平成２５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

20 名 産業廃棄物の適正処理について

担当課

1

H25.5.8(水)

エルタス東北安全協力会

東北電力（株）青森営業所

2

H25.6.6(木)

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

3

H25.4.30(火)

元気会

大野市民センター

4

H25.4.26(金)

五戸地区議会議員協議会

都市農村交流センター

5

H25.9.13(金)

青森第二高等養護学校

青森第二高等養護学校

6

H25.5.28(火)

核燃だまっちゃおられん津軽の
弘前市市民参画センター
会

30 名

7

H25.7.1(月)

生協コープあおおり青森地域
リーダー会

沖館市民センター

16 名 介護保険制度について

高齢福祉保険課

8

H25.5.17(金)

青森県立六ヶ所高等学校

青森県立六ヶ所高等学校

30 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策課

9

H25.7.26(金)

青森市働く女性の家

青森市男女共同参画プラザ「カ
ダール」

65 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

10

H25.9.27(金)

下北小中学校教頭会

むつ来さまい館

40 名

11

H25.6.12(水)

元気会

大野市民センター

12

H25.10.11(金)

東北町立東北東中学校

東北町立東北東中学校

13

H25.6.18(火)

NPO法人青森なんぶの達者村 南部町立中央公民館

14

H26.3.5(水)

（有）十和田乗馬倶楽部

（有）十和田乗馬倶楽部

15

H25.6.28(金)

青森県立六ヶ所高等学校

青森県立六ヶ所高等学校

21 名

16

H25.7.25(木)

（社）青森県薬剤師会卸部会

青森市民ホール

28 名 新しく始まる保育と幼児教育

17

H25.7.25(木)

（社）青森県薬剤師会卸部会

青森市民ホール

28 名

18

H25.7.4(木)

青森県立八戸商業高等学校

青森県立八戸商業高等学校

19

H25.6.27(木)

鰺ヶ沢町立舞戸小学校

鰺ヶ沢町立舞戸小学校

60 名

白神山地自然遺産の保全や活用につい
て考えよう

20

H25.7.26(金)

東郡学校事務研究会

青森市西部市民センター

20 名

発達障害ってなに？幼稚園、学校等が行
学校教育課
う適切な支援

21

H25.10.10(木)

弘前市立小沢小学校

弘前市立小沢小学校

79 名 ユニバーサルデザインについて

22

H25.7.10(水)

東北町立東北中学校

東北町立東北中学校

23

H25.11.12(火)

（公社）三沢市シルバー人材セ 三沢市新町地区コミュニティ集
ンター
会施設

20 名 インフルエンザが流行したら？

保健衛生課

24

H25.11.13(水)

（公社）三沢市シルバー人材セ
三沢市シルバー人材センター
ンター

20 名 青森県の魚「ヒラメ」をおいしく食べよう

青森県産業技術センター
食品総合研究所

25

H25.11.14(木)

（公社）三沢市シルバー人材セ
三沢市公会堂
ンター

30 名 三内丸山遺跡ってどんな遺跡？

文化財保護課

26

H25.7.11(木)

八戸市立江陽小学校

八戸市立江陽小学校

57 名 ユニバーサルデザインについて

県民生活文化課

27

H25.9.4(水)

八戸市立江陽小学校

八戸市立江陽小学校

51 名 「食育」をしましょう

食の安全・安心推進課

28

H25.10.30(水)

平内町立小湊中学校

平内町立小湊中学校

185 名 ドラッグってなに？

医療薬務課

29

H25.11.7(木)

つがる市立森田中学校

つがる市立森田中学校

135 名 芸術鑑賞を楽しもう！

青森県立美術館

30

H25.8.30(金)

つがる市立車力中学校PTA成
つがる市立車力中学校
人教育部

28 名

あおもり親学（おやがく）プログラムのすす
生涯学習課
め

31

H26.2.5(水)

八戸市立白銀小学校

20 名

発達障害ってなに？幼稚園、学校等が行
学校教育課
う適切な支援

152 名 青森県の個人情報保護

県民生活文化課

35 名 地域の元気を応援します

地域活力振興課

104 名 ドラッグってなに？

医療薬務課

再生可能エネルギーに関する県の政策に
エネルギー開発振興課
ついて

防災教育～子どもの防災意識を高めるた
スポーツ健康課
めに～

20 名 ドラッグってなに？

県民生活文化課
医療薬務課

15 名

「農林水産業の６次産業化」って何だろ
う？

あおもり食品産業振興
チーム

5 名

「農林水産業の６次産業化」って何だろ
う？

あおもり食品産業振興
チーム

｢知って、好きになって、自慢したくなる」あ
地域活力振興課
おもり再発見のはなし
こどもみらい課

発達障害ってなに？幼稚園、学校等が行
学校教育課
う適切な支援

160 名 「食育」をしましょう

300 名 青森っ子の体力は？

1/3

総務学事課

5 名 青森県の歴史について

7 名 青森県の歴史について

八戸市立白銀小学校

環境政策課

食の安全・安心推進課
自然保護課

県民生活文化課
スポーツ健康課

平成２５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

6 名 青森県の歴史について

担当課

32

H25.7.22(月)

