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市町村 届出事項 大規模小売店舗の名称 届出年月日 説明会開催日
市町村等意見
提出期限

県意見期限日 変更年月日 備　考

(核テナント) 公告年月日 公告年月日 公告年月日 勧告年月日

新設 H26.1.8 H26.5.20 H26.9.8

五戸町 (法第５条第１項) H26.1.20 H26.6.2 H26.7.25

新設 H25.10.4 H26.2.25 H26.6.4

青森市 (法第５条第１項) H25.10.25 意見なし H26.6.9

新設 H25.9.5 H26.1.25 H26.5.5

八戸市 (法第５条第１項) H25.9.25 H26.2.10 H26.3.14

新設 H25.9.5 H26.1.25 H26.5.5

青森市 (法第５条第１項) H25.9.25 意見なし H26.3.14

新設 H25.7.16 H25.12.5 H26.3.16

八戸市 (法第５条第１項) H25.8.5 意見なし H26.3.14

新設 H25.4.4 H25.8.24 H25.12.4

青森市 (法第５条第１項) H25.4.24 意見なし H25.11.27

出入口の数の変更 H26.3.28 H26.8.11 H26.11.28

むつ市 (法第６条第２項) H26.4.11 意見なし H26.10.27

荷さばき施設の面積他 H26.2.3 H26.6.24 H26.10.3

青森市 (法第６条第２項) H26.2.24 意見なし H26.9.19

開店時刻の変更他 H26.1.23 H26.6.17 H26.9.23

東北町 (法第６条第２項) H26.2.17 意見なし H26.9.19

開店時刻の変更他 H26.1.21 H26.6.17 H26.9.21

階上町 (法第６条第２項) H26.2.17 意見なし H26.9.19

開店時刻の変更他 H26.1.21 H26.6.14 H26.9.21

五戸町 (法第６条第２項) H26.2.14 意見なし H26.9.19

開店時刻の変更他 H26.1.21 H26.6.12 H26.9.21

南部町 (法附則第５条第１項) H26.2.12 意見なし H26.9.19

開店時刻の変更他 H26.1.21 H26.6.12 H26.9.21

七戸町 (法附則第５条第１項) H26.2.12 意見なし H26.9.19

開店時刻の変更他 H26.1.21 H26.6.12 H26.9.21

野辺地町 (法附則第５条第１項) H26.2.12 意見なし H26.9.19

開店時刻の変更他 H25.11.28 H26.4.9 H26.7.28

青森市 (法第６条第２項) H25.12.9 意見なし H26.7.25

駐車場収容台数減少他 H25.10.25 H26.3.8 H26.6.25

弘前市 (法第６条第２項) H25.11.8 意見なし H26.6.9

開店時刻の変更他 H25.9.30 H26.2.15 H26.5.30

七戸町 (法第６条第２項) H25.10.15 意見なし H26.6.9

開店時刻の変更 H25.4.18 H25.9.8 H25.12.18

むつ市 (法第６条第２項) H25.5.8 意見なし H25.12.6

小売業者変更 H26.3.31 ― H26.8.25 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H26.4.25 意見なし

店舗名称変更他 H26.3.31 ― H26.8.23 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H26.4.23 意見なし

小売業者変更 H26.3.31 ― H26.8.23 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H26.4.23 意見なし

承継 H26.3.28 ― ― ― ―

青森市 (法第１１条第３項) ―

小売業者変更 H26.3.18 ― H26.8.9 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.4.9 意見なし

