
 

 

 

 

海田町大規模小売店舗立地協議会会議議事録概要 

 

１ 日   時  平成３０年８月２３日（木） 午前１０時００分～午前１１時３０分 

２ 場   所  海田公民館３階会議室 

３ 出 席 委 員    生田会長, 五百竹委員, 深海委員, 高井委員, 柴田委員（全員出席） 

４ 説 明 者    事務局： 魅力づくり推進課 宮垣課長 

企画課 伴主任主事，加藤主事 

         設置者： JR西日本不動産開発株式会社 都市開発本部 品質・安全部 

計画課 課長代理 中西氏 

JR西日本不動産開発株式会社 都市開発本部 開発部  

開発Ⅰ課 八木氏 

JR西日本不動産開発株式会社 都市開発本部 開発部 

開発Ⅰ課 久谷氏 

株式会社成研 山田氏  

５ 議 題  「JR海田市駅 NK ビル（ハローズ）」の新設案件について 

         （設置者：JR西日本不動産開発株式会社，所在地：安芸郡海田町窪町 1911番 18 

外） 

６ 会議の概要 

 

議事 

◎ 事務局（以下◎）「JR 海田市駅 NK ビル（ハローズ）」の届出概要及び手続き経緯について説明 

－設置者入室－ 

● 設置者（以下●）店舗概要，指針の配慮事項についての説明 

－設置者への質疑応答－ 

（会長）それでは、委員の皆様方から質問等がありましたらお願いします。 

（委員）「ピーク時」とは具体的には何時から何時ですか。 

●一般的に, ハローズのピークは, 大体午前１１時や１２時, 夕方では, １４時や１５時となって

います。 

（委員）説明会での質問等として, 店舗設置に関して, 住民の皆さんから意見が挙がっています。各

質問に対する店舗側の対策等, それぞれ回答をお願いできますか。 

●説明会時に, 回答させて頂きましたので, 本日は, 特に回答の準備はしておりません。 

◎設置者による「説明会実施報告書」を準備しておりますので, ご希望であれば配布をいたします。 

（出席者へ「説明会実施報告書」を配布） 

（委員）説明会時と質問等が重複するかもしれませんが, 明神橋西詰交差点について伺います。交通

の流れで, 南側からの交通量は, 大体５台から６台であり, 時間帯によっては, 交通量はより多く

なりますので, 明神橋下からの右折車は, 現在の右折レーンでは足らないと思われますが, その点

をどのように考えられていますか。 

●交通調査の結果, 現状の右折台数は, ピーク時で約３台であり, 今回の店舗設置によって増加す

る交通量が約３台ですので, おおよそ計６台が並ぶと思われます。現状の右折レーンが１８ｍ, 停止

線から交差点までが約１５ｍですので, 計３３ｍとなり, 構造上では, 右折車が約６台は並ぶこと



 

 

