平成２９年度「あきた県庁出前講座」メニュー
№

講座名

講座概要

対象

担当課等

電話番号

ＦＡＸ番号

1

行政改革について

これまでの取組の成果や今後
どなたでも
の取組の概要について

総務課
企画・行政改革班

018-860-1054

018-860-1056

2

指定管理者制度について

指定管理者制度の仕組みに
ついて

総務課
企画・行政改革班

018-860-1054

018-860-1056

3

新行政不服審査法につい 新しい行政不服審査法の概要
どなたでも
て
と県の組織的対応について

総務課
行政不服審査会班

018-860-1042

018-860-1056

4

県財政について

県財政の状況や財政改革へ
市町村
の取組状況、地方財政の仕組
財政課
各種団体等
みについて

018-860-1105

018-860-3805

5

県税のしくみ

税の種類や県税の基本的な
仕組み、今後の課題等につい どなたでも
て

税務課

018-860-1123

018-860-3827

6

情報公開について

情報公開条例の仕組み、情報
どなたでも
提供の取組等について

広報広聴課

018-860-4091

018-860-1072

7

個人情報保護について

個人情報保護制度、個人情報
どなたでも
保護条例の仕組み等について

広報広聴課

018-860-4091

018-860-1072

8

公文書館の意義・役割や、所
蔵資料（絵図・古文書・戦前公
公文書館所蔵資料で秋田
文書や県政映画など）から見 どなたでも
の魅力を再発見
える秋田県の魅力についてお
伝えします

公文書館

018-866-8301

018-866-8303

9

地域の防災について

近年の自然災害と県の防災態 地域住民
勢、自主防災組織の重要性等 各事業所
について
等

総合防災課

018-860-4563

018-824-1190

10 造プランについて

県政運営の指針となる「第２期
ふるさと秋田元気創造プラン」 どなたでも
の概要について

総合政策課

018-860-1217

018-860-3873

11 地方分権改革について

地方分権改革について

どなたでも

総合政策課

018-860-1212

018-860-3873

12 政策等の評価について

政策・施策・事業の評価のねら
どなたでも
いや仕組みについて

総合政策課

018-860-1217

018-860-3873

あなたの「読みたい！」を
13 応援する読書運動

第２次秋田県読書活動推進基
本計画を資料に、県民の読書
に関するデータの紹介や、読 どなたでも
書を取り入れたライフスタイル
について

総合政策課

018-860-1216

018-860-3873

男性よりも読書時間の確保が
難しい女性への読書おすすめ 一般女性
について

総合政策課

018-860-1216

018-860-3873

絵本の読み聞かせを通した子
育て世代や育じい・育ばあの どなたでも
読書おすすめについて

総合政策課

018-860-1216

018-860-3873

県の運営方針である「第２期
第２期ふるさと秋田元気創
ふるさと秋田元気創造プラン」
造プラン
16 ～これまでの成果と今後 のこれまでの成果や課題、今 どなたでも
後の推進方針をまとめた「中
の推進方針～
間総括」の内容を説明します。

総合政策課

018-860-1217

018-860-3873

018-860-1217

018-860-3873

第２期ふるさと秋田元気創

女性のライフスタイルを応

14 援する読書

子育てを楽しくする絵本の

15 読み聞かせのすすめ

人口、産業、観光、農林業など
に関する様々な統計情報や
ビッグデータを、グラフィック表
示により直感的に理解するこ
地域経済分析システム（Ｒ
とができるweb上のシステム
17 ＥＳＡＳ）について
「ＲＥＳＡＳ（リーサス）」につい
て、その基本的な使い方や、
データの活用方法を説明しま
す。

どなたでも

どなたでも
（インター
ネットに接続 総合政策課
したパソコン
が最低１台
必要です。）
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№

講座名
県・市町村の機能合体に

講座概要

対象

担当課等

18 ついて

機能合体の考え方と現在の取
どなたでも
組状況について

19 選挙について

選挙・投票と社会参加につい
て

20 国際理解講座

県の国際交流員（中国、韓国、
アメリカ、ロシア）による異文化 どなたでも
紹介などの国際理解講座

ＦＡＸ番号

018-860-1144

018-860-3859

018-860-1145

018-860-3858

国際課

018-860-1218

018-860-3874

商業貿易課

018-860-2218

018-860-3887

秋田県への寄附の方法や税
優遇、寄附金の活用分野等に どなたでも
ついて

あきた未来戦略課

018-860-1232

018-860-3870

秋田県の人口減少に関する分
析と、地方創生に関する取組 どなたでも
について

あきた未来戦略課

018-860-1232

018-860-3870

移住・定住促進課
調整・県内定着促進班

018-860-3751

018-860-3871

本県への移住を促進するため
の県や民間団体による取組に どなたでも
ついて紹介します

移住・定住促進課
移住促進班

018-860-1234

018-860-3871

少子化の現状や課題、少子化
対策の取組について紹介しま どなたでも
す

次世代・女性活躍支援課
結婚・子育て支援班

018-860-1553

018-860-3895

次世代・女性活躍支援課
結婚・子育て支援班

018-860-1553

018-860-3895

両立支援に関する法制度や活
用できる各種事業などについ どなたでも
て紹介します。

次世代・女性活躍支援課
女性活躍・両立支援班

018-860-1555

018-860-3895

子ども・子育て支援につい 秋田の子育て支援施策等につ
どなたでも
いて

次世代・女性活躍支援課
結婚・子育て支援班

018-860-1553

018-860-3895

29 男女共同参画の推進

・男女共同参画の推進で誰も
が暮らしやすい社会をつくるた
めに
どなたでも
・女性の活躍推進、ワーク・ラ
イフ・バランスの推進等

次世代・女性活躍支援課
女性活躍・両立支援班

018-860-1555

018-860-3895

30 ＮＰＯ法人について

ＮＰＯ法人制度の概要と手続
について解説します

地域の元気創造課
地域協働推進班

018-860-1245

018-860-3875

31 協働の推進について

ＮＰＯ、行
政、企業、行
「協働」による諸問題の解決や
政担当者な 地域の元気創造課
地域の活性化につながる体制
ど地域づくり 地域協働推進班
づくりについて解説します
活動に関心
のある方

