユース・リサイクル 

 に精通した管理会社との取り組みにより、リサイクルの 

 状況を把握し、ゴミの減量化・再資源化を図ります。 

・生ごみなどの悪臭が発生する恐れのあるものについては、 

 廃棄物保管施設内（ゴミ庫）に保管し、適切に処理・対 

 応いたします。 
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・駅前街区、中央街区それぞれに管理室を設け、防犯カメラ 

 やセンサー等で、管理・警戒いたします。 

・災害発生時を想定し、不特定多数の来館者の帰宅困難者 

 の受入れ対策を策定すると共に町田市・駅と連携したまち 

 全体の防災対策を図ります。 

５配慮事項 

【防犯・防災に関する配慮事項】 

・警備員による見回りを行い、24時間体制で警備します。 
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本日のご説明内容（アウトライン） 

４ 交通予測・騒音予測について 
  ＊交通予測結果、騒音予測結果の説明 

３ 届出事項の説明 
  ＊届出内容についての説明 

１ 計画概要の説明 
  ＊周辺立地、まちづくりについて 

２ 大規模小売店舗立地法の概要 
  ＊法の目的、届出事項、対象店舗、手続き等の流れの説明 

５ 建物設置者による配慮事項・その他 
  ＊大規模小売店舗立地法に基づく配慮事項の説明 

６ その他 
  ＊工事状況報告説明 等 
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６その他 

【工事のスケジュール】 

工事内容 2018年度 2020年度

商業施設工事

駅施設リニューアル工事

南北自由通路

北口駅前広場工事

公園再整備工事

パークライフ・サイト

土地区画整理事業工事

2019年度

～ 工事の状況～ 

建築 テナント工事 等 

周辺道路工事 等 

工事  

北口屋根工事  

駅施設リニューアル工事  

工事  

工事  

まちびらき 
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６その他 

【プロジェクト説明会の開催】 

◇主催者：町田市 

     東京急行電鉄株式会社 
     株式会社東急レクリエーション 
 

◇説明内容 
  プロジェクトの進捗 等 

 
◇日時：2019年5月（予定） 

     
◇場所：未定 
 

※詳細決まり次第、ご案内させていただきます。 

～ プロジェクト説明会～ 64 

 



東京急行電鉄株式会社 

株式会社東急レクリエーション 

グランベリーパーク 

２０１９年秋まちびらき 

ご静聴ありがとうございました。 

 


