平成２６年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

会場名

参加人員

テーマ名

担当課

1

H26.4.17(木)

ライトサークル

ラ・プラス青い森

51 名 青森県の歴史について

2

H26.4.25(金)

五戸地区議会議員協議会

新郷村都市農村交流センター

31 名

3

H26.6.1(日)

青森県司法書士会

星野リゾート青森屋

34 名 土地の収用とは？

4

H26.6.1(日)

青森県司法書士会

星野リゾート青森屋

32 名 公共事業に伴う用地取得と補償について 監理課

5

H26.4.19(土)

青森県木登り協会・チーム橙

青森市青龍寺内書院

自然を守る自然公園のしくみ
14 名 白神山地自然遺産の保全や活用につい
て考えよう

自然保護課

6

H26.7.15(火)

青森市働く女性の家

アウガ５階 青森市男女共同参
画プラザ

51 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

7

H26.5.21(水)

東北電力株式会社 むつ営業
東北電力むつ営業所
所

27 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

8

H26.5.29（木）

青森市立沖館小学校

青森市立沖館小学校

9

H26.5.25（日）

特定非営利活動法人 セーフ
ティーネットあおもり

福祉増進センター

23 名 介護保険制度について

高齢福祉保険課

10

H26.5.21（水）

大間町老人福祉施設くろまつ

大間町老人福祉施設くろまつ

23 名 「暮らしと税金」について考えてみよう

税務課

11

H26.6.20（金）

十和田市南公民館（高齢者講
十和田市南公民館
座みなみ大学）

17 名 「食育」をしましょう

食の安全・安心推進課

12

H26.6.3(火)

青森市大野寿大学・大学院ＯＢ
大野市民センター
会

16 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

13

H26.6.18(水)

NPO法人青森県消費者協会
消費生活大学院グループ

県民福祉プラザ

25 名 ごみの問題を考えよう

環境政策課

14

H26.6.18(水)

NPO法人青森県消費者協会
消費生活大学院グループ

県民福祉プラザ

25 名 身近な川をきれいにしましょう

環境保全課

15

H26.8.1(金)

十和田市南公民館

十和田市南公民館

21 名 犬やねことお友達になろう

保健衛生課

16

H26.6.30(月)

青森県立青森中央高等学校

青森県立青森中央高等学校

49 名 キャリア教育ってなに？

生涯学習課

17

H26.8.28(木)

外ヶ浜町立平舘中学校

外ヶ浜町立平舘中学校

15 名

18

H26.7.2(水)

外ヶ浜町立平舘中学校

外ヶ浜町立平舘中学校

13 名 青森県の水産業

水産振興課

19

H26.8.19(火)

青森県公立学校事務長会

グランヒルつたや

86 名 産業廃棄物の適正処理について

環境保全課

20

H26.7.26(土)

今友会

リッチモンドホテル青森

22 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

21

H26.7.25(金)

東郡学校事務研究会

青森市西部市民センター

17 名 クラウドコンピューティングの活用

情報システム課

22

H26.7.18(金)

ぱれっと知の会

グループホーム「ぱれっと」

16 名

23

H26.7.3(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

24

H26.9.19(金)

平川市立碇ヶ関中学校

平川市立碇ヶ関中学校

25

H26.6.24(火)

青森KEN民塾

青森市新町1-13-7 和田ビル

26

H26.6.29(日)

NPO法人青森県防災士会

青森市中央市民センター

24 名 自主防災組織をつくりませんか？

防災消防課

27

H26.7.2(水)

板柳東小学校PTA

板柳東小学校

63 名 「あおもり親楽プログラム」のすすめ

生涯学習課

28

H26.7.15(火)

白神自然学校一ツ森校

白神自然学校一ツ森校

29

26.8.27（水）

総務省青森行政評価事務所

青森合同庁舎

18 名 子どもを虐待から守るために

こどもみらい課

30

H26.8.29（金）

総務省青森行政評価事務所

下北文化会館

19 名 子どもを虐待から守るために

こどもみらい課

31

H26.9.2（火）

総務省青森行政評価事務所

八戸市公民館

46 名 子どもを虐待から守るために

こどもみらい課

32

H26.9.5（金）

総務省青森行政評価事務所

弘前市民会館

45 名 子どもを虐待から守るために

こどもみらい課

33

H26.7.4(金)

七戸貨物株式会社 天間林砕
（社）上北労働基準協会
石場

16 名

34

H26.9.1(月)

理容組合 八戸支部

33 名 防災対策～災害への備え～

名久井理美容マート

松くい虫ってどんな虫？ナラ枯れって何の 青森県産業技術センター
こと？
林業研究所

111 名 地域と未来を支える建設産業について

監理課

監理課

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

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

130 名 「食育」をしましょう
20 名

県民生活文化課

食の安全・安心推進課

青森県庁の組織や人員はどうなっている
人事課
の？

7 名 統計調査って何？

統計分析課

生活習慣病について知ろう
がん・生活習慣病対策課
9 名 ストップ・ザ・食中毒！（家庭でできる食中
保健衛生課
毒予防の６つのポイント）

1/3

生活習慣病について知ろう
自殺を予防するために

がん・生活習慣病対策課
障害福祉課
防災消防課

平成２６年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

団体等

35

H26.8.8(金)