018-860-1245

018-860-3875

「高齢者が日本一元気な秋
田」に向けた現状や課題、取
組内容について

018-860-1237

018-860-3875

地域の元気創造課
018-860-1215
活力ある集落づくり支援室

018-860-3875

21 ふるさと寄附金について

秋田の人口問題と地方創

22 生について

高校・短大・
市町村課
大学、専修
（選挙管理委員会）
学校等

奨学金制度を活用した若

奨学金返還助成制度の取組
23 者の県内定着促進策につ について紹介します

どなたでも

いて

24 移住の促進について

秋田の少子化対策につい

25 て

結婚を取り巻く状況や独身男

26 出会い・結婚支援について 女のための出会い・結婚支援 どなたでも
の取組について紹介します

仕事と育児・家庭の両立支

27 援について

28 て

高齢者が活躍する社会づ

32 くりについて

市町村課

電話番号

どなたでも

どなたでも

県内８０地区、４１９集落の元
気ムラ活動の事例から地域コ
今日からはじめる地域づく
ミュニティ活動のきっかけづくり
り！～地域コミュニティの
どなたでも
33
について考える講座（ワーク
活性化と自立に向けて～
ショップ等による話合い活動も
支援します）

2

地域の元気創造課
調整・地域活性化班

№

講座名

講座概要

対象

担当課等

34 秋田県の観光について

秋田県の観光の現状や取組
について

どなたでも

35 食の情報

秋田の食の情報について

各種団体等 総合食品研究センター

36 生活を支える公共交通

高齢者等の生活を支える公共
交通の確保のための様々な取 どなたでも
組を紹介

37 の実現に向けて

38 あきたの美術について

奥羽新幹線・羽越新幹線

018-860-3868

018-888-2000

018-888-2008

交通政策課

018-860-1283

018-860-3879

奥羽新幹線、羽越新幹線の整
備構想と実現によって期待さ どなたでも
れる効果などについて説明

交通政策課

018-860-1282

018-860-3879

県内のアートシーンや若手
アーティスト等の紹介

文化振興課

018-860-1530

018-860-3880

スポーツ振興課
スポーツプロジェクト班

018-860-1243

018-860-3876

スポーツ振興課
スポーツプロジェクト班

018-860-1243

018-860-3876

スポーツ振興課
調整・スポーツ活性化班、
競技・生涯スポーツ班

018-860-1239

018-860-3876

ＦＩＳワールドカップ・モーグ モーグル競技の魅力やルー
どなたでも
ル、見どころなどを紹介します

39 ル大会の開催について

２０２０東京オリンピック等

ＦＡＸ番号

018-860-2261

どなたでも

合宿等の誘致の意義や受入

40 の事前合宿等誘致活動に 態勢、おもてなしなどについて どなたでも
ついて
秋田県スポーツ推進計画 平成２６年３月に策定した秋田
どなたでも
県スポーツ推進計画の説明

41 について

観光振興課

電話番号

42 あきた元気アップ円熟塾

ストレッチや簡単な筋力トレー
ニングなどの健康講座の開催
（５月～２月、土・日・祝日は不
可）

地域の指導
者、リーダー スポーツ科学センター
または研修 スポーツ振興班
会等に限る

018-864-7911

018-823-0008

43 ウオーキング教室

地域の指導
ウオーキングについての基礎
者、リーダー スポーツ科学センター
的な知識や技術について（５月
または研修 スポーツ振興班
～２月、土・日・祝日は不可）
会等に限る

018-864-7911

018-823-0008

44 体感メンタルトレーニング

複数の指導
心理的スキルの紹介と基礎的 者・チームに
スポーツ科学センター
なトレーニングの体験（５月～ よる講習
スポーツ医科学班
２月）
会、研修会
等に限る

018-864-7911

018-823-0008

ジュニア世
すぐに実践できる、怪我をしに
代の選手・
体力向上のためのフィジカ くく疲れにくい身体づくりのた
スポーツ科学センター
指導者・単
45 ルトレーニング
めの基礎的エクササイズが体
スポーツ医科学班
独チーム・単
験できる講座（５月～２月）
独団体

018-864-7911

018-823-0008

高齢者等が介護や療養が必
医療・介護・福祉ネットワー 要な状態になっても住み慣れ
どなたでも
46 クについて
た場所で生活を続けることが
できる体制づくりについて

福祉政策課
企画班

018-860-1313

018-860-3841

47 身体障害者について

身体障害者手帳、更生医療、
補装具など、身体障害者に係 どなたでも
る福祉制度について

福祉相談センター

018-831-2301

018-831-2306

48 知的障害者について

知的障害と療育手帳制度につ
どなたでも
いて

福祉相談センター

018-831-2301

018-831-2306

H28年度から5カ年のバリアフ
バリアフリー社会の形成に
リー社会形成に関する具体的
49 関する基本計画（第３次計 な施策の推進方向とその内容 どなたでも
画）について
について

