出前トーク実施状況（平成２３年度）

No.

実施日

会

場

団体名
青森県消費者問題研究会

参加人数

テーマ

9 名 ふるさと青森づくりのために何をしているの？

担当課等

1

H23.4.29(金)

県民福祉プラザ

2

H23.7.11(月)

弘前市教育委員会中央公民館 弘前市教育委員会中央公民館

13 名 家庭でできるごみの減量化

環境政策課

3

H23.7.20(水)

男女共同参画プラザ「カダール」
青森市働く女性の家
研修室

48 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

4

H23.7.13(水)

青森市民ホール１階会議室

日本医薬品卸勤務薬剤師会 青森支部

33 名 どうして自治体病院機能再編成が必要なの？

医療薬務課

5

H23.6.7(火)

青森市民ホール１階会議室

日本医薬品卸勤務薬剤師会 青森支部

35 名

6

H23.6.28(火)

大鰐町中央公民館

大鰐町中央公民館成人大学

20 名 家庭でできるごみの減量化

環境政策課

7

H23.6.12(日)

八戸市八食センター会議室

ベジフルコミュニティあおもり

41 名 食の安全・安心のために何をしますか

食の安全・安心推進課

8

H23.8.25(木)

青森市働く女性の家「アコール」
青森市働く女性の家
会議室

17 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

9

H23.10.6(木)

青森市働く女性の家「アコール」
青森市働く女性の家
会議室

8 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

10

H23.12.1(木)

青森市働く女性の家「アコール」
青森市働く女性の家
会議室

14 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

11

H23.7.13(水)

青森市民ホール１階会議室

日本医薬品卸勤務薬剤師会 青森支部

33 名 医療人材をゲットだぜい！

医療薬務課

12

H23.7.20(水)

青森市中央市民センター

野ばらの会（中央寿大学OBの会）

21 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

13

H23.7.1(金)

五所川原市立五所川原南小学
五所川原市立五所川原南小学校ＰＴＡ
校

65 名

企画調整課

ストップ・ザ・食中毒！（家庭でできる食中毒予防
保健衛生課
の６つのポイント）

犯罪のない安全・安心まちづくりのためにできるこ
県民生活文化課
と

会

場

団体名

参加人数

No.

実施日

14

H23.6.7(火)

横浜町立公民館

横浜町立公民館

33 名 青森県の健康寿命をアップするために

がん・生活習慣病対策
課

15

H23.5.28(土)

弘前北児童センター

弘前北児童センター

20 名 青森っ子の体力は？

スポーツ健康課

16

H23.9.13(火)

青森市民ホール会議室

あすなろ友愛の会

18 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

17

H23.6.27(月)

青森県立青森中央高校

青森県立青森中央高校

675 名 ドラッグってなに？

医療薬務課

18

H23.7.3(日)

平川市立竹館小学校体育館

平川市立竹館小学校

155 名 青森っ子の体力は？

スポーツ健康課

19

H23.11.21(月) 青森市立長島小学校

青森市立長島小学校PTA研修委員会

16 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策
課

20

H23.7.15(金)

青森市働く女性の家

青森市消費者の会

18 名 保健・医療 特にがんについて

がん・生活習慣病対策
課

21

H23.6.18(土)

青南病院内会議室

ＮＰＯ法人地域生活自立支援センター
メンタル・ケア・サポート

24 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策
課

22

H23.6.24(金)

外ヶ浜町立平舘中学校

外ヶ浜町立平舘中学校

12 名

23

H23.6.24(金)

外ヶ浜町立平舘中学校

外ヶ浜町立平舘中学校

14 名 青森県の水産業

24

H23.6.18(土)

柴田女子高等学校第一体育館 柴田女子高等学校

25

H23.6.24(金)

外ヶ浜町立平舘中学校

26

360 名

テーマ

担当課等

ユニバーサルデザイン（ここちよく暮らせるまちづ
県民生活文化課
くり）について
水産振興課

文化財ってなに？～保護と活用について考えよう
文化財保護課
～

外ヶ浜町立平舘中学校

14 名 栽培漁業とはどんな漁業？

水産振興課

H23.12.13(火) 十和田市中央公民館

十和田市中央公民館 寿大学

45 名 青森県の健康寿命をアップするために

がん・生活習慣病対策
課

27

H23.6.24(金)

青森市立東中学校

青森市立東中学校

28

H23.7.4(月)

青森県立木造高等学校深浦校
青森県立木造高校深浦校舎
舎

350 名 ドラッグってなに？
12 名

発達障害ってなに？～幼稚園、学校等が行う適
切な支援～

医療薬務課
学校教育課

No.

