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1 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課
八戸市多賀台地区社会福祉
協議会（二丁目高齢者サロ
ン）

平成28年4月20日 11

2 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課
小規模多機能型居宅介護事
務所　オアシス

平成28年5月23日 11

3 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課
青森県職員労働組合　女性
部

平成28年6月28日 11

4 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課 中泊町立薄市小学校PTA 平成28年7月5日 11

5 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課
十和田地区保育研究会給食
部会

平成28年7月14日 11

6 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課
三戸郡保育会
給食研究部会

平成28年10月4日 11

7 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課 青森市立南中学校 平成28年10月11日 11

8 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課
おいらせ町立百石小学校５
年生

平成28年11月4日 11

9 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課 あすなろ療育福祉センター 平成28年12月27日 11

10 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課 五所川原市農業委員会 平成29年2月6日 11

11 ７－２３ おいしく減塩！青森県の健康「だし活」！！ 総合販売戦略課 田舎館村保健協力委員 平成29年2月8日 11

12 １－７ 生活習慣病について知ろう
がん・生活習慣病対策
課

青森県高速道路交通安全協
議会

平成28年5月27日 8

13 １－７ 生活習慣病について知ろう
がん・生活習慣病対策
課

青森県職員労働組合　女性
部

平成28年6月18日 8

14 １－７ 生活習慣病について知ろう
がん・生活習慣病対策
課

平川市立猿賀小学校 平成28年7月1日 8

15 １－７ 生活習慣病について知ろう
がん・生活習慣病対策
課

東津軽群学校保健会 平成28年7月28日 8

16 １－７ 生活習慣病について知ろう
がん・生活習慣病対策
課

青森北東ロータリークラブ 平成28年8月24日 8

17 １－７ 生活習慣病について知ろう
がん・生活習慣病対策
課

農林水産省東北農政局平川
二期農業水利事務所

平成28年9月14日 8

18 １－７ 生活習慣病について知ろう
がん・生活習慣病対策
課

国土交通省東北地方整備局
青森河川国道事務所

平成28年10月4日 8

19 １－７ 生活習慣病について知ろう
がん・生活習慣病対策
課

東地区老人クラブ連合会 平成29年2月10日 8

20 ２－５ 防災対策～災害への備え～ 防災危機管理課
八戸保健所管内食生活改善
推進員連絡協議会

平成28年5月17日 6

21 ２－５ 防災対策～災害への備え～ 防災危機管理課 公益社団法人鉄道貨物協会 平成28年6月7日 6

22 ２－５ 防災対策～災害への備え～ 防災危機管理課 たすけあいぽけっと 平成28年9月28日 6

23 ２－５ 防災対策～災害への備え～ 防災危機管理課 生きがい中央大学 平成28年10月12日 6

24 ２－５ 防災対策～災害への備え～ 防災危機管理課 五戸町役場 平成28年11月10日 6

25 ２－５ 防災対策～災害への備え～ 防災危機管理課 宗教法人　光行寺 平成29年3月10日 6

26 ６－１ 青森県の歴史について 県民生活文化課
十和田市教育委員会スポー
ツ・生涯学習課

平成28年5月31日 5

27 ６－１ 青森県の歴史について 県民生活文化課 青森県立図書館 平成28年6月8日 5

28 ６－１ 青森県の歴史について 県民生活文化課
青森県公立高等学校事務職
員協会三八支部②

平成28年9月23日 5

29 ６－１ 青森県の歴史について 県民生活文化課
青森県農村整備建設協会、
青森県漁港建設協会

平成28年11月11日 5

30 ６－１ 青森県の歴史について 県民生活文化課 八戸市立根岸公民館 平成28年11月24日 5

31 １－１１ 「ドラッグ」ってなに？ 医療薬務課 平内町立東平内中学校 平成28年7月14日 4

32 １－１１ 「ドラッグ」ってなに？ 医療薬務課 外ヶ浜町立蟹田中学校 平成28年7月19日 4

33 １－１１ 「ドラッグ」ってなに？ 医療薬務課 蓬田村立蓬田中学校 平成28年10月31日 4
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34 １－１１ 「ドラッグ」ってなに？ 医療薬務課 平内町立小湊中学校 平成28年12月1日 4