のできるスペースがありますので, 右折レーンの中で処理が可能だと考えています。よって, 現段階

では特に対策は考えておりませんが, 状況を見させて頂きたいと思います。 

（委員）明神橋交差点については, 渋滞の可能性が考えられますので, 可能な限りスムーズに店舗へ

車を引き込むというのが最も良いと思います。また, ひまわり大橋北詰から明神橋西詰までを混雑さ

せないよう, 図面のＮｏ.２出入口の活用も考えられるのではないかと思います。具体的な調整の必

要はあるとは思いますが, 警備員の設置等, 何か考えはありますか。 

●交差点の部分では, 店舗側ができることはないので, 今ご提案があった誘導員設置によって改善

処理をしていきたいと思います。ただし, 今回の店舗規模等を考えても, 渋滞が起きる原因としては

満車状態が考えられますが, そこは駐車場台数は十分確保されていると思います。 

（委員）駅利用者の駐車について, 現在,ゲートが設置されていませんが, 駅の横に位置するスーパー

であることから, 駅利用者が多く利用すると思われます。朝駐車し, 夕方帰るという方が, 来店者を

阻害する要素はありませんか。 

●駅前設置の店舗ということで, 本来, 来客者が使うべき駐車場が, 駅利用者の利用によって満車

になるということは, 私どもとしても避けたい事態です。状況を見て, 駅利用者による利用が多い場

合は, 将来的にゲートの設置も考えていかなければならないと考えています。 

（委員）２４時間営業であり, かつ利便性の良い店舗ということで, 出勤時の利用等, 無断駐車を考

える人がいないとはいえませんが, 交通上, 大渋滞に発展するほどの影響はあまり大きくないと思

います。しかし, マルチハザードが起こる等, 防犯上は問題がありますので, 可能な限り配慮をして

いただきたいと考えています。ただ, 発券機を設置した場合, 発券機での作業時間分, 車の入りがス

ムーズでなくなるという面もあるので,ゲートの設置については様子を見ながらで良いと思います。

少なくとも, 設置可能なスペースや設置予算は準備をしていただきたいと思います。 

●設置スペースについては, 将来的に設置できるような形で計画構想しています。 

（委員）ゲートの設置を検討する為に, 駐車場の利用状況や駅利用者の駐車状況等の調査は実施され

ますか。実態をどのように把握されるお考えですか。 

●長時間駐車している車がいるかどうか, 目視で状況を見る形になるかと思います。公共外施設です

ので, 通常の来客者は１時間以内に出庫されると考えられます。また, 朝から長時間駐車されるよう

な方は遠い位置に駐車されると思いますので, そういった車が実際あるかどうか確認するという作

業になると思います。 

（委員）ゲートを設置することで, 来店者への阻害の問題等が解決するとは思いませんか。 

●ゲートを設置した場合, ゲートで止まることで, 出入りに支障が生じますので, そういったこと

は避けたいと考えています。 

（委員）オープン時のピークを過ぎれば, 状況は落ち着くと思われますが, オープン時にどれくらい

の期間混乱が生じるのか, 他店の状況を教えてください。 

●１つの事例として, 東広島で出店した西条プラザがございます。当初, 駅や中心地に近いというこ

とで, 無断駐車の多さを懸念し, 発券機設置も考えられていましたが, オープン後, 無断駐車はほと

んどいない状況です。長時間の駐車に関して, 無断で駐車しづらいという来店者からの声もあると伺

っています。 

（委員）１階駐車場内の流れについて, 図面３にありますように, １階駐車場は, 満車の際は一度外

に出なければなりません。駐車台数の減少や植栽スペースの減少, 植栽及びカート置場の配置移動等, 

スペースの使用法を考えて, 駐車場内で巡回できるようにした方が, 流れの面でも安全性の面から

も良いのではないでしょうか。 

●平面駐車場の利用率は高いので, １台でも多く駐車スペースを確保したいと考えております。あく



 

 

