平成30年度「県政お届け講座」以外の愛知県が主催する出前講座等
「県政お届け講座」以外の愛知県が主催する出前講座を御紹介します。実施対象等に条件があるものもありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。
名称

内容

関連アドレス

対象や実施場所

派遣職員の役職

消費者教育推進支援事業
（講師派遣、教育補助教材提供）

①一般消費者（児童・生徒、学生、事業所社
消費者市民社会の形成を目的とした消費者教育に関する学
員、高齢者、地域住民等）
校や地域、職域等の主体的な取組みを支援するため、実施
http://www.pref.aichi.jp/ ②指導者（学校等の教諭、社会福祉関係 有識者（大学教授、弁護士、消費
者の求めに応じて専門家を講師として派遣するとともに、講
soshiki/kenminseikatsu/ 者、事業所管理者、事業所・消費者団体、関 生活相談員、その他専門知識を
座等で利用できる教育補助教材を提供します。
0000072574.html
係組織のリーダー等）
有する適任者）
費用は原則無料ですが、実施主体により有料になる場合が
※学校、大学、PTA、老人クラブ、事業所等
あります。
の広域的グループを原則とする。

愛知県交通安全教育ボランティア「かけ橋」

学校や子ども会など、地域が実施する子どもを対象とした交
http://www.pref.aichi.jp/
通安全教室や交通安全啓発イベント等に出向いて、特技を
soshiki/chiikianzen/kake 県内の子ども（県内の学校・幼稚園等）
使って派遣申請団体の要望に応じた内容の交通安全教育
hashi-haken.html
や啓発活動を行います。

陶磁美術館
「学校出前講座」

県内小学校において、｢やきものの鑑賞｣(5･6年図工)、｢愛 http://www.pref.aichi.jp/
知のやきもの｣(4年社会)、｢やきものの歴史｣(6年社会)につ touji/education/educatio 県内小学校（4－6年生）
いて、実物教材を用いて体験型の授業を行います。
n.html

もりの学舎体験教室

自然体験型の環境学習事業。（インタープリター（森の案内 http://kankyo-gakushu人）による愛・地球博で実施された自然体感プログラムを継 plaza.pref.aichi.jp/manabi 一般
承・発展させた新たな環境学習プログラムの実施など）
ya/

FCV出前講座

燃料電池自動車（FCV）への理解を深めていただくため、県
内各地の環境学習などのイベント等に、県職員がFCVに
乗って出かけていき、FCVの特徴を紹介するともに、展示、
試乗等を行います。

-

一般

お問合せ

県民文化部県民生活課
消費者教育・啓発グループ
電 話 052-954-6603
ＦＡＸ 052-961-1317
メール kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp

県民文化部地域安全課
交通安全グループ
マジック等の特技を持った県民
電 話 052-954-6177
のボランティア
ＦＡＸ 052-954-6910
メール chiikianzen@pref.aichi.lg.jp

県職員

愛知県陶磁美術館学芸課
学芸グループ
電 話 0561-84-7474（内線360）
ＦＡＸ 0561-84-4932
メール touji@pref.aichi.lg.jp

森の案内人・インタープリター

環境部環境活動推進課
環境学習グループ
電 話 052-972-9011
ＦＡＸ 052-972-9013
メール kankyokatsudo@pref.aichi.lg.jp

県職員

環境部地球温暖化対策課
自動車環境グループ
電 話 052-954-6217
ＦＡＸ 052-955-2029
メール ondanka@pref.aichi.lg.jp

産業労働部労働福祉課
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場環境づくりのた
http://famifure.pref.aichi.
仕事と生活の調和推進グループ
ワーク・ライフ・バランス普及コンサルタント派 め、就業規則の整備や一般事業主行動計画の策定の指
従業員数300人以下の県内企業又は愛知県
jp/company/ff_entry/co
県の委嘱した社会保険労務士等 電 話 052-954-6360
遣
導、企業内研修などに利用できる、「ワーク・ライフ・バランス
ファミリー・フレンドリー企業登録企業
nsultant.html
ＦＡＸ 052-954-6926
普及コンサルタント」を派遣します。
メール rodofukushi@pref.aichi.lg.jp

愛知県食育推進ボランティア

学校や、町内会、子ども会などで、食育全般の話や、調理実 http://www.pref.aichi.jp/
習、地産地消、郷土料理の紹介、食育をテーマとした紙芝居 shokuiku/shokuikunet/in 県民（県内の学校・幼稚園や町内会等）
など、派遣依頼に応じた食育推進活動を行います。
fo/volunteer.html