地域・家庭福祉課
調整・地域福祉班

018-860-1342

018-860-3844

里親の現状や秋田県が行って
どなたでも
いる取組について

地域・家庭福祉課
家庭福祉班

018-860-1344

018-860-3844

子どもの貧困の現状と課題

地域・家庭福祉課
保護班

018-860-1314

018-860-3844

里親制度を知っています

50 か？

子どもの貧困対策につい

51 て

どなたでも
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№

講座名

講座概要

対象

担当課等

電話番号

ＦＡＸ番号

学校・PTA等
子どもに関する相談の現状や が実施す
特徴、子ども達を取り巻く状況 る、おおむ 南児童相談所
等について
ね２０人以上
の学習会

0182-32-0500

0182-32-3369

女性に関する相談の現状や特
徴、ＤＶ被害者対応等につい どなたでも
て

女性相談所

018-832-2534

018-832-2534

長寿社会課
調整・長寿福祉・施設班

018-860-1361

018-860-3867

介護保険の仕組みと実施状況
どなたでも
などについて、紹介します。

長寿社会課
介護保険班

018-860-1363

018-860-3867

介護の担い手不足解消のため
の県の取組について紹介しま どなたでも
す。

長寿社会課
介護保険班

018-860-1363

018-860-3867

国民健康保険制度の概要や
平成３０年度からの国保制度
の改正について解説します。

どなたでも

長寿社会課
018-860-1351
国保改革準備・医療指導室

018-860-3867

58 いて

後期高齢者医療制度につ 後期高齢者医療制度の概要
について解説します。

どなたでも

長寿社会課
018-860-1351
国保改革準備・医療指導室

018-860-3867

福祉医療費助成制度の概要
59 福祉医療費制度について について解説します。

どなたでも

長寿社会課
018-860-1351
国保改革準備・医療指導室

018-860-3867

52 児童相談について

女性相談（ＤＶ相談等）に

53 ついて

認知症の人やその家族を地域
地域で支える認知症施策 で支えていくため、認知症に対
どなたでも
54 について
する正しい知識や県の取組に
ついて紹介します。

55 介護保険制度について
介護人材確保対策につい

56 て

国民健康保険制度につい

57 て

60 歯と口腔の健康

むし歯・歯周病予防や口腔ケ
アの方法、歯・口の健康と全身 どなたでも
の健康との関係等について

健康推進課

018-860-1422

018-860-3821

61 自殺予防の取組

自殺予防に関する県の取組状
況・地域での予防対策の取組 どなたでも
方法

健康推進課

018-860-1422

018-860-3821

62 臓器移植について

臓器移植や骨髄バンク事業等
どなたでも
の目的や登録の仕組み

健康推進課

018-860-1422

018-860-3821

第２期健康秋田２１計画に 健康長寿社会づくりを目指した
どなたでも
健康づくり計画

健康推進課

018-860-1422

018-860-3821

健康推進課

018-860-1422

018-860-3821

大館保健所

0186-52-3952

0186-52-3911

北秋田保健所

0186-62-1165

0186-62-1180

能代保健所

0185-55-8023

0185-53-4114

秋田中央保健所

018-855-5171

018-855-5160

由利本荘保健所

0184-22-4122

0184-22-6291

大仙保健所

0187-63-3403

0187-62-5288

横手保健所

0182-32-4005

0182-32-3389

湯沢保健所

0183-73-6155

0183-73-6156

大館保健所

0186-52-3952

0186-52-3911

北秋田保健所

0186-62-1165

0186-62-1180

能代保健所

0185-55-8023

0185-53-4114

秋田中央保健所

018-855-5171

018-855-5160

由利本荘保健所

0184-22-4122

0184-22-6291

大仙保健所

0187-63-3403

0187-62-5288

横手保健所

0182-32-4005

0182-32-3389

湯沢保健所

0183-73-6155

0183-73-6156

63 ついて

64 ハンセン病対策について

ハンセン病対策に関すること

生活習慣病の予防につい 生活習慣病予防のための健
康づくりに関する知識

65 て

66 感染症の予防について

感染症とその予防方法

どなたでも

どなたでも

どなたでも
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№

講座名

講座概要

秋田県のがん対策につい 秋田県のがん対策事業の概
要

67 て

対象

担当課等

市町村、各
種団体、学
校、ＰＴＡ、グ 健康推進課
ループ、
がん対策室
サークル、
企業等

電話番号

ＦＡＸ番号

018-860-1428

018-860-3821

健康推進課
がん対策室

018-860-1428

018-860-3821

大館保健所

0186-52-3952

0186-52-3911

北秋田保健所

0186-62-1165

0186-62-1180

能代保健所

0185-52-4333

0185-53-4114

秋田中央保健所

018-855-5170

018-855-5160

由利本荘保健所

0184-22-4122

0184-22-6291

大仙保健所

0187-63-3404

0187-62-5288

横手保健所

0182-32-4005

0182-32-3389

湯沢保健所

0183-73-6155

0183-73-6156

医務薬事課

018-860-1407

018-860-3883

大館保健所

0186-52-3952

0186-52-3911

北秋田保健所

0186-62-1165

0186-62-1180

能代保健所

0185-52-4333

0185-53-4114

秋田中央保健所

018-855-5170

018-855-5160

由利本荘保健所

0184-22-4122

0184-22-6291

大仙保健所

0187-63-3404

0187-62-5288

横手保健所

0182-32-4005

0182-32-3389

湯沢保健所

0183-73-6155

0183-73-6156

・町内会、ＰＴＡ、老人クラブな
どの住民団体で取り組む自主 町内会、ＰＴ
安全安心まちづくりについ
防犯活動のすすめ
Ａ、老人クラ 県民生活課
71 て
・犯罪について個人や家庭で ブ等
留意すべきこと

018-860-1522

018-860-3891

72 交通安全について

町内会、ＰＴ
交通事故防止について個人や
Ａ、老人クラ 県民生活課
家庭で留意すべきこと
ブ等

018-860-1523

018-860-3891

73 消費生活出前講座

消費・契約トラブル、消費者被
害防止等について
どなたでも
･悪質商法
（下記以外） 生活センター
･ネットトラブル
（秋田市）
･借金問題
等

018-836-7806

018-836-7808

生活センター
北部消費生活相談室
（大館市）

0186-45-1041

0186-43-2270

74 消費者教育支援講座

中高大学生等 若者に関する
消費・契約トラブル、消費者被
害防止等について
･悪質商法
･ネットトラブル
学校、ＰＴＡ
･借金問題
など学校関
係
子どもたちの健全なインター
ネット利用を支えるための内容
については、講座№163をご覧
ください