35 ２－１０ マイナンバー（社会保障・税番号）制度って何？ 情報システム課 来八会 平成28年6月21日 4

36 ２－１０ マイナンバー（社会保障・税番号）制度って何？ 情報システム課
中弘地区土地改良団体職員
会

平成28年7月8日 4

37 ２－１０ マイナンバー（社会保障・税番号）制度って何？ 情報システム課
青森県土地改良事業団体
連合会

平成28年10月28日 4

38 ２－１０ マイナンバー（社会保障・税番号）制度って何？ 情報システム課
上北地方学校事務研究協議
会　北地区事務部会

平成28年11月15日 4

39 ２－２３ ユニバーサルデザイン（ここちよく暮らせるまちづくり）について 県民生活文化課 平内町立山口小学校 平成28年9月5日 4

40 ２－２３ ユニバーサルデザイン（ここちよく暮らせるまちづくり）について 県民生活文化課 弘前市立小沢小学校 平成28年10月18日 4

41 ２－２３ ユニバーサルデザイン（ここちよく暮らせるまちづくり）について 県民生活文化課 弘前市立第三大成小学校 平成28年11月24日 4

42 ２－２３ ユニバーサルデザイン（ここちよく暮らせるまちづくり）について 県民生活文化課 弘前市立西小学校 平成28年12月19日 4

43 ４－８ 「知って、好きになって、自慢したくなる」あおもり再発見の話 地域活力振興課 八戸市立上長公民館 平成28年6月15日 3

44 ４－８ 「知って、好きになって、自慢したくなる」あおもり再発見の話 地域活力振興課
青森県職員労働組合　家族
会

平成28年11月7日 3

45 ４－８ 「知って、好きになって、自慢したくなる」あおもり再発見の話 地域活力振興課
NOSAI青森女性部連絡協議
会

平成29年2月28日 3

46 ２－２９ 「明日を守る人になる」警察官のしごと 警察本部警務課
八戸市立多賀台小学校３学
年

平成28年9月6日 3

47 ２－２９ 「明日を守る人になる」警察官のしごと 警察本部警務課 油川中学校 平成28年11月17日 3

48 ２－２９ 「明日を守る人になる」警察官のしごと 警察本部警務課 弘前市立大成小学校 平成28年11月18日 3

49 ２－３２
サイバー犯罪被害に遭わないために～インターネットの安全利用と情報モラ
ル～

警察本部保安課 蓬田村立蓬田小学校 平成28年7月1日 3

50 ２－３２
サイバー犯罪被害に遭わないために～インターネットの安全利用と情報モラ
ル～

警察本部保安課 平内町立西平内中学校 平成28年7月12日 3

51 ２－３２
サイバー犯罪被害に遭わないために～インターネットの安全利用と情報モラ
ル～

警察本部保安課
平川市立柏木小学校PTA成
人部

平成28年11月30日 3

52 ３－３ 事業所でできるごみの減量化について 環境政策課
青森県公立高等学校事務職
員協会三八支部

平成28年9月23日 2

53 ３－３ 事業所でできるごみの減量化について 環境政策課
青森県公立高等学校事務職
員協会二北支部

平成28年10月13日 2

54 ７－２２ 地域ブランドって何？ 総合販売戦略課
青森県東部小型船漁業協議
会

平成28年4月29日 2

55 ７－２２ 地域ブランドって何？ 総合販売戦略課
北五地域商工会補助員等協
議会

平成28年11月18日 2

56 ９－３ 再生可能エネルギーに関する県の取組について エネルギー開発振興課
グローバル人財養成セミ
ナー実行委員会

平成28年7月30日 2

57 ９－３ 再生可能エネルギーに関する県の取組について エネルギー開発振興課
NPO法人グリーンエネル
ギー青森

平成28年11月25日 2

58 １１－７
行財政改革を推進しています！～しなやかで力強い行財政運営体制を目指
して～

行政経営管理課 三戸郡監査委員協議会 平成28年10月6日 2

59 １１－７
行財政改革を推進しています！～しなやかで力強い行財政運営体制を目指
して～

行政経営管理課 青森県政を考える会 平成28年10月13日 2

60 ２－３０ 特殊詐欺の被害に遭わないために
警察本部生活安全企
画課

平内町民生委員児童委員協
議会

平成28年7月29日 2

61 ２－３０ 特殊詐欺の被害に遭わないために
警察本部生活安全企
画課

津軽広域農業共済組合 平成28年12月6日 2

62 ６－１２ 三内丸山遺跡ってどんな遺跡？ 文化財保護課
青森県シルバー人材セン
ター連合会

平成28年8月23日 2

63 ６－１２ 三内丸山遺跡ってどんな遺跡？ 文化財保護課 家族会 平成29年3月27日 2

64 １－３ がん死亡率ワースト１を脱却しよう！
がん・生活習慣病対策
課

大林組協力会社災害防止協
会青森分会

平成28年10月25日 1

65 １－８ あなたも看護職員を目指しませんか？ 医療薬務課 平川市女性団体ネットワーク 平成28年5月7日 1

66 １－２１ 介護保険制度について 高齢福祉保険課 三戸郡社会福祉協議会 平成29年11月10日 1

67 １－２２ 医療保険制度について 高齢福祉保険課
青森県聴覚障害者情報セン
ター

平成28年7月25日 1
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68 １－２４ ロコモティブシンドロームを予防しよう 高齢福祉保険課
NPO法人グリーンエネル
ギー青森

