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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 H24.3.28 H24.8.24 H24.11.28

五所川原市 (法第５条第１項) H24.4.23 意見なし H24.11.19

新設 H24.3.13 H24.8.20 H24.11.13

十和田市 (法第５条第１項) H24.4.20 意見なし H24.11.16

新設 H23.8.22 H24.1.9 H24.4.22

八戸市 (法第５条第１項) H23.9.9 H24.2.10 H24.4.20

新設 H23.6.10 H23.10.24 H24.2.10

三沢市 (法第５条第１項) H23.6.24 意見なし H23.12.19

新設 H23.5.6 H23.9.25 H24.1.6（仮称）カブセンター西バイパス 県の意見なし

テックランド三沢店【588】 H23.7.28
県の意見なし
（H23.12.12
通知）

大規模小売店舗立地法に基づく届出状況（平成23年度分）

（仮称）イオン八戸ショッピング
センター【599】

H23.10.12
県の意見なし
（H24.3.29通
知）

コメリパワー五所川原店【628】 H24.5.19
県の意見なし
（H24.11.12
通知）

（仮称）テックランド十和田店
【626】

H24.4.26
県の意見なし
（H24.11.8通
知）

新設 H23.5.6 H23.9.25 H24.1.6

青森市 (法第５条第１項) H23.5.25 H23.10.7 H23.12.9

荷さばき施設位置変更
他

H24.3.2 H24.7.16 H24.11.2

七戸町 (法第６条第２項) H24.3.16 ― ―

駐車場の変更 H24.2.2 H24.6.10 H24.10.2

青森市 (法第６条第２項) H24.2.10 意見なし H24.8.1

開店時刻の変更 H23.12.27 H24.5.16 H24.8.27

八戸市 (法第６条第２項) H24.1.16 意見なし H24.7.30

開店時刻の変更等 H23.11.28 H24.4.19 H24.7.28

青森市 (法第６条第２項) H23.12.19 意見なし H24.7.30

閉店時刻の繰下等 H23.8.29 H24.1.30 H24.4.29

弘前市 (法第６条第２項) H23.9.30 意見なし H24.4.20

出入口増加 H23.8.24 H24.1.9 H24.4.24

県の意見なし
（H24.3.29通
知）

掲示による
県の意見なし
（H24.3.29通

イオン七戸ショッピングセンター
【625】（イオンリテール）

H24.4.17

弘前アルカディアショッピングセ
ンター【604】

掲示による

H24.6.20取下
げ

県の意見なし
（H24.7.20通
知）

ピアドゥ【615】（イトーヨーカ
堂）

掲示による
県の意見なし
（H24.7.20通
知）

ガーラタウン・アオモリウエスト
モールＡ・Ｂ棟【623】（マエダ）

掲示による

三沢堀口ショッピングセンター

県の意見なし
（H24.7.20通
知）

ガーラタウン・青森ウエストモー
ルＡ・Ｂ棟【610】

掲示による

（仮称）カブセンター西バイパス
店【584】

H23.6.22
県の意見なし
（H23.12.1通
知）

三沢市 (法第６条第２項) H23.9.9 意見なし H24.4.20

閉店時刻の繰下等 H23.7.15 H23.12.8 H24.3.15

八戸市 (法第６条第２項) H23.8.8 H24.1.6 H24.2.22

駐車台数減等 H23.6.29 H23.11.22 H24.2.29

青森市 (法第６条第２項) H23.7.22 H23.12.5 H24.2.22

出入口増加等 H23.6.10 H23.10.24 H24.2.10

十和田市 (法第６条第２項) H23.6.24 意見なし H23.12.21

閉店時刻の繰下等 H23.5.9 H23.10.1 H24.1.9

板柳町 (法第６条第２項) H23.6.1 意見なし H23.12.19

店舗名称変更他 H24.3.2 ― H24.7.16 ― ―

七戸町 (法第６条第１項) H24.3.16 意見なし

小売業者変更 H24.1.23 ― H24.6.10 ― ―

十和田南ショッピングセンター
【587】

ガーラタウン・青森ウエストモー
ルＡ・Ｂ棟【590】

ドリームサンワドー八食店【593】
県の意見なし
（H24.2.14通
知）

H23.5.21
県の意見なし
（H23.12.12
通知）

セントラルショッピングセンター

イオン七戸ショッピングセンター
【624】（イオンリテール）

イオンタウン板柳ショッピングセ
ンター【586】

H23.8.19
県の意見なし
（H24.2.14通
知）

H23.7.8
県の意見なし
（H23.12.13
通知）

掲示による （H24.3.29通
知）

H23.7.18

三沢堀口ショッピングセンター
【600】

むつ市 (法第６条第１項) H24.2.10 意見なし

店舗名称変更 H24.1.18 ― H24.6.3 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H24.2.3 意見なし

