平成２４年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等
三沢市公会堂

参加人員

会場名
三沢市公会堂

テーマ名

90 名 青森県の歴史について

担当課

1

H24.4.14(土)

2

2012/6/23（土） 青森県消費者問題研究会

県民福祉プラザ

3

H24.6.15(金)

青森県学校事務研究協議会

青森県総合社会教育センター

4

H24.4.17(火)

元気会

大野市民センター

5

H24.4.19(木)

弘前市立中央公民館

弘前文化センター

62 名

6

H24.5.18(金)

西つがる保健主事部会

鰺ヶ沢町総合保健福祉セン
ター

17 名 学校における防災対策について

スポーツ健康課

7

H24.4.25（水）

五戸地区議会議員協議会

アピル五戸

32 名 新エネルギーってなあに？

エネルギー開発振興課

8

H24.4.10（火）

（社）青森観光コンベンション協
ワ・ラッセ
会

23 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

9

H24.4.13（金）

ゆうき青森農業協同組合

ゆうき青森農業協同組合本所

30 名 防災と風評被害を考える

防災消防課
食の安全・安心推進課

10 H24.9.6（木）

弘前市立中央公民館

弘前文化センター

33 名 自主防災組織をつくりませんか？

防災消防課

11 H24.5.15（火）

元気会

大野市民センター

12 H24.5.19（土）

東北労働金庫労働組合青森県
青森県労働福祉会館
支部

29 名 男女共同参画ってなに？

13 H24.6.13（水）

青森県立弘前工業高等学校

66 名

7 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

140 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

7 名 青森県の歴史について
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県民生活文化課

文化財ってなに？～保護と活用について
文化財保護課
考えよう～

6 名 青森県の歴史について

青森県立弘前工業高等学校

県民生活文化課

県民生活文化課
青尐年・男女共同参画課

青森県が取り組む新しいものづくり産業と
新産業創造課
は

平成２４年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

参加人員

会場名

テーマ名

担当課

14 H24.5.17（木）

古間木山連合町内会

古間木山集会所

28 名 風評被害を起こさないために

原子力安全対策課
食の安全・安心推進課

15 H24.7.25（水）

青森市働く女性の家

男女協同参画プラザ

49 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

16 H24.7.13（金）

ライトサークル

東北電力青森営業所

72 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

17 H24.6.14（木）

青森県手話通訳問題研究会青
青森市総合福祉センター
森班

15 名 家庭でできるゴミの減量化

環境政策課

18 H24.5.28（月）

海老川コミュニティ女性学級

海老川コミュニティセンター

10 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

19 H24.6.7（木）

青森県立青森中央高等学校

青森県立青森中央高等学校

27 名 あなたも看護職員を目指しませんか？

医療薬務課

20 H24.6.7（木）

青森県立青森中央高等学校

青森県立青森中央高等学校

27 名

21 H24.7.5（木）

青森県立青森中央高等学校

青森県立青森中央高等学校

27 名 生活習慣病について知ろう

どうして自治体病院機能再編成が必要な
医療薬務課
の？
がん・生活習慣病対策課

食品の放射線物質の新たな基準値につい 保健衛生課
て
食の安全・安心推進課

22 H24.10.26（金） 弘前大学大学院保健学研究科 弘前市立観光館

50 名

23 H24.11.17（土） （有）十和田乗馬倶楽部

（有）十和田乗馬倶楽部

20 名 青森っ子の体力は？

スポーツ健康課

24 H24.7.3(火）

白神自然学校一ッ森校

白神自然学校一ッ森校

13 名 人口減尐が進むと何が起きるの？

企画調整課

25 H24.7.3(火）

白神自然学校一ッ森校

白神自然学校一ッ森校

13 名 「農業の６次産業化」って何だろう？

あおもり食品産業振興
チーム

26 H24.6.16（土）

ＮＰＯ法人地域生活自立支援セ
医療法人青仁会青南病院
ンター

25 名 自殺を予防するために

障害福祉課
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平成２４年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

