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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 H25.2.22 H25.7.8 H25.10.22

弘前市 (法第５条第１項) H25.3.8 H25.7.19 H25.9.24

新設 H25.2.18 H25.7.6 H25.10.18

青森市 (法第５条第１項) H25.3.6 意見なし H25.9.24

新設 H25.1.25 H25.6.8 H25.9.25

弘前市 (法第５条第１項) H25.2.8 H25.6.19 H25.9.24

新設 H24.12.26 H25.5.23 H25.8.26

青森市 (法第５条第１項) H25.1.23 H25.6.3 H25.6.24

新設 H24.12.26 H25.5.23 H25.8.26

鶴田町 (法第５条第１項) H25.1.23 意見なし H25.6.24

新設 H24.6.6 H24.10.27 H25.2.6

弘前市 (法第５条第１項) H24.6.27 意見なし H24.12.12

新設 H24.5.25 H24.10.13 H25.1.25

青森市 (法第５条第１項) H24.6.13 H24.10.31 H24.12.12

新設 H24.4.20 H24.9.18 H24.12.20

階上町 (法第５条第１項) H24.5.18 意見なし H24.11.19

開店時刻の変更他 H25.3.29 H25.8.19 H25.11.29

青森市 (法第６条第２項) H25.4.19 意見なし H25.11.27

開店時刻の変更他 H25.3.29 H25.8.19 H25.11.29

青森市 (法第６条第２項) H25.4.19 意見なし H25.11.27

開店時刻の変更他 H25.3.29 H25.8.19 H25.11.29

東北町 (法第６条第２項) H25.4.19 意見なし H25.11.29

開店時刻の変更他 H25.3.29 H25.8.19 H25.11.29

十和田市 (法第６条第２項) H25.4.19 意見なし H25.11.29

開店時刻の変更他 H25.3.29 H25.8.19 H25.11.29

八戸市 (法第６条第２項) H25.4.19 意見なし H25.12.6

駐車場収容台数減少他 H25.3.18 H25.7.29 H25.11.18

弘前市 (法第６条第２項) H25.3.29 意見なし H25.9.24

開店時刻の変更 H25.2.22 H25.7.8 H25.10.22

七戸町 (法第６条第２項) H25.3.8 意見なし H25.9.24

開店時刻の変更他 H24.11.21 H24.4.5 H25.7.21

八戸市 (法第６条第２項) H24.12.5 意見なし H25.6.24

開店時刻の変更他 H24.7.17 H24.12.17 H25.3.17

五所川原市 (法第６条第２項) H24.8.17 意見なし H25.2.27

開店時刻の変更他 H24.7.9 H24.12.1 H25.3.9

平川市 (法第６条第２項) H24.8.1 意見なし H25.2.27

開店時刻の変更他 H24.7.9 H24.11.30 H25.3.9

弘前市 (法第６条第２項) H24.7.30 H24.12.14 H25.2.27

開店時刻の変更他 H24.7.5 H24.11.18 H25.3.5

野辺地町 (法第６条第２項) H24.7.18 意見なし H25.2.27

開店時刻の変更他 H24.7.3 H24.11.30 H25.3.3

青森市 (法第６条第２項) H24.7.30 H24.12.12 H25.2.22

開店時刻の変更他 H24.6.29 H24.11.17 H25.2.28

三戸町 (法第６条第２項) H24.7.17 意見なし H25.2.22

開店時刻の変更他 H24.6.27 H24.11.11 H25.2.27

つがる市 (法第６条第２項) H24.7.11 意見なし H25.2.22

掲示による

ユニバース十和田東一番町店
【669】

掲示による
県の意見なし
（H25.2.14通
知）

マックスバリュ幸畑店【649】
（マックスバリュ東北）

掲示による
県の意見なし
（H25.2.14通
知）

三戸ショッピングセンター【647】
（マックスバリュ東北）

掲示による
県の意見なし
（H25.2.14通
知）

掲示による
県の意見なし
（H25.2.18通
知）

掲示による
県の意見なし
（H25.2.18通
知）

イオンタウン平賀【653】（マック
スバリュ東北）

掲示による
県の意見なし
（H25.2.18通
知）

エルムの街ショッピングセンター
【655】（イトーヨーカ堂）

イオンタウン弘前樋の口【651】
（マックスバリュ東北）

H25.3.26
県の意見なし
（H25.9.12通
知）

大規模小売店舗立地法に基づく届出状況（平成24年度分）

テックランド弘前２号店【665】 H25.3.29
県の意見なし
（H25.9.12通
知）

H24.7.4
県の意見なし
（H24.12.5通
知）

H25.2.23
県の意見なし
（H25.6.17通
知）

ユニバース松原店【635】 H24.7.19
県の意見なし
（H24.12.5通
知）

H25.2.21
県の意見なし
（H25.6.17通
知）

H25.3.12
県の意見なし
（H25.9.12通
知）

（仮称）ニトリ青森店【663】

（仮称）ドン・キホーテ弘前店
【661】

ユニバース青柳店【660】

H24.5.18
県の意見なし
（H24.11.12
通知）

掲示による
県の意見なし
（H25.2.18通
知）

掲示による

（仮称）メガ弘前城東北店【667】 H25.4.18
県の意見なし
（H25.9.12通
知）

イオン七戸ショッピングセンター
【664】

掲示による

ユニバース新小中野店【668】

掲示による
県の意見なし
（H25.9.12通
知）

東青森駅構内商業施設【673】 掲示による

