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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）

新設 H29.3.24 H29.8.19 H29.11.24

青森市 (法第５条第１項) H29.4.19 意見なし H29.10.2

新設 H28.12.27 H29.5.20 H29.8.27

むつ市 (法第５条第１項) H29.1.20 意見なし H29.7.7

新設 H28.12.27 H29.5.20 H29.8.27

むつ市 (法第５条第１項) H29.1.20 意見なし H29.7.7

新設 H27.12.22 H29.5.20 H28.8.22

十和田市 (法第５条第１項) H29.1.20 H29.6.2 H29.7.7

新設 H28.4.8 H28.8.27 H28.12.8

弘前市 (法第５条第１項) H28.4.27 H28.9.14 H28.11.4

新設 H28.4.6 H27.8.25 H28.12.6

青森市 (法第５条第１項) H27.4.25 H28.8.23 H28.11.4

（変　更：法第６条２項・附則第５条１項）

店舗面積の変更等 H29.3.24 H29.8.19 H29.11.24

八戸市 (法附則第５条第１項) H29.4.19 意見なし H29.10.2

荷さばき時間の変更 H29.3.7 H29.7.15 H29.11.7

八戸市 (法第６条第２項) H29.3.15 意見なし H29.10.2

開店時間の変更 H29.2.8 H29.6.27 H29.10.8

むつ市 (法第６条第２項) H29.2.27 意見なし H29.10.2

開店時間の変更 H29.2.8 H29.6.27 H29.10.8

五所川原市 (法第６条第２項) H29.2.27 意見なし H29.10.2

駐車場出入口の減 H28.11.5 H29.4.7 H29.7.5

青森市 (法第６条第２項) H28.12.7 H29.4.26 H29.7.7

開閉店時刻の変更等 H28.10.14 H29.3.16 H29.6.14

中泊町 (法附則第５条第１項) H28.11.16 意見なし H29.4.24

駐車台数の減 H28.9.16 H29.2.21 H29.5.16

七戸町 (法第６条第２項) H28.10.21 意見なし H29.4.24

駐輪場の位置の変更 H28.6.17 H28.11.15 H29.2.17

八戸市 (法第６条第２項) H28.7.15 意見なし H29.1.6

閉店時刻の変更等 H28.5.24 H28.10.8 H29.1.24

階上町 (法第６条第２項) H28.6.8 意見なし H28.11.4

閉店時刻の変更 H28.5.6 H28.9.18 H29.1.6

弘前市 (法第６条第２項) H28.5.18 意見なし H28.11.4

駐輪場の位置の変更 H28.4.6 H28.8.28 H28.12.6

青森市 (法第６条第２項) H28.4.28 意見なし ―

（変　更：法第６条１項・第６条５項）

廃止 H29.3.29

十和田市 (法第６条第５項) H29.5.1

設置者代表者等変更 H29.3.29 H29.9.1

青森市 (法第６条第１項) H29.5.1 意見なし

店舗名、小売業者の変更 H29.3.15 H29.7.29

十和田市 (法第６条第１項) H29.3.29 意見なし

店舗名、小売業者の変更 H29.3.6 H29.7.15

青森市 (法第６条第１項) H29.3.15 意見なし

店舗名、設置者住所等変更 H29.2.8 H29.6.27

五所川原市 (法第６条第１項) H29.2.27 意見なし

小売業者の変更 H29.2.3 H29.6.15

三沢市 (法第６条第１項) H29.2.15 意見なし

十和田複合商業施設【905】 ― ―

H29.5.11

ハルル樹木【877】 H28.5.30
県の意見なし
（H28.10.25通
知）

メガ青森小柳店・宮脇書店青森店
【873】

H28.5.20
県の意見なし
（H28.10.25通
知）

カブ・大野店【874】 ―

駐輪場の位置変
更については軽
微変更認定
（28.4.20）

ユニバースかんぶん・階上店
【880】

掲示による
県の意見なし
（H28.10.25通
知）

ケーズデンキ五所川原店【901】 掲示による
県の意見なし
（H29.9.21通
知）

ショッピングパークむつ【902】 掲示による
県の意見なし
（H29.9.21通
知）

―

ケーズデンキ五所川原【900】 ― ― ―