参加人員

会場名

テーマ名

担当課

27 H24.7.25（水）

ウォッチング青森（弘前地域グ
弘前市民参画センター
ループ）

28 H24.6.29(金)

特定非営利活動法人あゆみの 特定非営利活動法人あゆみの
会
会

25 名 ストップ・ザ・食中毒

保健衛生課

29 H24.7.25（水）

特定非営利活動法人あゆみの 特定非営利活動法人あゆみの
会
会

16 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

30 H24.8.22(水)

特定非営利活動法人あゆみの 特定非営利活動法人あゆみの
会
会

19 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策課

31 H24.10.26（金）

特定非営利活動法人あゆみの 特定非営利活動法人あゆみの
会
会

25 名 保健・医療・福祉包括ケアシステムｄｅ安心 健康福祉政策課

32 H24.9.19（水）

（社）青森県薬剤師会卸部会

青森市民ホール

32 名

33 H24.9.19（水）

（社）青森県薬剤師会卸部会

青森市民ホール

32 名 発達障害ってなに？

34 H24.6.8（金）

青森市中央市民センター

油川市民センター

35 H24.6.26(火)

五戸町小中学校教頭会

五戸町立公民館

11 名 青森県の個人情報保護

総務学事課

36 H24.10.31(水)

七戸町教育委員会

七戸中央公民館

20 名 みんなで支える家庭教育

生涯学習課

37 H24.6.26（火）

元気会

大野市民センター

8 名 青森県の歴史について

38 H24.7.6（金）

外ヶ浜町立平舘中学校

外ヶ浜町立平舘中学校

10 名 青森県の水産業

水産振興課

39 H24.7.6（金）

外ヶ浜町立平舘中学校

外ヶ浜町立平舘中学校

10 名 栽培漁業とはどんな漁業？

漁港漁場整備課

8 名

5 名
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再生可能エネルギーに関する県の取組に
エネルギー開発振興課
ついて

食品の放射線物質の新たな基準値につい
保健衛生課
て
障害福祉課

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

県民生活文化課

平成２４年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

参加人員

会場名

テーマ名

担当課

漁港漁場整備課

40 H24.7.6（金）

外ヶ浜町立平舘中学校

外ヶ浜町立平舘中学校

10 名 漁港や漁場づくりについて

41 H24.7.6（金）

外ヶ浜町立平舘中学校

外ヶ浜町立平舘中学校

14 名

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

42 H25.1.11（金）

十和田南公民館
（高齢者講座「みなみ大学」及
び女性講座「転勤奥様教室」

十和田南公民館

40 名

りんご新品種ができるまで！品種改良の
方法と新品種の紹介・試食

43 H25.1.11（金）

十和田南公民館
（高齢者講座「みなみ大学」及
び女性講座「転勤奥様教室」

十和田南公民館

40 名 知ってますか？りんごパワー

りんご果樹課

44 H24.7.3(火）

東北町立東北東中学校

東北町立東北東中学校

14 名 ドラッグってなに？

医療薬務課

45 H25.1.15(火)

十和田市中央公民館

十和田市中央公民館

33 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

46 H24.8.30(木)

西北五地区青尐年赤十字指導
日本赤十字社青森県支部
者協議会高校部会

37 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

47 H24.11.6(火）

横浜町立公民館

横浜町ふれあいセンター

40 名 安全で安心な高齢者向け住宅について

建築住宅課

48 H24.7.3(火）

横浜町立公民館

横浜町ふれあいセンター

40 名 ストップ・ザ・食中毒

保健衛生課

49 H24.9.4(火)

むつ市立苫生小学校４学年

むつ市立苫生小学校

87 名 福祉のまちづくり

障害福祉課

50 H24.7.11(水)

平川市立大坊小学校

平川市立大坊小学校

21 名 身近な川をきれいにしましょう

環境政策課

51 H24.6.27（水）

道の駅しちのへ産直友の会

七戸町盛田旅館

104 名
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農林水産政策課（産業技
術センターりんご研究所）