農林水産部食育消費流通課
食育推進グループ
食育推進ボランティア（食育の知
電 話 052-954-6396
識を有する県民）
ＦＡＸ 052-954-6940
メール shokuiku@pref.aichi.lg.jp

建設部出前講座
（防災）
（まちづくり）
（下水道）
など、全１５講座

防災、まちづくり、下水道などをテーマに、生活に必要な社
会資本の役割を理解していただくため、社会科の特別授業
や総合学習の一部としてご利用いただける出前講座を実施
します。

建設部建設企画課
企画第一グループ
県職員（市町村職員、公社職員） 電 話 052-954-6509
ＦＡＸ 052-961-7028
メール kensetsu-kikaku@pref.aichi.lg.jp

水道週間等における出前講座

小学校４年生の社会科授業の一環として、水の大切さと水
道の役割を知ってもらうための講座を実施します。
http://www.pref.aichi.jp/
小学校４年生
※県内の市町村教育委員会を通じて実施校を募集していま 0000042423.html
す。一般の募集は行っていませんので、御了承ください。

http://www.pref.aichi.jp/
kense
小学生
tsu-kikaku/
kensetsu/pr_jyoho.html

県職員

企業庁水道事業課浄水・水質グループ
電 話 052-954-6683
ＦＡＸ 052-954-6957
メール kigyo-suiji@pref.aichi.lg.jp

「県政お届け講座」以外の愛知県が主催する出前講座を御紹介します。実施対象等に条件があるものもありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。
名称

内容

関連アドレス

対象や実施場所

派遣職員の役職

お問合せ

愛知県がんセンター愛知病院「出前講座」

http://aichi公的団体が主催するもので、当該主催団体から依頼により
市町村、ＰＴＡ、町内会、婦人会など公的団
hospital.pref.aichi.jp/new
県職員
開催します。演題は主催者と協議して設定します。
体
s/20090701/

がんセンター愛知病院
事務部総務グループ
電 話 0564-21-6251
ＦＡＸ 0564-21-6467
メール cancer-c-aichi@pref.aichi.lg.jp

「本物」にふれる歴史学習

土器や石器など愛知県埋蔵文化財調査センターで保管して
いる発掘出土品を使って授業・講義を行います。内容は学 http://www.pref.aichi.jp/
県内小中高生・大学生
校と相談して、要望に従って時代・地域を問わず決定しま soshiki/maizobunkazai
す。

埋蔵文化財調査センター
調査研究課
電 話 0567-67-4164
ＦＡＸ 0567-65-1841
メール maizobunkazai@pref.aichi.lg.jp

県職員

教育委員会生涯学習課
http://www.pref.aichi.jp/
家庭や親の役割、子どもへの接し方についての学びを深め
家庭教育・地域連携支援グループ
「親の育ち」家庭教育研修会(「あいちっこ『親
soshiki/syogaigakushu/k
県の委嘱した家庭教 育支 援者
てもらうため、「あいちっこ『親の学び』学習プログラム」を活
県民（県内の幼稚園・保育所・小中学校等）
電 話 052-954-6780
の学び』学習プログラム」活用講座）
ateikyouikukensyuukai.ht
（子育てネットワーカー）
用した出前講座を実施します。
ＦＡＸ 052-954-6962
ml
メール syogaigakushu@pref.aichi.lg.jp

選挙出前トーク

県選挙管理委員会の職員が、学校の授業の１コマを利用し
て、
① 選挙制度や投票率の推移等の説明
② 本物の投票箱や投票記載台を用意し、実際の投票所を
高校生
再現して行う模擬投票
http://www.pref.aichi.jp/
県職員及び明る い選挙推進サ
③ 生徒からの疑問に答える質問コーナー
senkyo/
※小・中学生は原則として各市区町村選挙 ポーター（ボランティア）
などを行います。
管理委員会が実施

選挙管理委員会
電 話 052-954-6069
ＦＡＸ 052-954-6908
メール senkyo@pref.aichi.lg.jp

※県選挙管理委員会より県内の高等学校（名古屋市内の
学校を除く。）に募集通知を送付しています。一般の募集は
行っていませんので、御了承ください。

東三河振興ビジョン出前講座

平成24年度に策定しました「東三河振興ビジョン」に理解を
深めていただくため、職員が御説明に伺います。また、県民
の皆さまから東三河の地域づくりに対する知恵とアイデアを
募ります。

－

・対象：東三河8市町村内に在住、在勤、在
学している方で概ね5名以上のグループ
県職員
・場所：東三河8市町村内

東三河総局企画調整部企画調整課
企画グループ
電 話 0532-35-6100
ＦＡＸ 0532-54-5120
メール higashimikawa@pref.aichi.lg.jp