元気会

大野市民センター

33

H25.9.4(水)

青森県立大間高等学校

青森県立大間高等学校

220 名 ドラッグってなに？

34

H25.8.26(月)

南部町立名久井小学校

南部町立名久井小学校

22 名 「食育」をしましょう

食の安全・安心推進課

35

H25.10.18(金)

南部町立名久井小学校

南部町立名久井小学校

30 名 りんご新品種のできるまで

青森県産業技術センター
りんご研究所

36

H25.10.25(金)

南部町立名久井小学校

南部町立名久井小学校

43 名 もっと知りたい青森の野菜

農産園芸課

37

H25.7.26(金)

青森県立六ヶ所高等学校

青森県立六ヶ所高等学校

20 名 男女共同参画ってなに？

青少年・男女共同参画課

38

H25.7.26(金)

青森県立六ヶ所高等学校

青森県立六ヶ所高等学校

15 名 「攻めの農林水産業」を知っていますか？ 農林水産政策課

39

H25.9.4(水)

青森市立浦町中学校

青森市立浦町中学校

21 名 あなたも看護職員を目指しませんか？

40

H25.8.19(月)

島守小・中学校ジョイントスクー
八戸市立島守小学校
ル推進事業

18 名

犯罪のない安全・安心まちづくりのために
できること
県民生活文化課
防犯まちづくり～みんなで考えてみません
か？～

41

H25.10.31(木)

三戸郡町村議会議長会

南部町町民ホール

90 名

「農林水産業の６次産業化」って何だろ
う？

42

H25.11.30(土)

SEEDS NETWORK
（シーズネットワーク）

Vege café ちゃまま

20 名

｢知って、好きになって、自慢したくなる」あ
地域活力振興課
おもり再発見のはなし

43

H25.9.12(木)

東郡学校事務研究会

青森市沖館市民センター

15 名 事業所でできるごみの減量化について

環境政策課

44

H25.8.20(火)

十和田市中央公民館・あぐら塾 十和田市中央公民館

28 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

45

H25.10.4(金)

青森市立佃小学校

青森市立佃小学校

650 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策課

46

H25.11.19(火)

青森市立佃小学校

青森市立佃小学校

700 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策課

47

H25.10.7(月)

青森県立野辺地高等学校

青森県立野辺地高等学校

133 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策課

48

H25.10.4(金)

東北町母子寡婦福祉会

東北町町民文化センター

120 名 自殺を予防するために

障害福祉課

49

H25.10.1(火)

青森河川国道事務所

青森河川国道事務所

20 名 新型インフルエンザが流行したら？

50

H25.10.25(金)

災害防止協会青森分会

青森県総合社会教育センター

60 名

北海道新幹線開業を契機に地域を変える
交通政策課
～津軽海峡交流圏の形成～

51

H25.10.24（木）

青森市立油川中学校

青森市立油川中学校

61 名

食品の表示から情報を読み解こう
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

52

H25.11.27（水）

青森市立油川中学校

青森市立油川中学校

61 名

食品の表示から情報を読み解こう
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

53

H25.11.13(水)

隣接四校PTA連絡協議会

青森市立大野小学校

50 名

｢知って、好きになって、自慢したくなる」あ
地域活力振興課
おもり再発見のはなし

54

H25.10.9(水)

青森県立青森西高等学校

青森県立青森西高等学校

55

H25.11.13(水)

青森市東青森地域包括支援セ
青森市ほろがけ福祉館
ンター

56

H25.10.31(木)

青森市立沖館小学校

青森市立沖館小学校

57

H25.10.28(月)

七戸認定農業者の会

七戸町中央公民館

24 名 「攻めの農林水産業」を知っていますか？ 農林水産政策課

58

H25.10.28(月)

七戸認定農業者の会

七戸町中央公民館

24 名 地域ブランドって何？

59

H25.12.4(水)

八戸工業大学第一高等学校

八戸工業大学第一高等学校

275 名 青森復興ビジョンについて

生活再建・産業復興局

60

H25.11.26(火)

青森市立浦町小学校

青森市立浦町小学校

137 名 「食育」をしましょう

食の安全・安心推進課

61

H25.11.14(木)

青森県公立高等学校事務職員
帰帆荘
協会二北支部

780 名 ドラッグってなに？
50 名 医療保険制度について
136 名 地域と未来を支える建設産業について

30 名 事業所でできるごみの減量化について

2/3

県民生活文化課
医療薬務課

医療薬務課

あおもり食品産業振興
チーム

保健衛生課

医療薬務課
高齢福祉保険課
監理課

総合販売戦略課

環境政策課

平成２５年度「出前トーク」実施状況
団体等

参加人員

No.