食品の放射線物質の新たな基準値につい
食の安全・安心推進課
て

平成２４年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

参加人員

会場名

テーマ名

担当課

52 H24.9.6(木)

八戸市立小中野公民館

八戸市立小中野公民館

24 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

53 H24.10.21(日)

青森県聴覚障害者情報セン
ター

青森県聴覚障害者情報セン
ター

22 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

54 H24.7.10(火)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

55 H24.8.8(水)

平川市立葛川小中学校

平川市立葛川小中学校

9 名 美知の国あおもり“癒し”スポットについて 企画調整課

56 H24.7.17(火)

元気会

大野市民センター

7 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

57 H24.10.9(火)

あすなろ友愛の会

青森市民ホール

16 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

58 H24.7.23(月)

青森労働局

青森合同庁舎

35 名 自殺を予防するために

障害福祉課

59 H24.7.20(金)

青森市立沖館中学校

青森市立沖館中学校

60 H24.9.21(金)

三戸郡小学校長会

八戸パークホテル

68 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

61 H24.8.24(金)

青森行政評価事務所

八戸市公会堂

40 名 青森県復興ビジョンについて

生活再建・産業復興局

62 H24.9.5(水)

青森行政評価事務所

下北文化会館

18 名 青い森のみちづくりについて ほか

道路課

63 H24.9.20(木)

下北小中学校教頭会

むつ市立図書館

40 名

子どもの命を守る！セーフティプロモー
ションと子どもの事故予防

64 H24.10.13(土)

青森県立弘前高等学校（１学
年）

青森県立弘前高等学校

20 名

青森県が取り組む新しいものづくり産業と
新産業創造課
は

755 名 ドラッグってなに？

587 名 ドラッグってなに？
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医療薬務課

医療薬務課

健康福祉政策課

平成２４年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

65 H24.10.13(土)

青森県立弘前高等学校（１学
年）

66 H24.8.31(金)

参加人員

会場名

担当課

24 名 微生物のはたらきを利用した新商品

新産業創造課

白神山地と赤石渓流の観光を
鰺ヶ沢町山村開発センター
考える会

54 名 自然を守る自然公園のしくみ

自然保護課

67 H24.8.30(木)

木蓮の会

青森市男女協同参画プラザ

12 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

68 H24.11.14(水)

青森県立青森西高等学校

青森県立青森西高等学校

69 H24.8.20(月)

南郷商工会

グリーンプラザなんごう

70 H24.8.21(火)

元気会

大野市民センター

71 H24.9.6（木）

青森県立弘前南高校大鰐校舎 青森県立弘前南高校大鰐校舎

34 名 ドラッグってなに？

医療薬務課

72 H24.9.15(土)

藻場づくり応援協議体

みちのく北方漁船博物館

31 名 「磯焼け」と「藻場造成」について

漁港漁場整備課

73 H24.8.31(金)

青森明の星中学校

青森明の星中学校

27 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

74 H24.10.4(木)

五所川原市ファミリー・サポー
ト・センター

五所川原市ファミリー・サポー
ト・センター

23 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

75 H24.10.25（木） 七戸町認定農業者の会

七戸町公民館

50 名

76 H24.10.25（木） 七戸町認定農業者の会

七戸町公民館

50 名 「地域経営」ってなあに？

77 H24.9.3(月)

青森県立三沢高等学校

青森県立三沢高等学校

青森県立弘前高等学校

テーマ名

760 名 ドラッグってなに？
48 名 食の安全・安心のために何をしますか
5 名 青森県の歴史について

食の安全・安心推進課
県民生活文化課

これからの農業を担う「認定農業者」制度
構造政策課
を紹介します！

490 名 ドラッグってなに？
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医療薬務課

構造政策課
医療薬務課

平成２４年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

参加人員

会場名

テーマ名

78 H24.9.18(火)

元気会

大野市民センター

79 H24.12.2(日)

八戸市子ども会育成連合会

フリースクエアノヅキ

80 H24.11.29(木)

公益社団法人三沢市シルバー 三沢市新町地区コミュニティ集
人材センター
会施設

20 名 美知の国あおもり“癒し”スポットについて 企画調整課

81 H24.12.18(火)

公益社団法人三沢市シルバー
三沢市シルバー人材センター
人材センター

20 名 知ってますか？りんごパワー

りんご果樹課

82 H24.9.24(月)

ふるさとが大好き会

10 名 地域の元気を応援します！

企画調整課

83 H24.10.15(月)

青森県手話通訳問題研究会青
青森市総合福祉センター
森班

15 名 新型インフルエンザが流行したら？

保健衛生課

84 H24.10.4(木)

国土交通省東北地方整備局青
青森河川国道事務所
森河川国道事務所

17 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策課

85 H24.10.27(土)

青森県消費者問題研究会

県民福祉プラザ

10 名 はじめませんか？ビジネス

地域産業課

86 H24.10.25（木）

社会福祉法人つくし会
特別養護老人ホームつくし荘

旧鰺ヶ沢第１中学校、
特別養護老人ホームつくし荘

31 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

社会福祉法人つくし会
特別養護老人ホームつくし荘

旧鰺ヶ沢第１中学校、
特別養護老人ホームつくし荘

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

88 H24.10.23(火)

元気会

大野市民センター

89 H24.12.17(月)

佐井村立佐井中学校

佐井村立佐井中学校

65 名 知って下さい！エイズのこと

90 H24.11.15（木） 弘前市立岩木小学校

弘前市立岩木小学校

39 名

87

H24.10.26日
（金）

6 名 青森県の歴史について

担当課

40 名 防災対策～災害への備え～

むつ市二枚橋地区公民館

8 名 青森県の歴史について
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県民生活文化課
防災消防課

