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No. 案件名 概要 実施予定 制定等予定 担当所属

1
青森県住民基本台帳法施行細則の
一部改正（案）

青森県住民基本台帳法施行条例の改正に
伴い、規則の改正を行う。

令和2年9月
～10月

令和2年10月 総務部
　市町村課

2

青森県犯罪被害者等支援推進計
画（案）

青森県犯罪被害者等支援条例第9条の規
定に基づき、県が実施する犯罪被害者等
支援に関する施策を総合的かつ計画的に
推進するための計画を策定する。

令和2年8月 令和2年9月 環境生活部
　県民生活文化課

3

第4次青森県循環型社会形成推進
計画（案）

廃棄物処理法及び循環型社会形成推進
基本法の規定に基づく青森県循環型社会
形成推進計画の第3次計画が令和2年度末
で計画期間満了となることから、第4次計画
を策定する。

令和2年12月 令和3年3月 環境生活部
　環境政策課

4

青森県気候変動適応取組方針
（案）

「青森県地球温暖化対策推進計画」におけ
る適応策の章を補完する取組方針を策定
し、二つを一体として「気候変動適応法」
（平成30年法律第50号）第12条の規定に基
づく地域気候変動適応計画に位置づける。

令和3年1月 令和3年3月 環境生活部
　環境政策課

5

青森県地域福祉支援計画（第3次）
（案）

平成29年3月に改定した第2次計画が令和
2年度で終期を迎えることから、これまでの
成果や県民アンケートの結果を踏まえた見
直しを行い、令和3年度からの第3次計画を
策定する。

令和3年1月 令和3年3月 健康福祉部
　健康福祉政策課

6

青森県再犯防止推進計画（仮称）
（案）

平成28年12月に施行された「再犯の防止
等の推進に関する法律」において、地方公
共団体における地方再犯防止推進計画の
策定が努力義務化されたため、「青森県再
犯防止推進計画（仮称）」を策定する。

令和3年1月 令和3年3月 健康福祉部
　健康福祉政策課

7
青森県保健医療計画の変更（案） 医療法第30条の6の規定に基づき「青森県

保健医療計画」の中間見直しを行う。
令和3年2月 令和3年3月 健康福祉部

　医療薬務課

8
令和3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3年2月 令和3年3月 健康福祉部
　保健衛生課

9
青森県動物愛護管理推進計画
（案）

動物の愛護及び管理に関する法律に基づ
き県計画を策定する。

令和3年2月 令和3年3月 健康福祉部
　保健衛生課

10

青森県国民健康保険運営方針の改
定（案）

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て平成30年度に
策定した国民健康保険運営方針を改定す
る。

令和2年12月 令和3年2月 健康福祉部
　高齢福祉保険課

11

あおもり高齢者すこやか自立プラン
2021（案）

青森県型地域共生社会の実現に向けて、
令和3年度から令和5年度までの高齢者福
祉及び介護保険分野における施策の基本
となる計画を策定する。

令和3年1月 令和3年3月 健康福祉部
　高齢福祉保険課

12
第2次青森県子どもの貧困対策推
進計画（案）

平成28年3月に策定した現計画が令和2年
度で終期を迎えることから、令和3年度から
7年度までの計画を策定する。

令和2年12月
～令和3年1
月

令和3年3月 健康福祉部
　こどもみらい課

13
青森県手話言語条例（案） 障害者基本法の一部改正等を踏まえ、青

森県手話言語条例を制定する。
令和2年5月 令和2年7月 健康福祉部

　障害福祉課

14
青森県障害福祉サービス実施計画
（案）

障害施策の推進のため、障害福祉サービ
ス等の個々の成果目標と、その方策をまと
めた計画を策定する。

令和3年2月 令和3年3月 健康福祉部
　障害福祉課

15
第4次青森県食育推進計画（案） 平成28年3月に策定した第3次計画が令和

2年度で終期を迎えることから、次期計画を
策定する。

令和2年12月
～令和3年1
月

令和3年3月 農林水産部
　食の安全・安心
推進課

16
農業経営基盤の強化の促進に関す
る基本方針（案）

農業経営基盤強化促進法に基づく県の基
本方針を定める。

令和3年2月 令和3年3月 農林水産部
　構造政策課

17

青森県果樹農業振興計画（案） 果樹農業振興特別措置法に基づき、国が
公表した新たな「果樹農業振興基本方針」
に即して、令和12年度を目標年度とした計
画を策定する。

