
No. 案件名 概要 実施予定 制定等予定 担当所属

1

住基ネットに係る特定個人情報保護
評価書（全項目評価書）（案）

番号法第28条の規定に基づき「住基ネット
に係る特定個人情報保護評価書」（基礎項
目評価書及び全項目評価書）のうち全項目
評価書を作成する。

令和2年3月
～4月

令和2年6月 総務部
　市町村課

2

第2期まち・ひと・しごと青森県総合
戦略（案）

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、本県
の実情に応じた地方創生に関する今後5年
間の基本的方向と具体的な施策をまとめた
総合戦略を策定する。

令和2年2月
～3月

令和2年3月 企画政策部
　企画調整課

3

「知事の所管する条例等の規定によ
り民間事業者等が行う書面の保存
等における情報通信の技術の利用
に関する規則（ｅ－文書規則）」の一
部改正（案）

「青森県民間事業者等が行う書面の保存
等における情報通信の技術の利用に関す
る条例（ｅ－文書条例）」を適用する「青森県
地方卸売市場条例」（総合販売戦略課所
管）の廃止に伴い、ｅ－文書規則の改正を
行う。

令和2年1月 令和2年2月 企画政策部
　情報システム課

4

知事等に係る行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する規
則の一部改正（案）

行政手続オンライン化法の改正に伴い、青
森県行政手続等における情報通信の技術
の利用に関する条例を改正することから、
併せて、関連規則の改正を行う。

令和2年3月 令和2年4月 企画政策部
　情報システム課

5

第6次青森県環境計画（素案） 平成28年3月に策定した第5次青森県環境
計画が今年度で終期を迎えることから、次
期計画を策定する。

令和元年11
月～12月

令和2年3月 環境生活部
　環境政策課

6

県立自然公園条例施行規則の一部
改正（案）

分譲型ホテルを認可対象とするに当たり、
添付書類を規則に追加するとともに認可申
請に対する審査基準を設定する。

令和2年1月 令和2年2月 環境生活部
　自然保護課

7

青森県犯罪被害者等支援推進計
画（案）

令和元年12月制定予定の青森県犯罪被害
者等支援条例第9条の規定に基づき犯罪
被害者等支援に関する施策を総合的かつ
計画的に推進するために策定する。

令和2年8月 令和2年9月 環境生活部
　県民生活文化課

8

無料低額宿泊所の設備等に関する
基準等を定める条例（案）

平成30年6月8日の社会福祉法改正により、
無料低額宿泊所を設置して行う第二種社
会福祉事業を「社会福祉居住施設」と定義
し、事前届出制の導入、設備や運営に関
する基準の創設、改善命令の創設が行わ
れ、令和2年4月1日に施行されるため、厚
生労働省令を基にして条例を制定する。

令和2年1月 令和2年3月 健康福祉部
　健康福祉政策課

9

生活保護法における医療機関等の
指定に係る審査基準の一部改正
（案）

生活保護法における医療機関、介護機関
及び助産機関の指定に係る審査基準を一
部改正する。

令和2年2月 令和2年3月 健康福祉部
　健康福祉政策課

10

生活保護法における医療機関等の
指定取消に係る処分基準の一部改
正（案）

生活保護法における医療機関、介護機関
及び助産機関の指定取消しに係る処分基
準を一部改正する。

令和2年2月 令和2年3月 健康福祉部
　健康福祉政策課

11

青森県医師確保計画（案） 医療法第30条の4第1項に規定する医療計
画に係る医師の確保に関する事項として策
定する。

令和2年2月 令和2年3月 健康福祉部
　医療薬務課

12

青森県外来医療計画（案） 医療法第30条の4第1項に規定する医療計
画に外来医療に係る医療提供体制の確保
に関する事項として策定する。

令和2年2月 令和2年3月 健康福祉部
　医療薬務課

13
青森県水道ビジョン（案） 本県水道の現状を踏まえた将来の県内水

道事業のあり方を示すため、策定する。
令和2年2月 令和2年3月 健康福祉部

　保健衛生課

14
令和2年度青森県食品衛生監視指
導計画（案）

食品衛生法の規定に基づき県計画を策定
する。

令和2年2月 令和2年3月 健康福祉部
　保健衛生課

15

青森県国民健康保険運営方針の一
部改正（案）

国民健康保険の安定的な財産運営及び各
市町村の国保事業の広域化・効率化の推
進を目的として策定した当該方針につい
て、所要の見直しを行う。

令和2年10月 令和2年12月 健康福祉部
　高齢福祉保険課

「あおもり県民政策提案実施要綱」に係るパブリック・コメントの年間実施予定案件

【パブリック・コメント実施予定時期：令和元年11月～令和2年10月】
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16