実施日

会

場

団体名

参加人数

テーマ

担当課等

29

H23.6.10(金)

青森県農協会館 ４階

全国農業協同組合連合会青森県支部

26 名 環境放射線等モニタリングってどんなこと？

原子力安全対策課

30

H23.6.24(金)

双松福祉会

双松福祉会

30 名 もっと知りたい青森の野菜

農産園芸課

31

H23.7.6(水)

青森県庁災害対策本部室

青森市立長島小学校PTA研修委員会

16 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

32

H23.7.5(火)

横浜町立公民館

横浜町立公民館

45 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

33

H23.7.25(月)

青森市総合福祉センター

青森県手話通訳問題研究会・青森班

10 名

34

H23.8.23(火)

野辺地町立図書館

野辺地町教育委員会

25 名 防災対策～災害への備え～

35

H23.7.23(土)

五所川原市地域職業訓練セン
ター

NPO法人セーフティーネットあおもり 西
北五ブロック

36

H23.7.5(火)

弘前市立大成小学校

弘前市立大成小学校

74 名

ユニバーサルデザイン（ここちよく暮らせるまちづ
県民生活文化課
くり）について

37

H23.8.18(木)

階上町立道仏中学校

階上町立道仏中学校

12 名

発達障害ってなに？～幼稚園、学校等が行う適
切な支援～

38

H23.7.12(火)

七戸町立榎林中学校体育館

七戸町立榎林中学校

48 名 子どもの「はたらく心」をはぐくもう！

労政・能力開発課

39

H23.7.28(木)

横浜町役場３階大会議室

横浜町民生委員児童委員協議会

17 名 人口減少が進むと何が起こるの？

企画調整課

40

H23.8.20(土)

県民福祉プラザ

NPO法人セーフティーネットあおもり

41

H23.10.23(日) 八戸市総合福祉会館第二教室 PEACE LAND

15 名

青森県の自然エネルギーのポテンシャルとその
可能性

エネルギー開発振興
課

42

H23.8.9(火)

青森県立木造高校会議室

青森県立木造高校

30 名

発達障害ってなに？～幼稚園、学校等が行う適
切な支援～

学校教育課

43

H23.10.25(火) 弘前市立西小学校体育館

弘前市立西小学校

47 名

ユニバーサルデザイン（ここちよく暮らせるまちづ
県民生活文化課
くり）について

人口減少社会に備えて、どんな取組をしている
の？

8 名 介護保健制度について

7 名 保健・医療・福祉包括ケアシステムde安心！

企画調整課
防災消防課
高齢福祉保険課

学校教育課

健康福祉政策課

No.

実施日

会

場

団体名

参加人数

テーマ

担当課等

青森県立北斗高校

40 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策
課

H23.12.12(月) 弘前市立中央公民館

弘前市立中央公民館

16 名 暮らしと税金

税務課

46

H23.11.24(木) 青森県立大湊高等学校

青森県立大湊高等学校

49 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

47

H23.9.16(金)

十和田市立伝法寺小学校

十和田市立伝法寺小学校

39 名 青森っ子の体力は？

スポーツ健康課

48

H23.10.5(水)

十和田市立松陽小学校

十和田市立松陽小学校

13 名 身近な川をきれいにしましょう

環境政策課

49

H24.2.15(水)

十和田市立松陽小学校

十和田市立松陽小学校

23 名 子どもの「はたらく心」をはぐくもう！

労政・能力開発課

50

H23.9.22(木)

むつ下北観光物産館「まさかり
下北小中学校教頭会
プラザ」

41 名

51

H23.9.12(月)

常磐生涯学習文化会館

藤崎いきいき生活大学

13 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

52

H23.10.26(水) うみねこ幸房 ホール

ＮＰＯ法人地域生活自立支援センター
メンタル・ケア・サポート

22 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

53

H23.9.28(水)

うみねこ幸房 ホール

ＮＰＯ法人地域生活自立支援センター
メンタル・ケア・サポート

29 名 新型インフルエンザが流行したら？

保健衛生課

54

H23.9.8(木)

青森市中央市民センター

青森市消費者の会

14 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

55

H23.10.13(木) 七戸南公民館

青少年育成七戸町民会議

22 名 青少年の健全育成のために

青少年・男女共同参画
課

56

H23.10.2(日)

沖館市民センター

青森市国際交流ボランティア協会

22 名 食の安全・安心のために何をしますか

食の安全・安心推進課

57

H23.10.7(金)

沖館小学校会議室

沖館小学校家庭教育学級

23 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

58

H23.9.12(月)

青森県農協会館 ７階東側会議
全国農業協同組合連合会青森県本部
室

27 名 環境放射線等モニタリングってどんなこと？

原子力安全対策課

44

H23.8.25(木)

45

青森県立北斗高校視聴覚室

発達障害ってなに？～幼稚園、学校等が行う適
切な支援～

学校教育課

No.

