
No. 案件名 概要 実施予定 制定等予定 担当所属

1

青森県の希少な野生生物－青
森県レッドデータブック2020年
版－掲載種リスト

2010年に発行した青森県レッドデー
タブックの内容を、環境変化を踏まえ
て見直し、2020年版として発行する。

平成30年5月 平成30年8月
（結果公表）

環境生活部
　自然保護課

2

「社会福祉法人の定款の認
可」、「社会福祉法人の吸収合
併の認可」及び「社会福祉法人
の新設合併の認可」に係る審査
基準についての意見募集

社会福祉法第３２条の規定に基づく
「社会福祉法人の定款の認可」、同
法第５０条第３項の規定に基づく「社
会福祉法人の吸収合併の認可」及び
同法第５４条の６第２項の規定に基づ
く「社会福祉法人の新設合併の認
可」に係る審査基準の制定

平成30年5月 平成30年6月 健康福祉部
　健康福祉政策課

3

「社会福祉法人の定款変更の
認可」に係る審査基準について
の意見募集

社会福祉法第４５条の３６第２項の規
定に基づく「社会福祉法人の定款変
更の認可」に係る審査基準の改正

平成30年5月 平成30年6月 健康福祉部
　健康福祉政策課

4

青森県老人福祉施設等の設備
及び運営に関する基準等を定
める条例の一部改正

介護保険法の改正により、平成３０年
４月から共生型サービスが創設され
たことに伴い、条例を一部改正する。

平成30年5月 平成30年6月 健康福祉部
　高齢福祉保険課

5

青森県障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援する
ための法律施行条例の一部改
正

平成30年4月1日から共生型障害福
祉サービスの特例が創設されたた
め、その基準を定めるもの。

平成30年5月 平成30年6月 健康福祉部
　障害福祉課

6

青森県児童福祉法施行条例の
一部改正

平成30年4月1日から共生型通所支
援の特例が創設されたため、その基
準を定めるもの。

平成30年5月 平成30年6月 健康福祉部
　障害福祉課

7

クロマグロのTAC法に基づく知
事管理量に係る採捕の停止に
関する規則の制定

平成30年７月１日から開始されるクロ
マグロのTAC法に基づく資源管理に
関し、本県の漁獲量が知事管理量を
超過する恐れがある場合に知事が発
動する採捕停止命令等に係る規則を
制定する。

平成30年5月 平成30年7月 農林水産部
　水産振興課

8

青森県行政手続における特定
の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律施行条
例に規定する個人番号を利用
することができる事務等を定め
る規則の一部を改正する規則
（案）

青森県行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に
関する法律施行条例への個人番号
を利用することができる事務の追加
等に伴い必要な改正を行う。

平成30年5月～
6月

平成30年6月 企画政策部
　情報システム課

9

青森県住民基本台帳法施行細
則の一部改正

青森県住民基本台帳法施行条例第
２条第１項に追加された事務につい
て、規則で定めることとしている具体
の事務の範囲等を規定するため、青
森県住民基本台帳法施行細則を改
正する。

平成30年6月 平成30年6月 総務部
　市町村課

10
青森県県営住宅規則の改正 個人番号制度導入による個人番号

届出様式追加の改正
平成30年6月～
7月

平成30年7月 県土整備部
　建築住宅課

11

次期青森県基本計画（案） 現基本計画が平成30年度で期間満
了となることから、次期青森県基本計
画を策定する。

平成30年8月～
10月

平成30年12月 企画政策部
　企画調整課

12

第80回国民体育大会開催基本
構想（素案）

同大会開催基本方針に基づき、大会
の開催及び開催基準の指針となる基
本目標を定め、その実現に向けた方
向性を明らかにし広く周知することに
より、開催準備を円滑に推進するた
めの基本構想を策定する。

平成30年8月～
9月

平成30年12月 教育庁
　スポーツ健康課

13
青森県行財政改革大綱（素案） 次期青森県行財政改革大綱（2019

年～2023年）を策定する。
平成30年9月～
10月

平成30年12月 総務部
　行政経営管理課

「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30年5月～平成31年3月】
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14