生活センター
南部消費生活相談室
（横手市）

0182-45-6103

0182-32-8349

秋田県受動喫煙防止対策 秋田県受動喫煙防止対策ガイ
どなたでも
ドラインの概要

68 ガイドラインについて

69 献血の推進について

血液の働きや医療への使われ
方など、命を救う献血の必要 どなたでも
性について

薬物乱用防止対策につい 薬物乱用の現状と防止対策に
どなたでも
70 て
ついて

75 食品表示について

販売されている食品の表示に
ついて
・消費者向け「暮らしに役立つ どなたでも
食品表示」等
・事業者向け「各種食品の適
正な表示方法」等

5

※ 申し込み等については、「生活センター」
（秋田市）へお問い合わせください。

№

講座名

講座概要

対象

担当課等

電話番号

ＦＡＸ番号

市町村
リサイクル製品認定制度の概
各種団体
要について
企業

環境管理課

018-860-1571

018-860-3881

77 いて

身の周りの大気や水質の状況
各種団体
と、環境保全の必要性につい
企業
て

環境管理課

018-860-1603

018-860-3881

78 化学物質対策について

私たちの暮らしと化学物質と
各種団体
の関わりや有害化学物質に対
企業
する取組について

環境管理課

018-860-1601

018-860-3881

79 ついて

八郎湖の成り立ち、現在の水
質やアオコの状況、水質保全 どなたでも
の取組を紹介する。

環境管理課
八郎湖環境対策室

018-860-1631

018-860-3881

細菌性感染症・食中毒に
80 ついて

経口感染症の発生と最近の食
中毒発生状況について（腸管
出血性大腸菌、サルモネラ、カ どなたでも
ンピロバクター、腸炎ビブリオ
等）

健康環境センター

018-832-5005

018-832-5938

・研究、調査現場からみた最
近の食中毒発生状況について
どなたでも
・ノロウイルスと食中毒につい
て

健康環境センター

018-832-5005

018-832-5938

82 て

・下痢症や呼吸器疾患を引き
起こすウイルスについて
どなたでも
・希望により特定のウイルス及
びウイルス全般に関して解説

健康環境センター

018-832-5005

018-832-5938

83 つつが虫病について

研究・調査現場からみたつつ
が虫病の概要と感染防止策に どなたでも
ついて

健康環境センター

018-832-5005

018-832-5938

84 環境放射能について

国のモニタリング事業の一環
として実施している環境放射
能測定について

どなたでも

健康環境センター

018-832-5005

018-832-5938

残留農薬等の分析につい 残留農薬や動物用医薬品の
機器分析について

どなたでも

健康環境センター

018-832-5005

018-832-5938

86 ついて

県のモニタリング事業として実
施している大気汚染物質の測 どなたでも
定について

健康環境センター

018-832-5005

018-832-5938

87 環境保全活動について

現在の環境問題と、それに対
する環境保全活動について
どなたでも
（環境保全活動、環境教育・環
境学習）

温暖化対策課

018-860-1560

018-860-3881

地球温暖化の概要
日常生活でできる省エネや住 どなたでも
宅リフォーム等について

温暖化対策課

018-860-1573

018-860-3881

地球温暖化の概要
自動車運転における地球 エコドライブの実践による温室
どなたでも
効果ガス発生抑制効果につい
て

温暖化対策課

018-860-1560

018-860-3881

温暖化対策課

018-860-1573

018-860-3881

環境整備課

018-860-1622

018-860-3835

大館保健所

0186-52-3953

0186-52-3911

北秋田保健所

0186-62-1167

0186-62-1180

能代保健所

0185-52-4331

0185-53-4114

秋田中央保健所

018-855-5173

018-855-5160

由利本荘保健所

0184-22-4121

0184-22-6291

大仙保健所

0187-63-3694

0187-62-5288

横手保健所

0182-45-6139

0182-32-3389

湯沢保健所

0183-73-6157

0183-73-6156

秋田県リサイクル製品認

76 定制度について

大気・水質環境対策につ

八郎湖の水質保全対策に

ウイルス性食中毒につい

81 て

ウイルス性感染症につい

85 て

環境中の大気汚染物質に

家庭における地球温暖化

88 対策について

89 温暖化対策について

地球温暖化の概要
新エネルギー導入による 新エネルギー（太陽光、小水
90 地球温暖化対策について 力等）による地球温暖化対策 どなたでも
について

廃棄物処理の現状について
廃棄物の減量化やリサイクル
について

91 廃棄物について

どなたでも
※環境整備課は「海岸漂着物
対策」含む
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№

講座名

講座概要

対象

担当課等

食品安全に関する取組に 食品の安全・安心に関する県
どなたでも
の取組について

92 ついて

電話番号

ＦＡＸ番号

生活衛生課

018-860-1593

018-860-3856

大館保健所

0186-52-3953

0186-52-3911

北秋田保健所

0186-62-1167

0186-62-1180

能代保健所

0185-52-4331

0185-53-4114

秋田中央保健所

018-855-5173

018-855-5160

由利本荘保健所

0184-22-4121

0184-22-6291

大仙保健所

0187-63-3694

0187-62-5288

横手保健所

0182-45-6139

0182-32-3389

湯沢保健所

0183-73-6157

0183-73-6156

食肉衛生検査所

0186-32-2995

0186-32-2940

どなたでも

動物管理センター

018-828-6561

018-828-6562

犬・猫の習性、飼い方、しつけ
どなたでも
方について紹介します

動物管理センター

018-828-6561

018-828-6562

97 教室

動物のことを様々に学びなが
ら、人と動物が調和しつつお
どなたでも
互いが共存していくための学
習会です

動物管理センター

018-828-6561

018-828-6562

98 農業法人

農業法人の設立指導について

市町村、
各種団体

農林政策課
担い手支援班

018-860-1726

018-860-3842

99 認定農業者

認定農業者制度や認定農業
者への支援措置について

市町村、
各種団体

農林政策課
担い手支援班

018-860-1726

018-860-3842

100 就農支援

新しく農業を始めるための支
援制度について

市町村、
各種団体

農林政策課
担い手支援班

018-860-1726

018-860-3842

101 水稲直播栽培について

多様な水稲直播栽培法の紹
介

どなたでも

農業試験場
作物部

018-881-3312

018-881-3939

102 水稲品種紹介

秋田県の水稲品種の特徴と栽
どなたでも
培特性の紹介

農業試験場
作物部

018-881-3312

018-881-3939

水稲の高品質栽培につい コメの品質を高める水稲の栽
どなたでも
培方法について解説

農業試験場
作物部

018-881-3312

018-881-3939

水稲や野菜栽培における病害
どなたでも
虫の防除方法について

農業試験場
生産環境部

018-881-3312

018-881-3939

色々な肥料や堆肥、土壌改良
資材の使い方とほ場管理につ どなたでも
いて

農業試験場
生産環境部

018-881-3312

018-881-3939

秋田で生まれたオリジナル野
菜・花きの新品種についての どなたでも
紹介

農業試験場
野菜・花き部

018-881-3312

018-881-3939

各種団体、
庭先に植えられている果樹類
学校関係、 果樹試験場
を上手に育てるコツを教えます
グループ等

0182-25-4224

0182-25-3060

各種団体、
学校関係、 果樹試験場
グループ等

0182-25-4224

0182-25-3060

各種団体、
庭先に植えられている果樹類
果樹試験場
学校関係、
を上手に育てるコツを教えます
天王分場班
グループ等

018-878-2251

018-878-7446

018-878-2251

018-878-7446

0186-25-3231

0186-25-3232

93 食品衛生について

食中毒の予防、衛生管理、
HACCP、食品添加物、輸入食
どなたでも
品、健康食品、残留農薬、食
品中の放射性物質等について

食肉の安全性確保につい 食肉の安全対策、と畜検査に
どなたでも
ついて

94 て

ペットなどの動物からの感染

95 動物由来感染症について 症の予防対策について
96 犬・猫と楽しく暮らすには
命を大切にする心を育む

103 て

104 病害虫の防除方法
水田と畑の土づくりについ

105 て

秋田で生まれた野菜・花の

106 新品種
107

楽しいくだもの作り
（県南版）

108 県産りんごの魅力発見

109

楽しいくだもの作り
（中央版）

リンゴ新品種「秋田紅あかり」
等、県産りんごの特徴

各種団体、

県産ニホンナシ新品種「秋泉」
果樹試験場
学校関係、
110 「北限のニホンナシ」の話 の特徴と食味
天王分場班
グループ等

111

楽しいくだもの作り
（県北版）

庭先に植えられているブルー 各種団体、
ベリーなど果樹類を上手に育 学校関係、 かづの果樹センター
てるコツを教えます
グループ等
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№