まで, 現状の駐車台数を維持した状態で, 場内の車については停止線で安全確保をする, あるいは, 

回遊を誘導する看板の設置等で安全性を担保させていただきます。 

（委員）空車情報の周知がなければ, 来客者は１階に駐車しようとするのではありませんか。中には, 

満車時に一度外に出ずに, 駐車場内で出庫車を待つ人もいるのではありませんか。 

●１階駐車場は一方通行にしていますので, 駐車場内で待たれても, その横を通り過ぎることが可

能だと考えています。 

（会長）動線について, やはりこれが最善であるというお考えですか。 

●そのように判断して, こういった計画にしています。 

（委員）車が出入りする際に, 植栽や壁等でバリケードがあると, 駐車状況が見えないし, 出入時に

歩行者等の確認が難しくなりますが, 敷地の周囲に, 視線を妨げる壁等を設置される考えはありま

すか。現在の計画はどうなっていますか。 

●現状, 誘導看板等以外で見通しを阻害するような計画にはなっておりません。今, ご指摘いただい

たことを設計に伝え, 樹種の選定等で法的・条例的に問題がなければ, 極力見通しの確保ができるも

のという視点で選定をしていきます。 

（委員）駐輪場Ｎｏ.１から店舗へ横断歩道が図示されていますが, 平面図上, この部分は壁となっ

ており, ２階から降りてくる車が, 急に横断歩行者や自転車と出会う形となっています。車や歩行者

を感知するブザーを設置する等, 注意喚起が必要だと思います。 

●注意喚起の方法を考えさせていただきます。 

（委員）２階駐車場について, 現在, 「一方通行」等何も書かれていませんが, 一方通行にしても良

いのではありませんか。一方通行にして, 場内の循環を単純化した方が事故も減りますし, 良いと思

います。 

●一方通行にしても良いですが, 一方通行を守らないことでトラブルがありまして, 今のところ, 

一方通行に制限することは考えていません。一度ハローズの意見を伺った上で, 後日ご報告させてい

ただきます。 

（会長）その他にございませんか。 

（委員）２階の併設施設について, 特に朝の時間はサービステナントの利用者で非常に混雑すると思

いますので, その点を含めて計画を立てられたら良いのではないかと思います。 

●朝の時間というのは, ハローズもそれほど人が多い時間ではありませんので, 駐車場の混雑等の

問題はないかと思います。 

（委員）店舗が駅に近いので, 通勤で送られる人と, サービステナントの利用者の利用時間帯が被り, 

より渋滞が増えてしまうのではないかと思います。ハローズの来客者そのものよりも, 通勤時間帯と

重なるのではないかと思います。 

●サービステナントの利用者が全て車ということではないと思います。 

（会長）荷さばき施設について, 利用可能時間帯を教えてください。 

●荷さばき施設Ｎｏ.２は, ２４時間利用です。 

（委員）夜間も, 荷さばき車両の大きなブザー音がするということですか。 

（会長）夜間の荷さばき車両のブザー音は, 鳴らさないこととなっています。 

●ハローズは防犯上の関係もあり, 夜間は通常の荷さばき施設は使わず, 店頭搬入をする形にして

います。店舗前での夜間搬入は, 他店でも行っていることなので, この点は問題ありません。 

（会長）ブザーがなくても安全上問題はないということですか。 

●その点は, きちんと確認してバックしてもらうことになります。 

（会長）荷捌き車両の夜中の搬入計画はどのくらいありますか。また車両は何トン車ですか。 



 

 

●届出書の I－８ページに記載していますように, 基本的に夜間に利用するのはＮｏ.２の施設で, 

２３時に１台と４時に１台, そして５時に２台となっています。車両は４トン車です。車両の出入口

は, 来客者の出入口を共有します。 

（会長）店舗近くの住居に対する大型車の車両走行音対策は何か考えていますか。 

●店舗敷地内で発生する走行音による騒音は, 受音点では基準を下回っております。 

（会長）夜間の発生源ごとの騒音レベル最大値で, 基準値が５０デシベルであるのに対し, 受音点 D

の荷さばき車両走行音が５０.２デシベルで基準値を満たしていると表示してありますが, どういう

ことですか。 

●この場合, 交通規制上は５０とみなされ, 基準値は満足しているという評価になります。ただし,

基準値ぎりぎりの値の為, 運営面で徹底し, 騒音の低減に努めていくということを対策の一つとし

て考えています。 

（会長）荷捌き車両が搬入車両出入口を利用することはできませんか。 

●搬入口からの不審者の侵入を完全にシャットアウトする等, 夜間の防犯上の関係もあり, ハロー

ズでは店頭搬入をする形となっておりますし,夜中は荷さばき施設Ｎｏ.1 自体が閉まっていますの

で, できません。 

（会長）駐車場出入口付近からは不審者は入ってこないということですか。 

●店舗の入口があり, 通常の来店者が出入りする場所ですので, 死角になっている部分は基本的に

はないと思います。店舗入口を塞ぐことはできませんので, バックヤードの人がいない部分からの不

審者侵入を防ぐため, 夜間はバックヤードの出入口を閉鎖しています。 

（会長）当面はそのように運営するとして,もし住民の方から走行音への苦情が届くということであ

れば, 改善方法は何かありますか。 

●通常の搬入口から, 入れるというのは一つの対策だと思います。 

（会長）他にございませんか。それでは、ありがとうございました。 

 