店舗名称変更 H24.1.18 ― H24.6.3 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H24.2.3 意見なし

店舗名称変更 H24.1.18 ― H24.6.3 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H24.2.3 意見なし

譲渡
ＡＰＰＲＥ１０３　３ブロック
【618】

H24.1.18 ― ― ― ―

青森市 (法第１１条第３項) －

譲渡
ＡＰＰＲＥ１０３　２ブロック
【617】

H24.1.18 ― ― ― ―

青森市 (法第１１条第３項) －

譲渡
ＡＰＰＲＥ１０３　１ブロック
【616】

H24.1.18 ― ― ― ―

イオンタウン青森浜田１ブロック
【619】

セントラルショッピングセンター
むつ【622】（佐藤長）

イオンタウン青森浜田３ブロック
【621】

イオンタウン青森浜田２ブロック
【620】

青森市 (法第１１条第３項) －
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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23年度分）

店舗名称変更他 H23.12.22 ― H24.5.16 ― ―

むつ市 (法第６条第１項) H24.1.16 意見なし

譲渡 H23.12.22 ― ― ― ―

むつ市 (法第１１条第３項) －

小売業者変更 H23.12.20 ― H24.5.16 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H24.1.16 意見なし

小売業者変更 H24.12.14 ― H24.5.4 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H24.1.4 意見なし

小売業者変更 H23.11.28 ― H24.4.19 ― ―

佐藤長新町店【614】

マックスバリュむつ新町店【613】

弘前城東タウンプラザ【612】

ピアドゥ【611】

ガーラタウン・アオモリウエスト

青森市 (法第６条第１項) H23.12.19 意見なし

設置者住所変更他 H23.11.18 ― H24.4.7 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H23.12.7 意見なし

店舗所在地変更他 H23.11.18 ― H24.4.7 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H23.12.7 意見なし

店舗名称変更 H23.11.17 ― H24.4.5 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H23.12.5 意見なし

店舗名称等変更 H23.11.17 ― H24.4.5 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H23.12.5 意見なし

設置者代表者変更 H23.8.25 ― H24.1.9 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H23.9.9 意見なし

設置者代表者変更 H23.8.25 ― H24.1.9 ― ―

コジマNEW青森【607】

ＡＰＰＲＥ１０３　３ブロック
【603】

ＡＰＰＲＥ１０３　２ブロック
【602】

イオンタウン青森東【606】

イオンタウン弘前樋の口【605】

ガーラタウン・アオモリウエスト
モールＡ・Ｂ棟【609】

コジマNEW弘前店【608】

青森市 (法第６条第１項) H23.9.9 意見なし

設置者代表者変更 H23.8.25 ― H24.1.9 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H23.9.9 意見なし

設置者等変更 H23.8.18 ― H23.12.31 ― ―

三沢市 (法第６条第１項) H23.8.31 意見なし

譲渡、吸収合併 H23.8.18 ― ― ― ―

三沢市 (法第１１条第３項) －

店舗名称等変更 H23.8.11 ― H23.12.29 ― ―

黒石市 (法第６条第１項) H23.8.29 意見なし

店舗名称等変更 H23.8.11 ― H23.12.29 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H23.8.29 意見なし

設置者等変更 H23.7.25 ― H23.12.12 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H23.8.12 意見なし

ユニバース大野店【595】

【602】

弘前アルカディアショッピングセ
ンター【594】

ＡＰＰＲＥ１０３　１ブロック
【601】

三沢堀口ショッピングセンター
【598】

三沢堀口ショッピングセンター
【597】

ユニバース黒石駅前店【596】

弘前市 (法第６条第１項) H23.8.12 意見なし

設置者等変更 H23.6.27 ― H23.11.19 ― ―

むつ市 (法第６条第１項) H23.7.19 意見なし

設置者等変更 H23.6.27 ― H23.11.19 ― ―

大間町 (法第６条第１項) H23.7.19 意見なし

設置者等変更 H23.6.29 ― H23.11.22 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H23.7.22 意見なし

設置者等変更 H23.5.6 ― H23.9.20 ― ―

十和田市 (法第６条第１項) H23.5.20 意見なし

設置者等変更 H23.4.28 ― H23.9.18 ― ―

板柳町 (法第６条第１項) H23.5.18 意見なし

廃止 H24.3.13

弘前市 (法第６条第５項) H24.3.30

ホームセンターツルヤ大間店
【591】

ドリームサンワドー八食店【589】

十和田南ショッピングセンター
【585】

イオンタウン板柳ショッピングセ
ンター【583】

ホームセンターツルヤ大畑店
【592】

－サンデー弘前松原店【627】 － － －