講座名

講座概要
牛乳のおいしさや、安全・安心

112 １杯の牛乳を巡るおはなし についての最新情報

牛肉のおいしさと安全・安 牛肉における安全・安心につ
いての最新情報

113 心について

比内地鶏のおいしさと安

対象

担当課等

電話番号

ＦＡＸ番号

どなたでも

畜産試験場
飼料・家畜研究部

0187-72-2511

0187-72-4371

どなたでも

畜産試験場
飼料・家畜研究部

0187-72-2511

0187-72-4371

114 全・安心について

種鶏の維持・管理および比内
どなたでも
地鶏の試験研究について

畜産試験場
比内地鶏研究部

0187-72-2511

0187-72-4371

115 秋田の海と魚介類

秋田の海の特徴と、沿岸で漁
獲される魚介類の種類や食べ どなたでも
方などについて

水産振興センター
総務企画室・資源部

0185-27-3003

0185-27-3004

116 管理

ハタハタの生態や、資源を維
持しながら獲る「資源管理型漁 どなたでも
業」について

水産振興センター
資源部

0185-27-3003

0185-27-3004

117 秋田の川や湖と魚介類

秋田の川や湖の特徴とそこに
棲んでいる魚介類の種類や生
どなたでも
態、これらを守る取組などにつ
いて

水産振興センター
資源部・増殖部

0185-27-3003

0185-27-3004

118 つくり育てる漁業

マダイ、トラフグ、アユなどの稚
魚を放流して資源を増やす「栽 どなたでも
培漁業」について

水産振興センター
総務企画室・増殖部

0185-27-3003

0185-27-3004

119 のたち

アワビ、イワガキ、サザエ、ギ
バサ、クロモなどを育む海中 どなたでも
の世界について

水産振興センター
増殖部

0185-27-3003

0185-27-3004

120 森林管理講座

森林管理に必要な知識を林業
林業研究研修センター
普及指導員が分かりやすく紹 森林所有者
研修普及指導室
介

018-882-4511

018-882-4443

「県の魚ハタハタ」と資源

秋田の磯のおいしい生きも

松くい虫とナラ枯れについ 松くい虫とナラ枯れの仕組み
について

どなたでも

林業研究研修センター
環境経営部

018-882-4511

018-882-4443

広葉樹を活用した森林造成に
どなたでも
ついて

林業研究研修センター
環境経営部

018-882-4511

018-882-4443

123 について

花粉の少ないスギや松くい虫
被害に抵抗性のあるマツの開 どなたでも
発について

林業研究研修センター
資源利用部

018-882-4511

018-882-4443

124 キノコ栽培

キノコ生産の概要や簡易施設
どなたでも
による栽培について

林業研究研修センター
資源利用部

018-882-4511

018-882-4443

125 山菜栽培

山菜の概要や栽培方法につい
どなたでも
て

林業研究研修センター
研修普及指導室

018-882-4511

018-882-4443

126 ついて

・女性農業者の起業活動
の現状について
・起業活動の支援事業と
取組事例について

どなたでも

農業経済課
調整・六次産業化班

018-860-1763

018-860-3806

127 ６次産業化について

･６次産業化とは何か
･６次産業化推進体制や
関連事業、取組事例に
ついて

どなたでも

農業経済課
調整・六次産業化班

018-860-1763

018-860-3806

128 自然との関わり①

食や景観、伝統文化等の多様
な資源を活用した、農村地域
どなたでも
住民自らによる活性化の取組
について

農山村振興課
調整・地域活性化班

018-860-1851

018-860-3815

農業・農村と
129 自然との関わり②

グリ－ン・ツ－リズム（農家民
宿や農産物オーナー制度等）
どなたでも
による、消費者と農村地域と
の交流について

農山村振興課
調整・地域活性化班

018-860-1851

018-860-3815

農業・農村と
130 自然との関わり③

農地や農業用水等の保全管
理・整備による、農業・農村の
多面的機能の維持・発揮につ
いて

児童・生徒
（小中学校 農山村振興課
等)、一般市 調整・地域活性化班
民

018-860-1851

018-860-3815

018-860-1855

018-860-3815

121 て

122 海岸林の再生に向けて
秋田スギ・マツの種苗生産

女性農業者の起業活動に

農業・農村と

農業・農村と

131 自然との関わり④

再生可能エネルギーのうち、
農業用水路を利用した小水力 どなたでも
発電の取組について

8

農山村振興課
農村整備計画班

№

講座名

132 米政策について

講座概要

対象

担当課等

国の農政改革に関連した県の
どなたでも
施策対応等について

水田総合利用課
調整・水田計画班

電話番号

ＦＡＸ番号

018-860-1783

018-860-3898

018-881-3660

018-886-3566

畜産振興課

018-860-1808

018-860-3822

北部家畜保健衛生所

0186-62-2715

0186-62-0146

農地整備課
調整・企画班

018-860-1821

018-860-3863

鹿角地域振興局
農林部農村整備課

0186-23-2243

0186-23-6085

北秋田地域振興局
農林部農村整備課

0186-62-3900

0186-62-3904

山本地域振興局
農林部農村整備課

0185-52-1231

0185-54-2451

秋田地域振興局
農林部農村整備課

018-860-3391

018-860-3865

由利地域振興局
農林部農村整備課

0184-22-7554

0184-23-2618

仙北地域振興局
農林部農村整備課

0187-63-6116