スーパードラッグアサヒ青森西バイ
パス店・ユニクロ青森三好店
【903】

― ― ―

大規模小売店舗立地法に基づく届出状況（平成28年度分　平成29年10月3日現在）

ハルル樹木【875】 H28.5.30
県の意見なし
（H28.10.25
通知）

（仮称）十和田西複合商業施設
【896】

H29.1.25
県の意見なし
（H29.6.28通
知）

薬王堂むつ下北町店・ローソンむつ
下北町店【897】

H29.2.21
県の意見なし
（H29.6.28通
知）

ファミリーマートさとう中央店・薬
王堂むつ中央店【898】

H29.2.21
県の意見なし
（H29.6.28通
知）

（仮称）八重田ショッピングセン
ター【907】

H29.4.26
県の意見なし
（H29.9.21通
知）

マエダストア新城店【895】 掲示による
県の意見なし
（H29.6.28通
知）

中里ショッピングセンター【893】 H28.11.11
県の意見なし
（H29.4.14通
知）

ニトリ八戸店【906】

ジョイス八戸石堂店【904】 掲示による
県の意見なし
（H29.9.21通
知）

イオン七戸ショッピングセンター
【891】

掲示による
県の意見なし
（H29.4.14通
知）

ラピア【886】

イトーヨーカドー青森店ショッピン
グセンター【908】

―

ユニバース十和田東一番町店
【909】

―

― ― ――

マエダ三沢モール【899】 ― ―

県の意見なし
（H29.9.21通
知）

H28.7.11
県の意見なし
（H28.12.21通
知）

― ―
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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28年度分　平成29年10月3日現在）

店舗名変更 H28.11.15 H29.4.7

青森市 (法第６条第１項) H28.12.7 意見なし

設置者住所等の変更 H28.10.7 H29.3.16

八戸市 (法第６条第１項) H28.11.16 意見なし

設置者代表者等変更 H28.8.17 H29.1.23

南部町 (法第６条第１項) H28.9.23 意見なし

設置者代表者等変更 H28.7.22 H28.12.3

三沢市 (法第６条第１項) H28.8.3 意見なし

設置者代表者等変更 H28.7.6 H28.12.3

青森市 (法第６条第１項) H28.8.3 意見なし

店舗名・設置者代表者等変更 H28.7.6 H28.12.3

五所川原市 (法第６条第１項) H28.8.3 意見なし

小売業者の変更 H28.6.17 H28.11.25

八戸市 (法第６条第１項) H28.7.25 意見なし

小売業者の変更 H28.6.17 H28.11.11

青森市 (法第６条第１項) H28.7.11 意見なし

設置者代表者変更 H28.6.3 H28.10.17

弘前市 (法第６条第１項) H28.6.17 意見なし

設置者代表者・小売業者変更 H28.6.3 H28.10.17

黒石市 (法第６条第１項) H28.6.17 意見なし

設置者代表者・小売業者変更 H28.6.3 H28.10.17

五所川原市 (法第６条第１項) H28.6.17 意見なし

小売業者の変更 H28.5.24 H28.10.8

階上町 (法第６条第１項) H28.6.8 意見なし

設置者住所変更 H28.5.20 H28.10.1

平川市 (法第６条第１項) H28.6.1 意見なし

設置者代表者変更 H28.4.27 H28.9.18

三沢市 (法第６条第１項) H28.5.18 意見なし

―

ツルハドラッグ五所川原本店
【887】

― ― ―

― ―

サンロード青森【884】 ― ― ―

ラピア【885】 ― ― ―

ユニバース青柳店【888】 ― ― ―

三沢堀口ショッピングセンター
【876】

― ― ―

イオンタウン平賀【878】 ― ― ―

ユニバースかんぶん・階上店
【879】

― ――

アクロスプラザ五所川原【881】 ― ― ―

弘前アルカディアショッピングセン
ター【883】

―

―

ユニバース福地店・ツルハドラッグ
福地南部店【890】

― ― ―

アクロスプラザ黒石【881】 ― ―

三沢堀口ショッピングセンター
【889】

― ―

マエダストア新城店【894】 ― ― ―

アクロスプラザ沼館【892】 ― ― ―
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