開催日時

会場名

62

H25.11.14(木)

青森県公立高等学校事務職員
帰帆荘
協会二北支部

30 名 青い森のみちづくりについて

道路課

63

H25.11.28(木)

六ヶ所村立南小学校

80 名 青森っ子の体力は？

スポーツ健康課

64

H25.12.2(月)

上北郡母子寡婦福祉連絡協議
六ヶ所中央公民館
会

25 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策課

65

H25.12.11(水)

弘前市立西小学校

弘前市立西小学校

45 名 ユニバーサルデザインについて

県民生活文化課

66

H25.12.12(木)

平内町立西平内中学校

平内町立西平内中学校

60 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策課

67

H25.11.22(金)

北郡地域ブロック商工会職員
互助会

つがる富士見荘

13 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

68

H25.12.10(火)

東北電力（株）青森営業所

ニッセイ青森本町ビル

50 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

69

H25.12.6(金)

（公財）青森県建設技術セン
ター

（公財）青森県建設技術セン
ター

50 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

70

H25.12.11(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

71

H25.11.29(金)

特定非営利活動法人ワーカー
フォレストピア階上
ズコープ階上事業所

21 名

耕作放棄地を解消しよう
「地域経営」ってなあに？

72

H25.11.28(木)

社民党青森総支部・青森県平
青森県労働福祉会館
和労組会議東青地方本部

15 名

再生可能エネルギーに関する県の政策に
エネルギー開発振興課
ついて

73

H26.1.10(金)

津軽広域農業共済職員会

津軽広域農業共済職員会

58 名 地球温暖化について

74

H26.1.18(土)

六戸町スポーツ少年団

六戸町文化ホール・メープル

130 名 「食育」をしましょう

食の安全・安心推進課

75

H26.1.18(土)

六戸町スポーツ少年団

六戸町文化ホール・メープル

130 名 青森っ子の体力は？

スポーツ健康課

76

H26.1.11(土)

中岫農事研究会

中岫集会所

18 名 「攻めの農林水産業」を知っていますか？ 農林水産政策課

77

H26.1.18(土)

青森市統計校友会

ラ・プラス青い森

27 名

78

H26.2.14(金)

NPO法人青森県消費者協会
消費生活大学院ｸﾞﾙｰﾌﾟ

県民福祉プラザ

12 名 防災対策～災害への備え～

79

H26.3.12(水)

NOSAI青森女性部連絡協議会 浅虫観光ホテル

県の特産野菜「ナガイモ」｢ニンニク」はど
青森県産業技術センター
41 名 のように品種改良が行われ栽培されてい
野菜研究所
るか興味がありませんか？

80

H26.2.14(金)

大鰐町成人大学

大鰐町中央公民館

30 名 りんご新品種のできるまで

青森県産業技術センター
りんご研究所

81

H26.1.17（金）

弘前市統計協会

ホテルグランメール山海荘

30 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

82

H26.1.22(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

36 名 総合型スポーツクラブってなんだろう

スポーツ健康課

83

H26.1.22(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

84

H26.1.28（火）

ヨガ教室篠田

沖館市民センター

85

H26.1.25(土)

社会福祉法人松島中央厚生会
津軽野保育園
津軽野保育園

84 名

86

H26.2.28（金）

社団法人青森県建設業協会上
十和田市建設会館
北支部

43 名 青森県統計データランドへ行こう

統計分析課

87

H26.2.15(土)

子ども科学クラブ

弘前文化センター

13 名 電気の出前教室

原子力立地対策課

88

H26.3.7(金)

大林組林青会

ホテルクラウンパレス

50 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

89

H26.3.19(水)

青森県立大湊高等学校川内校 青森県立大湊高等学校川内校
舎
舎

六ヶ所村立南小学校

240 名

200 名

テーマ名

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

統計で地域を知ろう！～青森県のピカイ
チデータ～

3/3

構造政策課

環境政策課

統計分析課
防災消防課

｢知って、好きになって、自慢したくなる」あ
地域活力振興課
おもり再発見のはなし

14 名 食品の表示から情報を読み解こう

21 名

担当課

食の安全・安心推進課

あおもり親学（おやがく）プログラムのすす
生涯学習課
め

｢知って、好きになって、自慢したくなる」あ
地域活力振興課
おもり再発見のはなし