県の意見なし
（H25.11.19
通知）

県の意見なし
（H25.11.19
通知）

掲示による

掲示による

県の意見なし
（H26.5.28通
知）

県の意見なし
（H26.5.28通
知）

掲示による

掲示による

掲示による

掲示による

県の意見なし
（H26.7.16通
知）

県の意見なし
（H26.9.10通
知）

県の意見なし
（H26.9.10通
知）

県の意見なし
（H26.9.10通
知）

県の意見なし
（H26.9.10通
知）

県の意見なし
（H26.9.10通
知）

県の意見なし
（H26.9.10通
知）

県の意見なし
（H26.9.10通
知）

県の意見なし
（H26.10.17
通知）

大規模小売店舗立地法に基づく届出状況（平成25年度分）

マエダストア五戸店【718】 H26.3.1
県の意見なし
（H26.7.16通
知）

ユニバース・かんぶん上北町店
【727】

ユニバース・かんぶん階上店
【725】

ホームセンターかんぶん五戸店
【723】

ホームセンターかんぶん三戸店
【721】

掲示による

県の意見なし
（H26.5.28通
知）

スーパードラッグアサヒ青森石江
店【704】

H25.11.30

カブセンター八戸長苗代店【700】 H25.10.22
県の意見なし
（H26.3.4通
知）

県の意見なし
（H26.3.4通
知）

H25.8.20
県の意見なし
（H26.3.4通
知）

H25.5.23

ホームセンターかんぶん七戸店
【720】

H25.10.21

掲示による

メガ青森勝田店【699】

（仮称）八戸ニュータウンショッ
ピングセンター（Ｂゾーン）
【698】

ケーズデンキ青森西店【674】

むつＭ＆Ｄモール【746】

ドリームタウンＡＬｉ【729】

掲示による

掲示による

薬王堂七戸店・スーパーカケモ七
戸店【703】

掲示による

掲示による

ホームセンターかんぶん野辺地店
【719】

ショッピングプラザおきだて
【713】

ツタヤ・ワンダーグー弘前店
【710】

八戸ニュータウンショッピングセ
ンター【750】

ユニバース小中野店【749】

ビッグハウス湊店【748】

むつＭ＆Ｄモール【675】

ガーラタウン・アオモリウエスト
モールＡ・Ｂ棟【747】

ショッピングプラザおきだて
【745】
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市町村 届出事項 大規模小売店舗の名称 届出年月日 説明会開催日
市町村等意見
提出期限

県意見期限日 変更年月日 備　考

(核テナント) 公告年月日 公告年月日 公告年月日 勧告年月日

大規模小売店舗立地法に基づく届出状況（平成25年度分）

小売業者変更 H26.3.18 ― H26.8.9 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.4.9 意見なし

承継 H26.3.18 ― ― ― ―

八戸市 (法第１１条第３項) ―

小売業者変更 H26.3.12 ― H26.8.7 ― ―

むつ市 (法第６条第１項) H26.4.7 意見なし

小売業者変更 H26.3.12 ― H26.8.7 ― ―

黒石市 (法第６条第１項) H26.4.7 意見なし

小売業者変更 H26.3.12 ― H26.8.4 ― ―

三沢市 (法第６条第１項) H26.4.4 意見なし

小売業者変更 H26.3.12 ― H26.8.4 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H26.4.4 意見なし

小売業者変更 H26.3.12 ― H26.7.28 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H26.3.28 意見なし

小売業者変更 H26.3.12 ― H26.7.28 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H26.3.28 意見なし

設置者代表者変更他 H26.2.25 ― H26.7.26 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.3.26 意見なし

設置者代表者変更他 H26.2.25 ― H26.7.24 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.3.24 意見なし

設置者代表者変更他 H26.2.25 ― H26.7.24 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.3.24 意見なし

設置者代表者変更他 H26.2.25 ― H26.7.19 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.3.19 意見なし

設置者代表者変更他 H26.2.14 ― H26.7.3 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.3.3 意見なし

設置者代表者変更他 H26.2.14 ― H26.7.3 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.3.3 意見なし

設置者代表者変更他 H26.2.14 ― H26.7.3 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.3.3 意見なし

設置者代表者変更他 H26.2.3 ― H26.6.24 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.2.24 意見なし

小売業者変更 H26.1.23 ― H26.6.17 ― ―

東北町 (法第６条第１項) H26.2.17 意見なし

小売業者変更 H26.1.21 ― H26.6.17 ― ―

階上町 (法第６条第１項) H26.2.17 意見なし

店舗名称変更 H26.1.21 ― H26.6.14 ― ―

五戸町 (法第６条第１項) H26.2.14 意見なし

小売店舗名称変更他 H25.12.10 ― H26.5.14 ― ―

藤崎町 (法第６条第１項) H26.1.14 意見なし

設置者代表者変更他 H25.12.10 ― H26.5.14 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H26.1.14 意見なし

設置者代表者変更他 H25.12.10 ― H26.5.14 ― ―

七戸町 (法第６条第１項) H26.1.14 意見なし

設置者代表者変更他 H25.12.10 ― H26.5.17 ― ―

十和田市 (法第６条第１項) H26.1.17 意見なし

県庁生協つくだ店【730】

県民生協コスモス館【736】

県民生協あじさい館【733】

ユニバース南大町店【738】

ユニバースむつ旭町店【742】

イオン藤崎店【717】

ユニバース・かんぶん上北町店
【726】

ユニバース・かんぶん階上店
【724】

ホームセンターかんぶん五戸店
【722】

ユニバース堅田店【737】

ドリームタウンＡＬｉ【728】

県庁生協新城店【732】

県庁生協金沢店【731】

県民生協はまなす館【735】

県民生協あやめ館【734】

イオン八戸ショッピングセンター
【716】

イオン七戸ショッピングセンター
【715】

イオン十和田ショッピングセン
ター【714】

ユニバース黒石駅前店【741】

三沢堀口ショッピングセンター
【740】

弘前城東タウンプラザ【739】

県民生協ひまわり館【744】

三光ストア新井田店【743】
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市町村 届出事項 大規模小売店舗の名称 届出年月日 説明会開催日
市町村等意見
提出期限