県民生活文化課
保健衛生課

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

平成２４年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

91 H24.11.22（木） 弘前市立岩木小学校
92 H24.11.17（土）

参加人員

会場名
弘前市立岩木小学校

39 名

公益社団法人日本オストミー協
青森市男女協同参画プラザ
会青森県支部

テーマ名

担当課

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

60 名 介護保険制度について

高齢福祉保険課

青森市立油川中学校

72 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

青森市立油川中学校

青森市立油川中学校

72 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

95 H24.11.30(金)

青森県立青森東高等学校

青森県立青森東高等学校

40 名

96 H24.11.22(木)

三戸郡監査委員協議会

新郷村役場

26 名 人口減尐が進むと何が起きるの？

97 H24.12.11(火)

弘前市立西小学校

弘前市立西小学校

51 名

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

98 H25.2.9(土)

青森県中学校理科教育研究会 青森市立浦町中学校

20 名

青森県農林水産物の放射性物質調査に
ついて

99 H24.12.3(月)

青森県立野辺地高等学校

青森県立野辺地高等学校

150 名

あなたの心を待っています～臓器移植・骨
医療薬務課
髄移植ってなに？～

100 H24.12.3(月)

青森県立野辺地高等学校

青森県立野辺地高等学校

150 名

どうして自治体病院機能再編成が必要な
医療薬務課
の？

101 H24.11.27(火)

元気会

大野市民センター

102 H24.11.28(水)

六ヶ所村立倉内小学校

六ヶ所村立倉内小学校

27 名

103 H24.12.10(月)

平内町立西平内中学校

平内町立西平内中学校

68 名 ドラッグってなに？

93 H24.11.27（火） 青森市立油川中学校
94

H24.11.28日
（水）

青森県庁の組織や人員はどうなっている
の

8 名 青森県の歴史について

8/10

人事課
企画調整課

食の安全・安心推進課

県民生活文化課

発達障害ってなに？～幼稚園、学校等が
学校教育課
行う適切な支援～
医療薬務課

平成２４年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

参加人員

会場名

104 H25.1.25(金)

十和田地区婦人防火クラブ連
絡協議会

サン・ロイヤルとわだ

105 H24.12.14(金)

深浦町役場

深浦町役場

106 H24.12.11(火)

テーマ名

もっと知って！便利で安全性の高い最新
のLPガス器具
200 名
LPガスの保安業務のことをご存じです
か？

担当課

防災消防課

46 名 自主防災組織をつくりませんか？

防災消防課

町づくり応援隊「いいべ！ふか
深浦町役場
うら」

19 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

107 H24.12.3(月)

南部町立南部小学校

40 名 美術鑑賞を楽しもう！

青森県立美術館

108 H24.12.17(月)

青森県土地改良事業団体連合
十和田おいらせ農協
会

202 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 H24.12.18(火)

青森県土地改良事業団体連合
青森県総合社会教育センター
会

165 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

110 H24.12.14(金)

三戸町立斗川小学校PTA

111 H24.12.17(月)

南部町立南部小学校

三戸町立斗川小学校

20 名 新型インフルエンザが流行したら？

保健衛生課

上北郡母子寡婦福祉連絡協議
六ヶ所村役場
会

30 名 地域の元気を応援します！

企画調整課

112 H25.1.19(土)

青森市統計公友会

29 名 青森県の個人情報保護

総務学事課
統計分析課

113 H25.2.26(火)

NOSAI青森女性部連絡協議会 浅虫観光ホテル

42 名 「農業の６次産業化」って何だろう？

あおもり食品産業振興
チーム

114 H25.2.26(火)

つがる市総務課

つがる市生涯学習交流セン
ター「松の館」

19 名 青森県の個人情報保護

総務学事課

115 H25.2.12(火)

元気会

大野市民センター

ラ・プラス青い森

6 名 青森県の歴史について

9/10

県民生活文化課

平成２４年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

参加人員

会場名

116 H25.3.7(木)

青森県立名久井農業高等学校 青森県立名久井農業高等学校

117 H25.3.12(火)

元気会

大野市民センター

テーマ名

153 名 防災対策～災害への備え～
6 名 青森県の歴史について

10/10

担当課
防災消防課
県民生活文化課