「のびのびあおもり子育てプラン（青
森県次世代育成支援行動計画）」
（後期計画）（案）

平成27年3月に策定した現計画（前期計
画）が令和元年度で終期を迎えることから、
これまでの成果等を踏まえ見直しを行い、
令和2年度から令和6年度までの後期計画
を策定する。

令和元年12
月～令和2年
1月

令和2年3月 健康福祉部
　こどもみらい課

17

青森県心身障害者扶養共済制度
条例施行規則の一部改正（案）

青森県心身障害者扶養共済制度条例案の
改正に伴い、年金管理者の欠格要件を確
認するため、加入者が提出する「年金管理
者指定届書」等の様式を改正する。

令和元年11
月

令和元年12
月

健康福祉部
　障害福祉課

18

（仮）意思疎通手段の利用促進に関
する条例（案）及び手話言語の普及
啓発に関する条例（案）

障害者基本法の一部改正等を踏まえ、本
県における全ての障害者を対象とした意思
疎通手段の利用促進を図る条例案及び言
語としての手話の認識の促進に関する条例
を制定する。

令和2年1月
又は令和2年4
月

令和2年3月
又は令和2年6
月

健康福祉部
　障害福祉課

19

青森県林業・木材産業改善資金貸
付規則の一部改正（案）

林業・木材産業改善資金について、県が林
業従事者等に直接貸付ける現行の「直貸
方式」に加え、県が融資機関に貸付けし、
貸付けを受けた融資機関が同条件で林業
従事者等に貸付ける「転貸方式」を新たに
導入するため、青森県林業・木材産業改善
資金貸付規則を一部改正する。

令和元年11
月～12月

令和2年1月 農林水産部
　団体経営改善課

20
漁業調整規則改正（案） 漁業法改正に伴い、青森県漁業調整規則

を改正する。
令和2年3月 令和2年7月 農林水産部

　水産振興課

21

建設工事従事者の安全及び健康の
確保に関する青森県計画（案）

「建設工事従事者の安全及び健康の確保
の推進に関する法律」（平成28年法律第
111号。）第9条に基づき、建設工事従事者
の安全及び健康の確保に関する青森県計
画を策定する。

令和2年1～2
月

令和2年4月 県土整備部
　監理課

22

青森県自転車活用推進計画（素
案）

平成29年5月に自転車活用推進法が施行
されたことをうけ、自転車の活用を総合的・
計画的に推進するための総合計画として策
定する。

令和2年7月 令和2年12月 県土整備部
　道路課

23

砂利採取計画の認可に関する審査
基準の一部改正（案）

砂利採取法第16条の規定に基づく砂利採
取計画の認可に係る審査基準の一部を改
正する。

令和2年1月 令和2年3月 県土整備部
　河川砂防課

24
（仮称）砂利採取法関係行政指導
等措置要領（案）

砂利採取法に関する行政指導等の基準を
制定する。

令和2年1月 令和2年3月 県土整備部
　河川砂防課

25

青森県景観条例第21条の規定に基
づくふるさと眺望点の追加指定（案）

縄文遺跡群の世界遺産登録に向け、ふる
さと眺望点を追加指定することにより、各遺
跡の視点場からの景観を規制する。

令和2年1月 令和2年3月 県土整備部
　都市計画課

26

青森県営駐車場条例及び青森県
営柳町駐車場条例の一部改正（案）

県営駐車場及び柳町駐車場における入出
庫可能時間及び使用料等について改正す
る。

令和2年1月 令和2年3月 県土整備部
　都市計画課

27

住宅確保要配慮者居住支援法人の
指定における審査基準（案）

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法律第40条の規定に基
づく「住宅確保要配慮者居住支援法人」の
指定に際し必要となる審査基準を制定す
る。

令和元年11
月

令和元年12
月

県土整備部
　建築住宅課

28
建築基準法の規定による中間検査
の指定（案）

建築物に関する中間検査に係る特定行程
及び特定行程後の工程を指定する。

令和元年11
月～12月

令和2年2月 県土整備部
　建築住宅課

29

青森県建築士法施行細則の一部改
正（案）並びに建築士法第4条第4項
第3号及び同法第15号第2項の同等
認定に係る告示（案）

建築士法及び政省令の一部改正に伴い、
細則の一部改正及び告示の制定を行う。

令和2年1月
～2月

令和2年3月 県土整備部
　建築住宅課
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