平成28年8月26日 1

69 １－３１ 共生社会づくりに向けて 障害福祉課 榮地区住民協議会 平成28年9月8日 1

70 ２－６ 自主防災組織をつくりませんか？ 防災危機管理課 東群学校事務研究会 平成28年9月8日 1

71 ２－１１ ユビキタスって何？ 情報システム課 野辺地町教育員会 平成28年10月12日 1

72 ２－１９ 「あおもりポテンシャルビュー」であおもりの「秘めた実力」を知ろう 統計分析課 五戸町統計分析会 平成29年6月30日 1

73 ３－２ ごみの問題を考えよう 環境政策課 青森県造園建設業界 平成28年11月15日 1

74 ３－７ 自然を守る自然公園のしくみ 自然保護課 野辺地ロータリークラブ 平成28年11月29日 1

75 ３－１２ 環境にやさしい技術支援の最前線 新産業創造課 東青地域福祉協議会 平成28年12月4日 1

76 ４－２ 県の事務権限を市町村へ移譲すると？ 市町村課
三沢市シルバー人材セン
ター

平成28年12月8日 1

77 ４－５ 北海道新幹線開業を契機に地域を変える～津軽海峡交流圏の形成～ 交通政策課 西北労働基準協会 平成29年2月15日 1

78 ４－１１ 「電源三法交付金」ってなに？ 原子力立地対策課
青森県公立高等学校事務職
員協会三八支部

平成29年2月16日 1

79 ５－４ 元気なまちづくりを応援します 商工政策課 青森中央学院大学 平成29年3月28日 1

80 ６－２ 青森県の観光戦略について 観光企画課 青森県政を考える会 平成28年12月9日 1

81 ６－６ 美術鑑賞を楽しもう！ 県立美術館 青森県公立学校事務長会 平成28年9月15日 1

82 ６－７
「パフォーミングアーツ」ってどんなもの?～演劇、映画、ダンス・・・総合的な
芸術の発信を目指して～

県立美術館
青森県職員労働組合　家族
会

平成28年11月7日 1

83 ６－１１ 縄文遺跡群を世界文化遺産へ 世界遺産登録推進室 みちくさ会 平成28年10月7日 1

84 ７－１ 「攻めの農林水産業」を知っていますか？ 農林水産政策課
NOSAI青森部長会連合協議
会

平成28年8月29日 1

85 ７－５ おコメの品種いろいろ 農林水産政策課
三沢市シルバー人材セン
ター

平成28年12月7日 1

86 ７－８ 植物工場で栽培できるものや作り方を紹介します 農林水産政策課
十和田市寿大学　郷土史ク
ラブ

平成28年10月13日 1

87 ７－１１ りんごの新品種ができるまで！品種改良の方法と新品種の紹介 農林水産政策課
十和田市寿大学　郷土史ク
ラブ

平成28年9月27日 1

88 ７－１６ 「松くい虫」ってどんな虫？「ナラ枯れ」って何のこと？ 農林水産政策課
青森県公立高等学校事務職
員協会二北支部

平成28年10月13日 1

89 ７－２１ 「青森の正直」を届ける情報発信 総合販売戦略課
北五地域ブロック商工会職
員互助会

平成28年11月2日 1

90 ７－２４ 信頼・人のつながりを生かした総合的な販売戦略の展開 総合販売戦略課
北五地域商工会補助員等協
議会

平成28年11月19日 1

91 ７－２５ 「食品表示の正しい見方」知っていますか？ 食の安全・安心推進課