0187-63-7771

平鹿地域振興局
農林部農村整備課

0182-32-9509

0182-32-5117

雄勝地域振興局
農林部農村整備課

0183-73-6135

0183-73-9144

018-860-1885

018-860-3849

林業木材産業課

018-860-1914

018-860-3828

林業木材産業課

018-860-1914

018-860-3828

どなたでも

林業木材産業課

018-860-1914

018-860-3828

どなたでも

林業木材産業課

018-860-1914

018-860-3828

「秋田県水と緑の森づくり税」
の仕組みや使途、実際に行わ
どなたでも
れている森づくりの取組につい
て

森林整備課
調整・担い手班

018-860-1750

018-860-3899

・「水と緑の条例」のねらい
・「水と緑」の基本計画に基づく
ふるさとの森と川と海の保
どなたでも
142 全及び創造に関すること 取組状況
・「水と緑」を育む県民運 動の
展開

森林整備課
調整・担い手班

018-860-1750

018-860-3899

森林整備課
森林管理班

018-860-1942

018-860-3899

133 除法について

病害虫の見分け方、発生生態 農産物販売
及び防除法について（水稲、 農家、生産 病害虫防除所
畑作、野菜、果樹）
集団

134 畜産物の安全性

BSE・鳥インフルエンザ等の正
しい知識と畜産物の安全性に どなたでも
ついて

農作物病害虫の診断、防

農地の大区画化・排水対策に
よる低コスト化や経営の複合
農業生産基盤の整備につ 化に加え、安定的な用水を供
どなたでも
135 いて
給するための農業水利施設な
どの農業農村整備について、
事例や効果、事業内容を紹介

136 秋田県の漁業について

漁業を始めたい方のための基
漁業に興味
礎知識として、県内で漁獲され
水産漁港課
のある方
ている魚介類や漁法等を紹介
秋田県の林業・木材産業の現

137 「ウッドファースト」について 状を踏まえ、ウッドファーストの どなたでも
目的等について解説

木質バイオマス利用につ

138 いて

木質バイオマス発電の現状な
ど、熱利用も含めた木質バイ どなたでも
オマス利用について解説
木材の利用方法や木材加工

139 木材の利用方法について 技術について解説

森林資源の循環利用につ 森林資源の現状や循環利用
の必要性について解説

140 いて

豊かな「水と緑」をみんな

141 で守り育てよう

森林病害虫対策

143 について

森林病虫害被害の現状及び
対策について（内容に応じて担 どなたでも
当する部署をご紹介します）
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№

講座名

講座概要
「県内経済動向調査」に基づい

144 県内の経済動向について て、県内経済の動きを説明

対象

担当課等

電話番号

ＦＡＸ番号

どなたでも

産業政策課

018-860-2214

018-860-3887

中小企業振興条例に基づく各
種の支援施策や県内企業の どなたでも
取組事例を紹介

産業政策課

018-860-2214

018-860-3887

資源エネルギー産業課

018-860-2283

018-860-3869

どなたでも

資源エネルギー産業課

018-860-2281

018-860-3869

どなたでも

公営企業課

018-860-5012

018-860-5831

149 景観まちづくり

市町村、
各種団体、
景観を活かした地域づくりの仕 学校、ＰＴＡ、
都市計画課
組みなどについて
グループ、
サークル、
企業等

018-860-2441

018-860-3845

150 コンパクトなまちづくり

市町村、
各種団体、
コンパクトシティに関する施策 学校、ＰＴＡ、
都市計画課
概要や取組について
グループ、
サークル、
企業等

018-860-2441

018-860-3845

151 秋田の空港について

秋田空港・大館能代空港の概
どなたでも
要と業務について

港湾空港課

018-860-2541

018-860-3804

152 秋田港について

将来の秋田港について

どなたでも

港湾空港課

018-860-2543

018-860-3804

153 安心住まいづくり

・住宅のバリアフリー
・あきた安全安心住まい
推進事業について

どなたでも

建築住宅課

018-860-2561

018-860-3819

154 わが家の耐震診断

木造住宅の簡単な診断、耐震
どなたでも
改修事業の紹介

建築住宅課

018-860-2565

018-860-3819

あきた型学校評価につい

あきた型学校評価システムに
どなたでも
ついて

教育庁総務課

018-860-5112

018-860-5851

第２期あきたの教育振興

本県教育の現状と課題、今後
教育庁総務課

018-860-5112

018-860-5851

秋田県中小企業振興条例

145 について

秋田の環境リサイクルにつ 県内の環境リサイクルの取組
どなたでも
について

146 いて

再生可能エネルギーによ

再生可能エネルギー発電事業

147 る発電事業を秋田の新た の現状について
な産業に

・水力発電の仕組み

148 県営水力発電所について ・県営水力発電所の現況
等について

155 て

156 に関する基本計画につい の目標や施策の方向など、基 どなたでも
て

本計画の概要について

・ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症
等を含め、障害のある子ども
障害理解のための基礎講 に関する理解と基本的な対応
座
・疑似体験、演習等を通して、
157 ～理解し必要な支援をす 学習上のつまずきや困難、そ
るために～
れに伴って起こる問題などの
理解
・合理的配慮について

