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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 H27.3.16 H27.7.27 H27.11.16

おいらせ市 (法第５条第１項) H27.3.27 意見なし H27.10.21

新設 H27.2.13 H27.7.6 H27.10.13

むつ市 (法第５条第１項) H27.3.6 意見なし H27.8.5

新設 H27.2.10 H27.7.2 H27.10.10

青森市 (法第５条第１項) H27.3.2 H27.7.13 H27.8.5

新設 H27.1.21 H27.6.6 H27.9.21

青森市 (法第５条第１項) H27.2.6 意見なし H27.8.5

新設 H26.8.25 H27.1.10 H27.4.25

八戸市 (法第５条第１項) H26.9.10 H27.1.23 H27.3.4

新設 H26.7.22 H26.12.6 H27.3.22

七戸町 (法第５条第１項) H26.8.6 意見なし H27.3.4

新設 H26.5.30 H26.10.16 H27.1.30

十和田市 (法第５条第１項) H26.6.16 意見なし H27.1.21

新設 H26.4.4 H26.8.21 H26.12.4

五所川原市 (法第５条第１項) H26.4.21 意見なし H26.10.27

新設 H26.4.2 H26.8.18 H26.12.2

八戸市 (法第５条第１項) H26.4.18 意見なし H26.10.27

出入口の数及び位置変
更

H27.3.16 H27.8.6 H27.11.16

八戸市 (法第６条第２項) H27.4.6 意見なし H27.10.21

駐車場収容台数減少他 H27.2.18 H27.7.6 H27.10.18

八戸市 (法第６条第２項) H27.3.6 意見なし H27.8.5

荷さばき時間帯の変更 H26.9.19 H27.2.8 H27.5.19

つがる市 (法第６条第２項) H26.10.8 意見なし H27.5.25

荷さばき時間帯の変更 H26.9.19 H27.2.8 H27.5.19

弘前市 (法第６条第２項) H26.10.8 意見なし H27.5.25

荷さばき時間帯の変更 H26.9.19 H27.2.8 H27.5.19

弘前市 (法第６条第２項) H26.10.8 意見なし H27.5.25

開店時刻の変更他 H26.7.28 H26.12.15 H27.3.28

十和田市 (法第６条第２項) H26.8.15 意見なし H27.3.4

駐車場位置変更他 H26.6.30 H26.12.8 H27.2.28

青森市 (法第６条第２項) H26.8.8 意見なし H27.3.4

開店時刻の変更他 H26.6.13 H26.11.2 H27.2.13

八戸市 (法第６条第２項) H26.7.2 意見なし H27.1.21

開店時刻の変更他 H26.6.13 H26.11.2 H27.2.13

八戸市 (法第６条第２項) H26.7.2 意見なし H27.1.21

駐車場位置変更他 H26.5.22 H26.10.16 H27.1.22

八戸市 (法第６条第２項) H26.6.16 意見なし H27.1.21

承継 H27.3.30 ― ― ― ―

弘前市 (法第１１条第３項) ―

承継 H27.3.30 ― ― ― ―

十和田市 (法第１１条第３項) ―

承継 H27.3.30 ― ― ― ―

五所川原市 (法第１１条第３項) ―

承継 H27.3.30 ― ― ― ―

黒石市 (法第１１条第３項) ―

掲示による
ツタヤ・ワンダーグー弘前店
【790】

牛込平商業施設【789】 H27.4.27
県の意見なし
（H27.10.14
通知）

ユニバース下長店【761】

新三光ストア新井田店【759】

洋服の青山ダイソー＆アオヤマ100
円プラザ弘前店【798】

アクロスプラザ十和田南【797】

アクロスプラザ五所川原【796】

アクロスプラザ黒石【795】

メガ城東北店【774】

カブセンター神田店【773】

薬王堂十和田元町店【769】

サンロード青森【765】

ユニバース根城店【762】

大規模小売店舗立地法に基づく届出状況（平成26年度分）

むつ柳町複合商業施設【783】

メガ東青森店・キクヤメガネ県病
通店【781】

（仮称）マエダストア新城店
【782】

ユニバース下長店【784】

カブセンター柏店【775】

ユニバース湊高台店【770】

（仮称）コメリ七戸ショッピング
センター【767】

コメリパワー十和田店【760】

（仮称）ツルハドラッグ五所川原
本町店【752】

（仮称）トライアル八戸糠塚店
【751】

H27.3.25
県の意見なし
（H27.7.28通
知）

H27.4.10
県の意見なし
（H27.7.28通
知）

H27.2.25
県の意見なし
（H27.7.28通
知）

H26.9.17
県の意見なし
（H27.2.23通
知）

H26.9.2
県の意見なし
（H27.2.23通
知）

H26.7.16
県の意見なし
（H27.1.13通
知）

H26.5.22
県の意見なし
（H26.10.17
通知）

H26.5.31
県の意見なし
（H26.10.17
通知）

H27.3.26

掲示による

県の意見なし
（H27.5.13通
知）

県の意見なし
（H27.5.13通
知）

県の意見なし
（H27.5.13通
知）

県の意見なし
（H27.7.28通
知）

県の意見なし
（H27.10.14
通知）

H26.6.5
県の意見なし
（H27.1.13通
知）

掲示による
県の意見なし
（H27.1.13通
知）

掲示による
県の意見なし
（H27.1.13通