(株)町田アンド町田商会

36

H26.9.8(月)

37

会場名
龍の館

参加人員

テーマ名

担当課

58 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

青森県理容生活衛生同業組合
十和田市役所保健センター
十和田支部

50 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

H26.7.11(金)

黒石市食生活改善推進員会

ラ・プラス青い森

54 名

うま味で減塩！青森県の健康「だし
活」！！

38

H26.8.21(木)

松風塾高等学校

松風塾高等学校

20 名

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～

39

H26.10.8(水)

青森市子育てメイト連絡協議会 大野市民センター

16 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

40

H26.8.1(金)

三戸郡学校給食連絡協議会

新郷村 美郷館

77 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

41

H26.9.18(木)

弘前地区小学校教頭会

弘前市総合学習センター

27 名

42

H26.9.5(金)

東北町立東北東中学校

東北町立東北東中学校

27 名 「ドラッグ」ってなに？

43

H26.9.19(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

17 名

「ひとつのいのち。みんなのだいじないの
青少年・男女共同参画課
ち。」

44

H26.12.9(火)

スカーフクラブ「あおもりサロ
ン」

日本原燃サイクル情報センター

13 名

「環境放射線等モニタリング」ってどんなこ
原子力安全対策課
と？

45

H26.9.24(水)

青森地区電友会

青森市中央市民センター

23 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

46

H26.9.20(土)

特定非営利活動法人 セーフ
ティーネットあおもり

しあわせプラザ

13 名 発達障害ってなに？

障害福祉課

47

H26.9.14(日)

五所川原市みどり町三丁目、
四丁目、七丁目、八丁目自主
防災会

コミュニティセンター栄

80 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

48

H26.11.18(火)

平川市立尾上中学校

平川市立尾上中学校

30 名

49

H26.9.11(木)

東郡学校事務研究会

帰帆荘

20 名 「食育」をしましょう

食の安全・安心推進課

50

H26.10.22(水)

一般社団法人青森県薬剤師会
青森市民ホール
卸部会

30 名 自殺を予防するために

障害福祉課

51

H26.11.21(金)

弘前市立第三大成小学校

弘前市立第三大成小学校

56 名

52

H26.9.10(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

77 名 生物多様性について

53

H26.9.10(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

38 名

54

H26.9.10(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

82 名 青森県の歴史について

県民生活文化課

55

H26.9.10(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

40 名 「食育」をしましょう

食の安全・安心推進課

56

H26.10.2(木)

日本パルスモーター株式会社 日本パルスモーター株式会社

45 名 新型インフルエンザが流行したら？

保健衛生課

57

H26.9.8(月)

公益財団法人青森県建設技術
アップルパレス
センター

11 名 「防災公共」って何・・？

整備企画課

58

H26.11.5(水)

社会保険診療報酬支払基金青 社会保険診療報酬支払基金青
森支部
森支部

45 名

青森県の健康寿命をアップするために
生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策課

59

H26.10.18(土)

六ヶ所ロータリークラブ

80 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

60

H26.10.9(木)

青森県公立高等学校事務職員
帰帆荘
協会二北支部

22 名

「あおもり食命人（しょくめいじん）」って何
だろう

61

H26.10.10(金)

青森県公立高等学校事務職員
帰帆荘
協会二北支部

24 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
おもり再発見の話

62

H26.11.13(木)

総務省青森行政評価事務所

むつグランドホテル

12 名

保健・医療・福祉包括ケアシステムde安
心！

63

H26.9.17(水)

八戸工業大学第二高等学校

八戸工業大学第二高等学校

44 名 スマートコミュニティについて

青森県産業技術センター
工業総合研究所

64

H26.10.20(月)

大林組協力会社災害防止協会
青森県総合社会教育センター
青森分会

60 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

65

H26.10.1(水)

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

24 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

66

H26.10.2(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

41 名 一緒に考えよう！これからの子育て支援

こどもみらい課

67

H26.10.2(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

22 名 世界に羽ばたけ県産農水産品

国際経済課

68

H26.10.23(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

23 名 青森県復興ビジョンについて

生活再建・産業復興局

69

H26.10.16(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

18 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

文化交流プラザ スワニー

2/3

総合販売戦略課

「知って、好きになって、自慢したくなる」あ
地域活力振興課
おもり再発見の話
医療薬務課

青森県庁の組織や人員はどうなっている
人事課
の？

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
自然保護課

明日の産業を支える新エネルギーの技術 青森県産業技術センター
開発
工業総合研究所

食の安全・安心推進課

健康福祉政策課

平成２６年度「出前トーク」実施状況
No.