市町村、
各種団体、
学校、ＰＴＡ、
特別支援教育課
グループ、
サークル、
企業等

018-860-5135

018-860-5136

・インクルーシブ教育システム
インクルーシブ教育システ についての説明
158 ムについて
・県で実施している事業の紹
介

市町村、
各種団体、
学校、ＰＴＡ、
特別支援教育課
グループ、
サークル、
企業等

018-860-5135

018-860-5136

・県内高等学校における特別
高等学校における特別支 支援教育の現状と取組の説明
159 援教育について
・「高等学校特別支援隊」の紹
介

市町村、
各種団体、
学校、ＰＴＡ、
特別支援教育課
グループ、
サークル、
企業等

018-860-5135

018-860-5136

市町村、
特別な支援を必要とする 県で実施する早期からの教育 各種団体、
就学前の子どもの早期か 相談、支援体制に関する事業 学校、ＰＴＡ、
特別支援教育課
160 らの教育相談・支援体制に の紹介
グループ、
ついて
サークル、
企業等

018-860-5135

018-860-5136

県内特別支援学校における就
企業団体、
業促進と職場実習の取組、障
業界団体、 特別支援教育課
害者雇用制度の活用、関係機
経済団体等
関との連携の在り方を紹介

018-860-5135

018-860-5136

特別な支援を必要とする

161 生徒の就業促進
～障害者雇用の実際～
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№

講座名

講座概要

対象

担当課等

電話番号

ＦＡＸ番号

広域にわた
り、保護者
や教員等を
対象に開催
されるもの

162 家庭教育の充実

主に、県立
学校、保護 生涯学習センター
者、教育委
員会関係
子どもの豊かな心を育むため 者、教員、Ｐ
の家庭教育のすすめ
ＴＡ連合会、
社会教育関
・家庭教育の現状と課題
係団体等
・早寝早起き朝ごはん
・親子で行う体験活動
域内で保護
・家族を笑顔にする１０のヒント
者や教員等 北教育事務所
等
を対象に開
催されるも
の
主に、小中 中央教育事務所
学校、保護
者、教員、単
位ＰＴＡ、社
会教育関係 南教育事務所
団体等

018-865-1171

018-824-1799

0186-62-1217

0186-62-1219

018-860-3242

018-860-3861

0182-32-1101

0182-33-4904

018-860-5184

018-860-5816

018-865-1171

018-824-1799

0186-62-1217

0186-62-1219

018-860-3242

018-860-3861

0182-32-1101

0182-33-4904

広域にわた
り、保護者
や教員等を
対象に開催
されるもの
主に、県立 生涯学習課
学校、保護
者、教育委
保護者や地域で子どもたちの
員会関係
健全なインターネット利用を支
者、教員、Ｐ
えるために知っておくべきこと
ＴＡ連合会等

大人が支える！インター

163 ネットセーフティ

・インターネット利用環境の変
化
・子どもたちの利用の特徴
・サービスの構造と利用リスク
・トラブル事例と対策・インター
ネットの段階的利用
・家庭や地域が取り組むべき
こと
等

広域にわた
り、一般県
民等を対象
に開催され
るもの
主に、教育 生涯学習センター
委員会関係
団体、ＮＰ
Ｏ、サーク
ル、グルー
プ等

※なお、インターネットセーフ
ティに関連した消費生活に係
るトラブル事例と対策（課金、
契約等に関するトラブル）につ
いては、県生活センターの出 域内で保護
者や教員等 北教育事務所
前講座も対応しています
を対象に開
講座№７４もご覧ください
催されるも
の

主に、小中 中央教育事務所
学校、保護
者、教員、単
位ＰＴＡ、社
会教育関係 南教育事務所
団体等
市町村、各
種団体、グ
ループ、
サークル、
企業、学校
等

生涯学習課

018-860-5183

018-860-5816

学校における文化芸術体 県や国で行っている学校向け 市町村、学
文化芸術体験事業の案内
校等

生涯学習課

018-860-5183

018-860-5816

美術館・博物館・農業科学館

164 美術館等の利用について の利用案内

165 験事業について
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№

講座名

講座概要

対象

担当課等

電話番号

ＦＡＸ番号

166 文化財の保存と活用

県内の建造物、絵画、彫刻、
工芸品、書跡、古文書、考古
資料、歴史資料、無形文化
どなたでも
財、有形・無形民俗文化財、史
跡、名勝及び天然記念物等の
保存と活用について