知）

掲示による

掲示による

掲示による
県の意見なし
（H27.2.23通
知）

H26.8.29
県の意見なし
（H27.2.23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26年度分）

1 店舗名称変更等 H27.3.27 ― H27.8.8 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H27.4.8 意見なし

設置代表者変更他 H27.3.26 ― H27.8.8 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H27.4.8 意見なし

小売業者代表者変更 H27.3.16 ― H27.8.6 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H27.4.6 意見なし

設置者代表者変更他 H27.3.16 ― H27.8.6 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H27.4.6 意見なし

承継 H27.3.11 ― ― ― ―

青森市 (法第１１条第３項) ―

承継 H27.3.11 ― ― ― ―

青森市 (法第１１条第３項) ―

承継 H27.3.11 ― ― ― ―

青森市 (法第１１条第３項) ―

設置者代表者変更他 H27.3.10 ― H27.7.20 ― ―

つがる市 (法第６条第１項) H27.3.20 意見なし

店舗名称変更等 H26.12.24 ― H27.5.21 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H27.1.21 意見なし

承継 H26.12.24 ― ― ― ―

八戸市 (法第１１条第３項) ―

設置者代表者変更他 H26.12.8 ― H27.5.7 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H27.1.7 意見なし

設置者代表者変更他 H26.12.8 ― H27.5.7 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H27.1.7 意見なし

小売業者変更 H26.11.25 ― H27.4.15 ― ―

おいらせ町 (法第６条第１項) H26.12.15 意見なし

設置者代表者変更他 H26.9.17 ― H27.2.6 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.10.6 意見なし

設置者代表者変更 H26.9.12 ― H27.2.3 ― ―

弘前市 (法第６条第１項) H26.10.3 意見なし

設置者住所変更他 H26.7.28 ― H26.12.15 ― ―

十和田市 (法第６条第１項) H26.8.15 意見なし

小売業者変更 H26.7.10 ― H26.12.11 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.8.11 意見なし

店舗名称変更等 H26.6.16 ― H26.11.2 ― ―

むつ市 (法第６条第１項) H26.7.2 意見なし

店舗名称変更等 H26.6.16 ― H26.11.2 ― ―

大間町 (法第６条第１項) H26.7.2 意見なし

店舗名称変更等 H26.5.22 ― H26.10.16 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H26.6.16 意見なし

小売業者変更 H26.5.9 ― H26.9.28 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.5.28 意見なし

小売業者変更 H26.5.9 ― H26.9.28 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.5.28 意見なし

小売業者変更 H26.5.9 ― H26.9.28 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.5.28 意見なし

イオンモールつがる柏店【785】

ユニバース大野店【756】

ホーマックスーパーデポ長苗代店
【778】

ユニバース新井田店【780】

新三光ストア新井田店【779】

ＤＣＭホーマック長苗代店【794】

生活協同組合コープあおもりるい
け店【793】

コジマＮＥＷ弘前店【792】

コジマＮＥＷ青森【791】

ゼビオ青森浜田店【788】

ツタヤ・エコプラス青森中央店
【787】

ユニバース沖館店【755】

ラ・セラ東バイパスショッピング
センター【766】

ホーマックニコット大間店【763】

新三光ストア新井田店【758】

東青森駅構内商業施設【757】

シンフォニープラザ沼館【777】

イオンモール下田【776】

イトーヨーカドー青森店ショッピ
ングセンター【772】

弘前城東タウンプラザ【771】

薬王堂十和田元町店【768】

ホーマックニコット大畑店【764】

ＭＡＸデンコードー青森店【786】
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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26年度分）

小売業者変更 H26.5.9 ― H26.9.28 ― ―

青森市 (法第６条第１項) H26.5.28 意見なし

小売業者変更 H26.4.11 ― H26.8.25 ― ―

八戸市 (法第６条第１項) H26.4.25 意見なし

ユニバース筒井店【754】

ユニバース下長店【753】