開催日時

70

H26.9.29（月）

団体等
青森市立油川中学校

会場名

参加人員

青森市立油川中学校

テーマ名

担当課

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

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

111 名
71

H26.10.1（水）

青森市立油川中学校

青森市立油川中学校

72

H26.10.6(月)

青森県立野辺地高等学校

青森県立野辺地高等学校

120 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

73

H26.11.7(金)

青森県生活協同組合連合会

観光物産館アスパム

116 名 介護保険制度について

高齢福祉保険課

74

H26.11.23(日)

公益社団法人日本オストミー協 アウガ５階 青森市男女共同参
会青森県支部
画プラザ

41 名 認知症を知ろう

75

H26.10.28(火)

弘前市食生活改善推進員会

27 名

うま味で減塩！青森県の健康「だし
活」！！

総合販売戦略課

76

H26.10.15(水)

青森県立板柳高等学校 家庭
青森県立板柳高等学校
クラブ

15 名

うま味で減塩！青森県の健康「だし
活」！！

総合販売戦略課

77

H26.11.27(木)

弘前市立岩木小学校

弘前市立岩木小学校

63 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

78

H26.10.15(水)

北東ロータリークラブ

ホテル青森

16 名 三内丸山遺跡ってどんな遺跡？

79

H26.10.22(水)

北東ロータリークラブ

ホテル青森

20 名

80

H26.11.9(日)

介護老人保健施設のへじ

介護老人保健施設のへじ

60 名 青森県の健康寿命をアップするために

81

H26.11.19(水)

（公社）三沢市シルバー人材セ
三沢市公会堂
ンター

18 名

うま味で減塩！青森県の健康「だし
活」！！

82

H26.11.18(火)

（公社）三沢市シルバー人材セ
三沢市公会堂
ンター

33 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
おもり再発見の話

83

H26.12.2(火)

弘前大学

弘前大学 21世紀教育セン
ター

33 名

人口減少社会に備えて、どんな取組をし
ているの？

84

H26.11.28(金)

弘前市統計協会

星と森のロマントピア

37 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
おもり再発見の話

85

H26.12.4(木)

弘前市立船沢小学校

弘前市立船沢小学校

31 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

86

H26.12.1(月)

青森中央ロータリークラブ

ホテル青森

30 名

「世界が認める『青森ブランド』」って何で
すか？

87

H27.1.21(水)

青森市統計公友会

ラ・プラス青い森

30 名 「知って、好きになって、自慢したくなる」あお地域活力振興課

88

H27.1.9(金)

津軽広域農業共済職員会

津軽広域農業共済職員会

44 名 自殺を予防するために

障害福祉課

89

H27.1.28(水)

フレンドワークぼんじゅ

青森市浪岡総合福祉センター

25 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

90

H27.2.24(火)

NOSAI青森女性部連絡協議会 浅虫観光ホテル

37 名

91

H27.2.6(金)

湊地区健康づくり推進協議会

70 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

92

H27.2.26(木)

青森県採石事業協同組合連合
ホテル青森
会

40 名 生活習慣病について知ろう

がん・生活習慣病対策課

93

H27.1.16(金)

津軽保健生活協同組合 常盤
グリーンパークもりのいずみ
支部

24 名

うま味で減塩！青森県の健康「だし
活」！！

94

H27.3.14(土)

南部町文化協会 名川支部

南部町立剣吉公民館

46 名

人が変われば地域が変わる～あおもりを
地域活力振興課
愛する人づくり戦略～

95

H27.1.28(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

41 名

「地域経営」ってなあに？みんなで話し
合ってみませんか

96

H27.1.28(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

35 名 知ってください！エイズのこと

保健衛生課

97

H27.1.28(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

66 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

98

H27.1.28(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

39 名 スマートコミュニティについて

青森県産業技術センター
工業総合研究所

99

H27.2.1(日)

虎渡環境保存隊

虎渡公民館

30 名 防災対策～災害への備え～

防災消防課

100

H27.3.14(土)

津軽保健生活協同組合

藤崎町文化センター

85 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

101

H27.1.28(水)

青森県立青森北高等学校

青森県立青森北高等学校

39 名 「暮らしと税金」について考えてみよう

税務課

102

H27.2.14(土)

社会福祉法人六戸町社会福祉
六戸町就業改善センター
協議会

17 名

103

H27.3.5(木)

公益社団法人 弘前青年会議
ホテルニューキャッスル
所

人口減少が進むと何が起きるの？
33 名 人口減少社会に備えて、どんな取組をし
ているの？

地域活力振興課

104

H27.3.7(土)

三沢市学校保健会

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

つがる地球村

湊公民館

三沢市国際交流教育センター

3/3

高齢福祉保険課

文化財保護課

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～

うま味で減塩！青森県の健康「だし
活」！！

うま味で減塩！青森県の健康「だし
活」！！

がん・生活習慣病対策課
総合販売戦略課

統計分析課

企画調整課

総合販売戦略課

総合販売戦略課

構造政策課

総合販売戦略課