文化財保護室

018-860-5192

018-860-5886

167 遺跡発見

どこに遺跡があるのか、どんな
ときに遺跡が見つかるのか、
どなたでも
見つけた遺跡はどうなるのか
等について

文化財保護室

018-860-5193

018-860-5886

168 世界遺産について

秋田県が目指す「北海道・北
東北の縄文遺跡群」の世界遺
産登録、縄文遺跡群の構成資 どなたでも
産の一つであるストーンサーク
ルの魅力について

文化財保護室

018-860-5193

018-860-5886

169 図書館活用講座

一般県民、
図書館の資料やデータベース
自治体職
等を活用した情報の調べ方
員、団体

図書館

018-866-8400

018-866-6200

生涯学習センター

018-865-1171

018-824-1799

学んだ成果を生かす学習プロ 生涯学習・
グラムのつくり方を実践的に学 社会教育関 生涯学習センター
ぶ講座
係者等

018-865-1171

018-824-1799

生涯学習機関のネットワーク
生涯学習・
生涯学習支援システム活 やインターネットを活用した生
社会教育機 生涯学習センター
涯学習情報の生かし方を学ぶ
関
講座

018-865-1171

018-824-1799

大館少年自然の家

0186-43-3174

0186-43-3175

保呂羽山少年自然の家

0182-26-6011

0182-26-6012

岩城少年自然の家

0184-74-2011

0184-74-2012

近代美術館

0182-33-8855

0182-33-8858

小中高児童
生徒・教職 近代美術館
員

0182-33-8855

0182-33-8858

本県における生涯学習の意義
と楽しさを学ぶ講座

170 生涯学習のすすめ

学んだ成果を生かす学習

171 プログラムのつくり方

・生涯学習のすすめ
・高齢社会と生涯学習
・行動人で秋田を元気に！
・生涯学習とボランティア 等

どなたでも

172 用入門

プロジェクトアドベンチャープロ
グラムの中から、アイスブレー
プロジェクトアドベンチャー
小学生～
キングやイニシアティブ活動を
173 体験講座
一般
体験し、より親密なグループづ
くりを図ります
あきたの美術

近代美術館の所蔵作品から秋 高校生以
174 ～所蔵作品に見る秋田蘭 田の美術を紹介します
上、一般
画から近代まで～

175 た鑑賞活動

キンビアートカードを用いて、
楽しく遊びながら美術作品鑑
賞への関心を高めます

176 博物館の魅力について

博物館が県民に提供する様々
な魅力あるサービスについて どなたでも
紹介します。

博物館

018-873-4121

018-873-4123

177 田の原始・古代

博物館で所蔵している資料を
中心として、最新の考古学的
どなたでも
成果に基づいて秋田の歴史を
考えます。

博物館

018-873-4121

018-873-4123

178 秋田のくらし・行事

本県ならではのくらしの工夫、
行事や祭りについて博物館の
どなたでも
収蔵資料を用いながら紹介し
ます。

博物館

018-873-4121

018-873-4123

レッドリスト掲載種の生息環境
や個体数減の原因から、人間 どなたでも
活動との関わりを考えます。

博物館

018-873-4121

018-873-4123

キンビアートカードを使っ

博物館資料から考える秋

秋田県の絶滅のおそれの

179 ある野生生物
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№

講座名

講座概要

対象

担当課等

電話番号

ＦＡＸ番号

・草花の寄せ植え体験
（季節の草花・観葉植物・ハー
ブ等）
・食に関する手づくり体験（米
どなたでも
粉パンケーキ・豆腐）
・その他体験活動
※実施時期・内容については
ご相談ください

農業科学館

0187-68-2300

0187-68-2351

遺跡から出土した土器や石器
小学生～
に触れながら、原始・古代の秋
一般
田の歴史を学習する

埋蔵文化財センター

0187-69-3331

0187-69-3330

182 発掘調査最前線

最近の発掘調査で明らかに
小学生～
なった地域の姿等を紹介する 一般

埋蔵文化財センター

0187-69-3331

0187-69-3330

183 考古学をしよう

石器づくり体験や土器づくり体
験、拓本体験等をとおして、埋
蔵文化財センターの専門的な
小学生～
側面に触れ、考古学の世界に
一般
興味と関心を持ってもらうとと
もに、郷土の歴史や文化財に
親しむ。一部費用負担有り。

埋蔵文化財センター

0187-69-3331

0187-69-3330

県警察本部

018-863-1111
（内2662）

018-863-4249

018-863-1111
（内3022）

018-866-8145

県警察本部
生活安全企画課

018-863-1111
（内3022）

018-866-8145

・全国、県内における少年非
行の現状や地域における非行
防止及び薬物乱用防止対策
県警察本部
各種団体等
187 少年の非行防止について について
少年女性安全課
・携帯電話を利用した非行及
び被害の状況と防止対策につ
いて

018-863-1111
（内3073)

018-863-1111
（内3069)

県警察本部
少年女性安全課

018-863-1111
（内3102)

018-863-1111
（内3069)

県警察本部
交通企画課

018-863-1111
（内5033）

018-866-7435

会社等で労働をめぐるトラブル
あなたや家族が労働トラブ はありませんか。その解決を
どなたでも
手助けするいろいろな制度を
紹介します

労働委員会事務局
審査調整課

018-860-3284

018-860-3286

統計グラフ全国コンクールに
統計グラフ全国コンクール ついて、具体的な応募方法と、
どなたでも
注意事項、作成のポイント、作
品の見どころを説明します。

調査統計課

018-860-1251

018-860-1252

大館保健所

0186-52-3952

0186-52-3911

北秋田保健所

0186-62-1166

0186-62-1180

能代保健所

0185-52-4333

0185-53-4114

秋田中央保健所

018-855-5170

018-855-5160

由利本荘保健所

0184-22-4122

0184-22-6291

大仙保健所

0187-63-3404

0187-62-5288

横手保健所

0182-32-4006

0182-32-3389

湯沢保健所

0183-73-3524

0183-73-6156

180 食農体験プログラム

出土品から学ぶ

181 秋田の歴史

リアルタイム

犯罪被害者やその家族又は

184 犯罪被害者支援について 遺族の実情と支援の必要性な 各種団体等 警務課
どについて
安全・安心まちづくりにつ

185 いて

自主防犯活動、子ども等の安
県警察本部
各種団体等
全対策、盗難防止等について
生活安全企画課

特殊詐欺の被害防止につ 特殊詐欺の手口や被害防止
について

186 いて

ドメスティック・バイオレン

各種団体等

配偶者暴力防止法とストー

企業・各種
188 ス及びストーカー行為につ カー規制法の概要と事案への 団体等
いて
対応について

189 交通安全対策について

交通事故情勢、事故分析に基
事業所・団
づく交通事故防止対策、交通
体等
安全講話について

190 ルに巻き込まれたら

191 準備講座

乳がんの自己チェックにつ 乳がんの自己チェックの方法
について

192 いて

各種団体、
企業等
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