県意見期限日 変更年月日 備　考

(核テナント) 公告年月日 公告年月日 公告年月日 勧告年月日

大規模小売店舗立地法に基づく届出状況（平成25年度分）

小売業者変更他 H25.11.25 ― H26.4.24 ― ―

おいらせ町 (法第６条第１項) H25.12.24 意見なし

店舗名称変更 H25.11.18 ― H26.4.6 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H25.12.6 意見なし

設置者住所変更他 H25.10.25 ― H26.3.8 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H25.11.8 意見なし

店舗名称変更 H25.10.18 ― H26.3.1 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H25.11.1 意見なし

承継 H25.10.18 ― ― ― ―

青森市 (法第１１条第３項) ―

設置者住所変更他 H25.9.30 ― H26.2.15 ― ―

七戸町 (法第６条第１項) H25.10.15 意見なし

小売業者変更他 H25.9.10 ― H26.2.23 ― ―

おいらせ町 (法第６条第１項) H25.10.23 意見なし

小売業者代表者変更 H25.6.10 ― H25.11.16 ― ―

三沢市 (法第６条第１項) H25.7.16 意見なし

小売業者代表者変更 H25.6.10 ― H25.11.8 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H25.7.8 意見なし

小売業者代表者変更 H25.6.10 ― H25.11.19 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H25.7.19 意見なし

小売業者代表者変更 H25.6.10 ― H25.11.12 ― ―

むつ市 (法第６条第１項) H25.7.12 意見なし

承継 H25.6.10 ― ― ― ―

三沢市 (法第１１条第３項) ―

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.17 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H25.7.17 意見なし

小売業者代表者変更 H25.6.10 ― H25.11.12 ― ―

五所川原市 (法第６条第１項) H25.7.12 意見なし

小売業者代表者変更 H25.6.10 ― H25.11.12 ― ―

むつ市 (法第６条第１項) H25.7.12 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.19 ― ―

平内町 (法第６条第１項) H25.7.19 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.10 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H25.7.10 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.5 ― ―

三戸町 (法第６条第１項) H25.7.5 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.16 ― ―

野辺地町 (法第６条第１項) H25.7.16 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.3 ― ―

十和田市 (法第６条第１項) H25.7.3 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.8 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H25.7.8 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.8 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H25.7.8 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.10 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H25.7.10 意見なし

イオンモール下田【701】

サンデー三沢店【697】

イオンタウン青森浜田２ブロック
【696】

薬王堂七戸店・スーパーカケモ七
戸店【702】

テックランド青森２号店【707】

テックランド青森三好店【708】

イオンモール下田【712】

メガ城東北店【711】

ツタヤ・ワンダーグー弘前店
【709】

サンデー弘前石渡店【682】

イオンタウン平内ショッピングセ
ンター【689】

イオンタウン安原ショッピングセ
ンター【688】

三戸ショッピングセンター【687】

野辺地ショッピングセンター
【686】

十和田南ショッピングセンター
【685】

サンデー浪岡店【684】

サンデー青森虹ヶ丘店【683】

苫生モール【690】

ピアドゥ【695】

サンデーむつ中央店【694】

サンデー三沢店【693】

サンデー八戸新井田店【692】

エルムの街ショッピングセンター
【691】
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市町村 届出事項 大規模小売店舗の名称 届出年月日 説明会開催日
市町村等意見
提出期限

県意見期限日 変更年月日 備　考

(核テナント) 公告年月日 公告年月日 公告年月日 勧告年月日

大規模小売店舗立地法に基づく届出状況（平成25年度分）

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.17 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H25.7.17 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.17 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H25.7.17 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.8 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H25.7.8 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.10 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H25.7.10 意見なし

設置者代表者変更他 H25.6.10 ― H25.11.17 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H25.7.17 意見なし

廃止 H25.5.8

三戸町 (法第６条第５項) H25.5.22
－ － －

サンデー八戸根城店【681】

サンデー八戸長苗代店【680】

サンデー青森店【679】

サンデー弘前店【678】

サンデー八戸石堂店【677】

ファル三戸店【676】 －