「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」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」を適用する条例
（健康福祉部高齢福祉保険課所管
分）等を追加する。

平成30年10月 平成30年11月 企画政策部
　情報システム課

15

次期「攻めの農林水産業」推進
基本方針（案）

県農林水産行政全般に係る施策の
方向性を体系的に示した「攻めの農
林水産業」推進基本方針の改訂を行
う。

平成30年10月 平成31年1月 農林水産部
　農林水産政策課

16

第Ⅲ期「あおもり米」活性化推
進計画（案）

本県の米づくり、水田農業の進むべ
き基本方向を示した｢あおもり米活性
化推進計画」の改訂を行う。

平成30年11月 平成31年3月 農林水産部
　農産園芸課

17

青森県犯罪のない安全・安心ま
ちづくり推進計画（第５次）

平成28年3月に策定した「青森県犯
罪のない安全・安心まちづくり推進計
画（第４次）」（計画期間：平成28～30
年度）について、これまでの成果や社
会情勢の変化等を踏まえ、見直しを
行う。

平成30年12月 平成31年3月 環境生活部
　県民生活文化課

18

（仮称）青森県ＩＣＴ利活用戦略
（案）についての意見募集

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用して「青
森県基本計画」が掲げる青森県のめ
ざす姿を実現するため、ＩＣＴの利活
用の推進に当たっての基本的な考え
方や取組の方向性をとりまとめる「（仮
称）青森県ＩＣＴ利活用戦略」を策定
することとし、その前段階として意見
募集を行う。

平成31年1月 平成31年3月 企画政策部
　情報システム課

19

青森県健康増進計画「健康あ
おもり２１（第２次）」改定（案）

平成25年3月に策定した現計画の中
間評価を踏まえ、所要の見直しを行
う。

平成31年1月 平成31年3月 健康福祉部
　がん・生活習慣病
対策課

20

青森県家庭的養護推進計画
（案）

平成27年3月に策定した青森県家庭
的養護推進計画について、平成28年
改正児童福祉法の理念に基づき見
直しを行うもの。

平成31年1月 平成31年3月 健康福祉部
　こどもみらい課

21

青森県障害者計画（案） 平成２５年３月に策定した青森県障害
者計画について概ね５年後に見直し
を行うこととしているため、今年度見
直しを行うもの。

平成31年1月 平成31年3月 健康福祉部
　障害福祉課

22

青森県消防広域化推進計画
（案）

平成20年3月に策定（平成25年5月一
部変更）した現計画について、国の
基本指針の一部改正に伴い、本県に
おける自主的な市町村の消防の広
域化の推進及び広域化後の消防の
円滑な運営の確保に関する計画の
再策定を行う。

平成31年1月～
2月

平成31年3月 危機管理局
　消防保安課

23
平成31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31年2月 平成31年3月 健康福祉部
　保健衛生課

24

第４次青森県ＤＶ防止・被害者
支援計画（案）

平成26年3月に策定した第3次計画
が平成30年度で終期を迎えることか
ら、次期計画を策定するもの。

平成31年2月 平成31年3月 健康福祉部
　こどもみらい課

25

青森県アルコール健康障害対
策推進計画（案）

アルコール健康障害対策基本法に
基づき、アルコール健康障害対策の
総合的かつ計画的な推進を図るため
に策定する。

平成31年2月 平成31年3月 健康福祉部
　障害福祉課
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26

青森県暴力団排除条例の一部
改正（案）

暴力団員等による事業者からの金品
収受を規制するとともに、規制に反し
た場合には調査・勧 告・公表の対象
とする内容に改正する。
飲食店等への暴力団の出入りを規制
する「標章制度を導入する。
その他、全国都道府県の暴力団排除
条例の制 定・改正現状を勘案し、より
暴力団排除に資する規定をピック
アップして本県条例に盛り込む。

未定 平成31年4月 警察本部
　組織犯罪対策課
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