令和3年1月 令和3年3月 農林水産部
　りんご果樹課

18

青森県酪農・肉用牛近代化計画
（案）

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
に基づき、酪農及び肉用牛生産の振興、
家畜の改良施策に関する中長期的な方針
を定める。

令和2年12月 令和3年3月 農林水産部
　畜産課

19

青森県知事管理量に係るくろまぐろ
の採捕の停止に関する規則の改廃
及び制定（案）

漁業法改正に伴う「青森県知事管理量に
係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則」
（H31.3.27、県規則2１号）の改廃及び制定
を行う。

令和2年8月 令和2年12月 農林水産部
　水産振興課

「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2年5月～令和3年3月】
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20

青森県特定海洋生物資源の採捕の
数量等の報告に関する規則の改廃
及び制定（案）

漁業法改正に伴う「青森県特定海洋生物
資源の採捕の数量等の報告に関する規
則」（H8.12.27、県規則111号）の改廃及び
制定を行う。

令和2年8月 令和2年12月 農林水産部
　水産振興課

21
青森県海面漁業調整規則及び青
森県内水面漁業調整規則の改正
（案）

漁業法改正に伴い、青森県海面漁業調整
規則及び青森県内水面漁業調整規則を改
正する。

令和2年8月 令和2年11月 農林水産部
　水産振興課

22
青森県海区漁業調整委員会の委員
選任に関する規則（案）

漁業法改正に伴い、公選から公募に代わる
ことにより選任規則を制定する。

令和2年9月 令和2年11月 農林水産部
　水産振興課

23
あおもり建設産業振興ビジョン（仮
称）（案）

社会資本整備や雇用創出など多方面で地
域社会に貢献する本県建設企業が、将来
にわたり存続するための方策を策定する。

令和2年10月 令和2年11月 県土整備部
　監理課

24

青森県自転車活用推進計画（素
案）

平成29年5月に施行された「自転車活用推
進法」第10条に基づき、本県の実情に応じ
た自転車の活用の推進に関する施策を定
めた計画を策定する。

令和2年7月
～8月

令和2年9月 県土整備部
　道路課

25

砂利採取計画の認可に関する審査
基準及び砂利採取計画の変更の認
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
取計画の認可に関する審査基準及び同法
第20条第1項の規定に基づく砂利採取計
画の変更の認可に関する審査基準の一部
を改正する。

令和2年5月 令和2年7月 県土整備部
　河川砂防課

26

青森県高齢者居住安定確保計画の
改定（案）

高齢者の居住の安定確保に関する法律
（平成13年法律第26号）第4条の規定に基
づく、高齢者の居住の安定の確保に関する
計画である「青森県高齢者居住安定確保
計画」を改定する。

令和3年2月
～3月

令和3年3月 県土整備部
　建築住宅課

27

青森県耐震改修促進計画の改定
（案）

建築物の耐震改修の促進に関する法律第
5条第1項の規定に基づき、県内の住宅・建
築物の耐震化の状況等について見直しを
行う。

令和2年8月
～9月

令和2年10月 県土整備部
　建築住宅課

28
青森県立高等学校教育改革推進
計画基本方針（改定案）

令和5年度以降の県立高等学校教育改革
に関する基本的な考え方を示すものとして
基本法方針を改定する。

令和2年6月
～７月

令和2年8月 教育庁
　高等学校教育改
革推進室

29
運転免許窓口業務の合理化・集約
化（案）

運転免許窓口業務について、今後の社会
の変化に適応するため、所要の見直しを行
う。

令和2年8月 令和3年4月 警察本部
　運転免許課
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