ユニバース筒井店【671】 掲示による

ユニバース南類家店【657】 掲示による
県の意見なし
（H25.6.17通
知）

ユニバース・かんぶん上北町店
【670】

マエダストア鶴田店【659】

テックランド青森２号店【632】

コメリホームセンター青森階上店
【629】

野辺地ショッピングセンター
【650】（マックスバリュ東北）

イオンモールつがる柏【645】（イ
オンリテール）

県の意見なし
（H25.11.19
通知）

県の意見なし
（H25.11.19
通知）

県の意見なし
（H25.11.19
通知）

県の意見なし
（H25.11.19
通知）

県の意見なし
（H25.11.19
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24年度分）

開店時刻の変更他 H24.6.26 H24.11.11 H25.2.26

十和田市 (法第６条第２項) H24.7.11 意見なし H25.2.22

開店時刻の変更他 H24.6.20 H24.11.4 H25.2.20

七戸町 (法第６条第２項) H24.7.4 意見なし H25.2.20

開店時刻の変更他 H24.6.19 H24.11.6 H25.2.19

弘前市 (法第６条第２項) H24.7.6 H24.12.3 H25.2.20

開店時刻の変更他 H24.6.14 H24.10.29 H25.2.14

八戸市 (法第６条第２項) H24.6.29 意見なし H25.2.20

開店時刻の変更他 H24.6.7 H24.10.27 H25.2.7

青森市 (法第６条第２項) H24.6.27 H24.11.7 H25.2.13

開店時刻の変更他 H24.6.5 H24.10.20 H25.2.5

平内町 (法第６条第２項) H24.6.20 意見なし H25.2.13

開店時刻の変更他 H24.4.23 H24.10.1 H24.12.23

つがる市 (法第６条第２項) H24.6.1 意見なし H24.12.12

設置者代表者変更 H25.3.29 ― H25.8.19 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H25.4.19 意見なし

小売業者変更 H25.2.12 ― H25.7.21 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H25.3.21 意見なし

設置者代表者変更他 H24.12.7 ― H25.5.9 ― ―

下田町 (法第６条第１項) H25.1.9 意見なし

設置者代表者変更 H24.7.18 ― H24.10.10 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H24.8.10 意見なし

設置者代表者変更他 H24.7.12 ― H24.12.1 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H24.8.1 意見なし

設置者代表者変更他 H24.7.3 ― H24.12.1 ― ―

平川市 (法第６条第１項) H24.8.1 意見なし

設置者代表者変更 H24.7.3 ― H24.11.30 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H24.7.30 意見なし

設置者代表者変更他 H24.6.29 ― H24.11.17 ― ―

三戸町 (法第６条第１項) H24.7.17 意見なし

小売業者変更 H24.6.26 ― H24.11.11 ― ―

十和田市 (法第６条第１項) H24.7.11 意見なし

設置者代表者変更他 H24.6.19 ― H24.11.6 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H24.7.6 意見なし

店舗名称変更他 H24.6.14 ― H24.10.29 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H24.6.29 意見なし

設置者代表者変更他 H24.6.5 ― H24.10.20 ― ―

平内町 (法第６条第１項) H24.6.20 意見なし

設置者代表者変更他 H24.4.23 ― H24.10.1 ― ―

つがる市 (法第６条第１項) h24･6.1 意見なし

廃止 H25.3.1

鶴田町 (法第６条第５項) H25.3.21

取下げ H24.6.20

七戸町 －

十和田南ショッピングセンター
【644】

イオン八戸ショッピングセンター
【638】

掲示による
県の意見なし
（H25.2.14通
知）

掲示による
県の意見なし
（H25.2.13通
知）

掲示による
県の意見なし
（H25.2.13通
知）

掲示による
県の意見なし
（H25.2.13通
知）

三戸ショッピングセンター【646】

弘前城東タウンプラザ【656】

東青森駅構内商業施設【654】

イオンタウン平賀【652】

マックスバリュ幸畑店【648】

イオンタウン平内ショッピングセ
ンター【634】（マックスバリュ東
北）

イオンモールつがる柏【631】（イ
オンリテール）

イオンタウン安原ショッピングセ
ンター【640】

イオン七戸ショッピングセンター
【642】

東青森駅構内商業施設【672】

ラピア【662】

イオンモール下田【658】

イオンタウン青森浜田２ブロック
【636】

掲示による
県の意見なし
（H25.2.5通
知）

掲示による
県の意見なし
（H25.2.5通
知）

掲示による
県の意見なし
（H24.12.5通
知）

－ －

イオン七戸ショッピングセンター
【641】

－ － － －

十和田南ショッピングセンター
【643】

イオンタウン安原ショッピングセ
ンター【639】

イオン八戸ショッピングセンター
【637】

イオンタウン平内ショッピングセ
ンター【633】

イオンモールつがる柏【630】（イ
オンリテール）

なりかん菖蒲川ショッピングセン
ター【666】

－ －