実施日

会

場

団体名

参加人数

テーマ

担当課等

59

H23.10.19(水) 七戸町中央公民館

七戸町認定農業者の会

15 名 青森県の原子力施設の立地状況

原子力立地対策課

60

H23.11.2(水)

青森県立三沢高等学校

青森県立三沢高等学校

28 名 青森県庁の組織や人員はどうなっているの？

人事課

61

H23.11.20(日)

弘前市民参画センター３階研究
弘前・宮沢賢治研究会
室

31 名 美術鑑賞を楽しもう！

青森県立美術館美術
企画課

62

H23.11.17(木) 青森市立北中学校

青森市立北中学校

63

H23.10.18(火) 青森中央市民センター

青い森ネイチャーガイド協会

45 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

64

H23.11.10(木) 青森市総合福祉センター

青森県手話通訳問題研究会 青森班

10 名 食品の表示から情報を読み解こう

食の安全・安心推進課

65

H23.11.28(月) 新町地区コミュニティ集会施設

（社）三沢市シルバー人材センター

13 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

66

H23.11.29(火) 三沢市シルバー人材センター

（社）三沢市シルバー人材センター

25 名 県無形民俗文化財岡三沢神楽について

文化財保護課

67

H23.11.4(金)

弘前市民会館２階会議室

弘前地区電友会

30 名

68

H23.11.4(金)

弘前市民会館２階会議室

弘前地区電友会

30 名 新エネルギーってなに？

69

H23.10.24(月)

青森県立野辺地高等学校第二
青森県立野辺地高等学校一学年
体育館

150 名

70

H23.10.24(月)

青森県立野辺地高等学校第二
青森県立野辺地高等学校一学年
体育館

150 名 医療人材をゲットだぜい！

71

H23.11.6(日)

みちのく北方漁船博物館

みちのく北方漁船博物館

72

H23.11.13(日) みちのく北方漁船博物館

みちのく北方漁船博物館

9 名 青森県の水産業

水産振興課

73

H23.11.19(土) みちのく北方漁船博物館

みちのく北方漁船博物館

8 名 漁船や魚のマンション等について

漁港漁場整備課

県の特産野菜「ナガイモ」「ニンニク」はどのように
140 名 品種改良が行われ栽培されているか興味があり 農林水産政策課
ませんか？

ITER（国際熱核融合実験炉）ってなに？六ケ所村
ITER支援室
でどんな研究が行われるの？

あなたの心を待っています～臓器移植・骨髄移
植ってなに？～

11 名 青森県の港湾について

エネルギー開発振興
課
医療薬務課
医療薬務課
港湾空港課

No.

実施日

会

場

団体名

参加人数

テーマ

74

H23.11.20(日) みちのく北方漁船博物館

みちのく北方漁船博物館

75

H23.11.27(日) みちのく北方漁船博物館

みちのく北方漁船博物館

76

H23.11.8(火)

生涯学習交流センター「松の
館」

木造地区自治会連合会

20 名 保安林制度について

林政課

77

H24.2.6(月)

中央市民センター

中央寿大学OB会2010の会

26 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

78

H24.1.27(金)

富士屋グランドホール

十和田地区婦人防災クラブ連絡協議会

79

H23.12.2(金)

青森新町「アラスカ」

青森県農協青年部協議会

80

H23.12.13(火) 大野市民センター２階和室

81

H23.12.16(金)

五所川原市立五所川原第二中
五所川原市立五所川原第二中学校
学校体育館

40 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

82

H23.12.1(木)

星と森のロマントピアそうま 多
木造コミュニティ実行委員会
目的ルーム

40 名 青森県の健康寿命をアップするために

がん・生活習慣病対策
課

83

H24.1.30(月)

鯵ヶ沢町中央公民館２階大会議
白神山地と赤石渓流の観光を考える会
室

40 名 青森県の観光戦略

観光企画課

84

H23.12.16(金)

