
案件名 概要 実施予定 制定等予定 担当所属

1

平成29年度医療介護総合確保
法に基づく県計画（案）

地域における医療及び介護の総合
的な確保のための事業について毎
年度計画を策定し、実施する。

平成29年5月 平成29年9月 健康福祉部
　医療薬務課

2

青森県ポリ塩化ビフェニル廃棄
物処理計画の変更（案）

PCB特別措置法の改正、国のPCB廃
棄物処理基本計画の変更を受け、計
画の見直しを行う。

平成29年5月 平成29年6月 環境生活部
　環境保全課

3

青森県屋外広告物条例施行規
則の一部改正（案）

青森県屋外広告物施行規則に規定
する許可の基準について、地域の特
性に応じて細分化を行い、基準の見
直しを行う。

平成29年5月 平成29年7月 県土整備部
　都市計画課

4

青森県林業労働力の確保の促
進に関する基本計画（案）

林業労働力の確保の促進に関する
法律に基づき国が定める林業労働力
の確保の促進に関する基本方針に
即して、平成２９年８月から平成３４年
７月を期間とする県の基本計画を策
定する。

平成29年6月 平成29年8月 農林水産部
　林政課

5

第二種特定鳥獣管理計画（案）
（ニホンジカ）

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律第７条の２に基
づき、ニホンジカの管理計画を策定
する。

平成29年７月 平成29年9月 環境生活部
　自然保護課

6

青森県営農大学校条例の一部
改正（案）

青森県営農大学校の機能強化の具
体策として、①希望入寮制の導入、
②寮費の徴収、③聴講制度の導入と
聴講料の徴収、④定員の見直しに伴
い、青森県営農大学校条例を一部
改正する。

平成29年8月
～平成30年1
月

平成29年9月
～平成30年2
月

農林水産部
　構造政策課

7

青森県国民健康保険運営方針
（案）

平成30年度からの新たな国民健康保険制度
において、県と市町村が一体となり、保険者と
しての事務を互いに共通認識のもとで実施す
るとともに、各市町村が事業の広域化や効率
化を推進することを目的とし、国民健康保険
事業の運営に関する統一的な指針を策定す
る。

平成29年9月 平成29年10月 健康福祉部
　高齢福祉保険課

8

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
工程の指定（案）

現行の用途に一戸建住宅等を追加
する。

平成29年9月 平成29年12月 県土整備部
　建築住宅課

9

青森県子ども・若者育成計画
(案）

平成25年1月に策定した現計画の計
画期間が平成29年度に終期を迎え
ることから、次期計画を策定する。

平成29年11月 平成30年1月 環境生活部
　青少年・男女共同
参画課

10

青森県土地利用基本計画（案） 平成２４年３月に策定した現計画に
ついて、国土利用計画の変更及び
県土利用をめぐる社会経済情勢の変
化を踏まえ、計画の改定を行う。

平成29年11月 平成30年3月 県土整備部
　監理課

「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：平成29年5月～平成30年3月】
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11

青森県地球温暖化対策推進計
画(案)

地球温暖化対策の推進に関する法
律第21条に基づき、平成28年5月の
国の地球温暖化対策計画策定を受
けて改定する。

平成29年12月 平成30年3月 環境生活部
　環境政策課

12

青森県災害廃棄物処理計画
(案)

非常災害により生じた廃棄物の処理
に関する計画を策定する。

平成29年12月 平成30年3月 環境生活部
　環境政策課

13

青森県がん対策推進計画（案） 平成25年3月に策定した青森県がん
対策推進計画が、平成29年末で終
期を迎えることから、見直しを行う。

平成29年12月
～平成30年1
月

平成30年3月 健康福祉部
　がん・生活習慣病
対策課

14

青森県肝炎総合対策（案） 平成26年3月に策定した青森県肝炎
総合対策が、平成29年度末で終期を
迎えることから、見直しを行う。

平成29年12月
～平成30年1
月

平成30年3月 健康福祉部
　がん・生活習慣病
対策課

15

あおもり高齢者すこやか自立プ
ラン2018（案）

平成30年度から平成32年度までの高
齢者福祉施策の基本となる計画を策
定する。

平成30年1月 平成30年3月 健康福祉部
　高齢福祉保険課

16

第4期青森県介護給付適正化
計画（案）

平成30年度から平成32年度までの介
護サービスに係る過不足ない給付の
確保に資する計画を策定する。

平成30年1月 平成30年3月 健康福祉部
　高齢福祉保険課

17

青森県感染症予防計画（案） 感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律及び同法
に基づく国基本指針の改正を踏ま
え、計画を改定する。

平成30年1月
～2月

平成30年3月 健康福祉部
　保健衛生課

18

青森県食の安全・安心対策総
合指針（案）

生産者・生産者団体、食品関係事業者、消費
者・消費者団体及び県等の行政機関など、県
民一人一人が食の安全・安心を確保して行く
ために連携・協力して取り組んでいく内容を
示し、県民が安心して暮らせる「健康で潤い
のある豊かな食生活」を確保する。

平成30年1月 平成30年2月 農林水産部
　食の安全・安心推
進課

19

青森県保健医療計画（案） 青森県保健医療計画について、現
行計画（H25～H29）を見直し、平成
30年度からの６年間を期間とする計
画を策定する。

平成30年2月 平成30年3月 健康福祉部
　医療薬務課

20

平成30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。

平成30年2月 平成30年3月 健康福祉部
　保健衛生課
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21

青森県障害福祉サービス実施
計画（第５期計画）（案）

平成27年3月に策定した第４期計画
が平成29年度で計画期間満了となる
ため、青森県障害福祉サービス実施
計画（第５期計画）を策定する。

平成30年2月 平成30年3月 健康福祉部
　障害福祉課

22

青森県自殺対策計画（案） 本県の実態に即した包括的な自殺
対策計画を策定する。

平成30年2月 平成30年3月 健康福祉部
　障害福祉課

23

青森県カワウ適正管理指針
（案）

青森県に生息するカワウの適正管理
を進めるため、指針を策定する。

平成30年2月 平成30年3月 農林水産部
　水産振興課

24

青森県二級建築士及び木造建
築士の懲戒処分の基準（案）

建築士法の改正された規定に対応さ
せる改正を行う。

未定 未定 県土整備部
　建築住宅課

25

青森県公営住宅法施行条例に
規定する公営住宅の整備に係
る措置を定める規則の一部改
正（案）

住宅省エネルギー基準の改正に伴う
公営住宅等整備基準等の改正に伴
い必要な改正を行う。

未定 未定 県土整備部
　建築住宅課

26

青森県建築士事務所の監督処
分の基準（案）

建築士法の改正された規定に対応さ
せる改正を行う。

未定 未定 県土整備部
　建築住宅課

27

青森県耐震改修促進計画の変
更（案）

国の「建築物の耐震診断及び耐震改
修の促進を図るための基本的な方
針」の一部が改正されたことから、所
要の見直しを行う。

未定 未定 県土整備部
　建築住宅課
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