津軽みらい農協女性部尾上
支部

平成29年2月21日 1

92 ７－２６ 「食育」をしましょう 食の安全・安心推進課 八戸市立轟木小学校 平成28年12月2日 1

93 ７－２８ 「食の安全・安心」について考えよう 食の安全・安心推進課
西つ北五学校給食連絡協議
会

平成28年7月27日 1

94 ７－３１ 農薬の安全・適正な使用のための取組について 食の安全・安心推進課 青森県造園建設業界 平成28年11月15日 1

95 ８－１ 地域交通ネットワークの整備について 交通政策課 青森県政を考える会 平成29年2月20日 1

96 ８－１１ 青い森のみちづくりについて 道路課 青森県造園建設業界 平成28年11月15日 1

97 ８－２８ 住宅の「耐震化」ってなに？ 建築住宅課 大野市民センター 平成28年11月8日 1

98 ９－１ 明日の産業を支える新エネルギーの技術開発 新産業創造課
NPO法人グリーンエネル
ギー青森

平成28年9月30日 1

99 ９－２ スマートコミュニティについて 新産業創造課
NPO法人グリーンエネル
ギー青森

平成28年10月14日 1

100 １０－１ スクールカウンセラーてなに？ 学校教育課 青森県公立学校事務長会 平成28年9月15日 1

101 １０－３
インクルーシブ教育システムを構築するための特別支援教育の推進につい
て

学校教育課 八戸市立第三中学校 平成28年8月19日 1

3/4



No. テーマ番号 テーマ名 担当課 申込団体等 開催日時
テーマ別
開催回数

102 １０－６ キャリア教育ってなに？ 生涯学習課 平川町立小湊小学校 平成28年8月22日 1

103 １１－２ 青森県庁の組織や人員はどうなっているの？ 人事課 油川中学校 平成28年11月17日 1

104 １－３３ 福祉のしごと”あれこれ”を紹介します！ 健康福祉政策課 七戸町立天間西小学校 平成28年11月4日 1

105 １－３４ 「正しい手洗い」できていますか？ 保健衛生課 藤﨑町立常盤小学校 平成28年6月21日 1

106 ７－４４ もっと知りたい青森の野菜 農産園芸課 おいらせ子どもチャレンジ塾 平成28年11月27日 1

107 ７－４６ 知ってますか？りんごパワー りんご果樹課 泉川小学校 平成28年5月17日 1

108 ７－５０ 獣医師の仕事について 畜産課 油川中学校 平成28年11月17日 1

109 ７－５８ 治山事業ってなに？ 林政課
青森県立五所川原農林高等
学校森林科学科

平成28年6月15日 1

110 ７－６６ 「農林水産業の６次産業化」って何だろう？ 総合販売戦略課 中岫農事研究所 平成29年1月14日 1

111 ６－１０ 遺跡や土器を発見したら 文化財保護課 家族会 平成29年3月27日 1

112 奥入瀬渓流のマイカー規制について 道路課 古間木山連合町内会 平成28年11月17日 1

113 事業所でできるごみの減量化について 環境政策課 青森県生活学校連絡協議会 平成28年6月14日 1
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