青森県立東高等学校平内校舎
青森県立東高等学校平内校舎
体育館

110 名 ドラッグってなに？

医療薬務課

85

H23.12.22(木)

東部市民センター 大会議室・
視聴覚室

86

H23.12.1(木)

星と森のロマントピアそうま 多
木造コミュニティ実行委員会
目的ルーム

87

H23.11.29(火) 青森市立油川中学校

青森市立油川中学校

137 名 食の安全・安心のために何をしますか

食の安全・安心推進課

88

H23.11.29(火) 青森市立油川中学校

青森市立油川中学校

137 名 食品の表示から情報を読み解こう

食の安全・安心推進課

元気会

青森市東部寿大学・大学院

20 名 「磯焼け」と「藻場造成」について

担当課等

8 名 栽培漁業とはどんな漁業？

200 名 防災対策～災害への備え～
70 名 食の安全・安心のために何をしますか
6 名 青森県の歴史について

20 名

一緒に考えよう！新しい青森県の姿（道州制な
ど）

40 名 生活習慣病について知ろう

農林水産政策課
水産振興課

防災消防課
食の安全・安心推進課
県民生活文化課

企画調整課
がん・生活習慣病対策
課

No.

実施日

会

場

団体名

参加人数

テーマ

担当課等

89

H23.12.8(木)

青森市立油川中学校

青森市立油川中学校

137 名 食の安全・安心のために何をしますか

食の安全・安心推進課

90

H23.12.8(木)

青森市立油川中学校

青森市立油川中学校

137 名 食品の表示から情報を読み解こう

食の安全・安心推進課

91

H24.1.13(金)

三八教育会館

三戸郡学校事務研究会

40 名

92

H23.12.8(木)

下長公民館

下長公民館

18 名 食品の表示から情報を読み解こう

食の安全・安心推進課

93

H24.1.12(木)

黒石伝承工芸館

弘前市統計協会

40 名 人口減少が進むと何が起こるの？

企画調整課

94

H24.1.23(月)

ラ･プラス青い森２階カメリア

青森県ぶどう対策協議会

20 名 環境放射線等モニタリングってどんなこと？

食の安全・安心推進課
原子力安全対策課

95

H24.1.17(火)

大野市民センター１階和室

元気会

96

H24.2.13(月)

つがる市役所 ３階会議室

つがる市役所 総務課

97

H24.1.11(水)

98
99

子どもの命を守る！セーフティプロモーションと子
健康福祉政策課
どもの事故予防

6 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

26 名 個人情報の保護

総務学事課

青森県農協会館４階第２会議室 全国農業協同組合連合会青森県支部

30 名 地域ブランドって何？

総合販売戦略課

H24.1.27(金)

東北町立東北東中学校

東北町立東北東中学校

17 名 ドラッグってなに？

医療薬務課

H24.1.16(月)

グランドサンピア八戸

青森県土地改良事業団体連合会

120 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策
課

100 H24.1.17(火)

浅虫観光ホテル

青森県土地改良事業団体連合会

26 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策
課

101 H24.1.18(水)

西津軽土地改良区

青森県土地改良事業団体連合会

117 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策
課

102 H24.2.4(土)

甲田幼稚園

甲田幼稚園

30 名 食の安全・安心のために何をしますか

食の安全・安心推進課

103 H24.1.27(金)

新和児童館 母親クラブ

新和児童館 母親クラブ

12 名 「食育」をしましょう

食の安全・安心推進課

No.

実施日

会

場

団体名

参加人数

テーマ

担当課等
がん・生活習慣病対策
課

104 H24.2.26(日)

弘前市総合学習センター

津軽障害者就業･生活支援センター

76 名 生活習慣病について知ろう

105 H24.2.3(金)

八戸市立三条小学校

八戸市立三条小学校

44 名

106 H24.2.21(火)

大野市民センター１階和室

元気会

107 H24.2.22(水)

うみねこ幸房

NPO法人地域生活自立支援センター メ
ンタル・ケア・サポート

15 名 認知症について知ろう

高齢福祉保険課

108 H24.2.21(火)

平川市猿賀ふるさとセンター

JA津軽みらい尾上地区りんご共防連

25 名 食の安全・安心のために何をしますか

食の安全・安心推進課

109 H24.3.27(火)

大野市民センター１階和室

元気会

ユニバーサルデザイン（ここちよく暮らせるまちづ
県民生活文化課
くり）について

7 名 青森県の歴史について

7 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

県民生活文化課