－設置者退出－ 

（会長）それでは, ただいまの案件につきまして,まず駐車場の動線について, どのように整理しま

しょうか。 

（委員）２階の駐車場については, 路面上に進行方向の矢印を書いていただきたいと思います。それ

が最も簡単な方法だと思います。 

（会長）そうですね。ハローズさんと相談するとおっしゃっていましたが, それを強く要望したいと

いうことですね。 

（委員）駐車場出入口Ｎｏ.２について, おそらく左折滞留を考えられていると思いますが, 平日夕

方のロータリーでは, 多くの車が送り迎え等をしている関係で苦情も多く, 今回の災害が落ち着い

た頃には１１０番通報等で, 警察が出動することになるかと思われます。ロータリーを作り, 一方通

行にしている意味がないということが起こるのではないかと思います。よって, Ｎｏ.２の出入口は,

私的にはないほうが好ましく思います。 

（委員）夕方の明神橋西詰交差点も, 非常に混雑すると思います。 

（委員）渋滞を回避すべく規制を調整してはいますが, なかなか規制だけで解決できる状況ではあり

ません。 

（委員）このような状態で, ハローズが新設すると更に混雑が増すと思います。少しでも, 駐車場内

に車を引き込むような処理方法を考えてもらいたい。 

（委員）おそらく, 扱われている店舗としては小規模であるために, 影響が少ないと思われているの



 

 

ではないかと思います。 

（委員）図面上に, 駐車場内にどれだけの緑があり, どれだけ駐車場が見渡せるのか等が表現されて

いませんが, 駐車場内の植栽等のスペースを上手く活用して, 駐車場内で巡回できるよう, スペー

スを確保してはどうかと思います。また, 駐車場の流れ方は簡潔に, 流れを乱さないようにしていた

だきたい。設置者による誘導員や看板の設置も, その対策の一つだと思います。 

（会長）普段でも, ロータリーは, かなり混雑しているんでしょうか。 

（委員）昼間はそれほど混雑していませんが, 夕方は非常に混雑しています。バス停や身体障害者用

駐車スペースにも駐車されていますし, コンビニエンスストアの前には車が並んでいます。現状, ロ

ータリーの西側に駐車するか東側に駐車するかですら, 守られていない状態です。 

（会長）周囲の交通環境に対して影響を及ぼす可能性が非常にあるので, 設置者の方ができることは, 

いわゆる店舗内の駐車場の整備ですから, 協議会としてはこの点を要望したいと思いますが, よろ

しいでしょうか。 

（委員）そのほうが良いと思います。 

（会長）他に要望することはございますか。 

やはり, 駐車場出入口Ｎｏ.２は非常に気になりますね。出入口をなくすというのは不可能ですよね。 

（委員）出入口が１箇所というのは, 工事の際等, 何か起きた際に必要となりますので, 難しいと思

います。一方で, 出入口を交差点に近づけるわけにはいかないので, できるだけ離してこの位置だと

いうのは, 仕方ないことだとも思います。 

（委員）やはり設置者の方には, 余裕をもって計画をしていただきたいと思います。 

（委員）他の委員が言われていた, ２階から降りてきた際の横断歩道についても, 設置者の方へ伝え

ていただければと思います。 

（会長）他にございませんか。設置者の方には, 本日の意見をしっかり伝えていただきたいと思いま

す。それでは, よろしくお願いします。 

◎承知しました。 

（会長）では, よろしいでしょうか。以上で, 本日の案件は終了いたしました。長時間のご議論あり

がとうございました。 

 


