
平成３０年３月２６日

★行事開催日・場所等につきましては、変更になる場合がありますのでご了承願います。 広　報　広　聴　課

2 平成３０年度新規採用職員採用辞令交付式 県正庁 人事課

3
日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期
大学入学式

日本赤十字秋田看護大学体
育館（秋田市）

高等教育支援室

5 秋田県立大学入学式
秋田県立大学秋田キャンパ
ス講堂（秋田市）

高等教育支援室

5 未来農業のフロンティア育成研修開講式 農業試験場（秋田市） 農林政策課

6 春の全国交通安全運動秋田県中央集会 議会棟正面駐車場 県民生活課

6 平成３０年度新規採用職員入校式 県警察学校（秋田市） 警察学校

8 国際教養大学春季入学式
国際教養大学多目的ホール
（秋田市）

高等教育支援室

10 秋田林業大学校開校式 プラザクリプトン（秋田市） 森林整備課

13 平成３０年度初任教育（第72期）入校式 消防学校　屋内訓練場 消防学校

14
２０１８春のクロッサム卸町ふれあい市「秋田県南
観光物産市」（～１５日）

仙台市
仙北・雄勝地域振興局総務
企画部

15 アトリオン３０年記念セレモニー アトリオン（秋田市） 文化振興課

15 あきたビューティフルサンデー 県内各地 温暖化対策課

16
平成３０年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
創意工夫功労者賞伝達式

県庁第一応接室 あきた未来戦略課

18 秋田港クルーズターミナル供用開始記念式典 秋田港中島ふ頭（秋田市） 港湾空港課

21 あきたプラチナ世代博２０１８（～２２日） 県立武道館（秋田市） 長寿社会課

25 秋田県市長会定例会 大仙市 市町村課

25 伊藤園寄付金贈呈式 県庁第一応接室 自然保護課

28 山菜講座
林業研究研修センター（秋田
市）

林業研究研修センター

28 連合秋田中央メーデー
秋田市八橋運動公園陸上競
技場

雇用労働政策課

28 あきたスマートカレッジ総合開講式 県生涯学習センター(秋田市) 生涯学習課

下旬 全国豊かな海づくり大会第２回実行委員会 場所未定（秋田市） 水産漁港課

7
平成３０年春の叙勲・褒章及び第３０回危険業務
従事者叙勲伝達式

県正庁 秘書課

12 看護の日フェア
秋田拠点センターアルヴェ
（秋田市）

医務薬事課

14
秋田県奥羽・羽越新幹線整備促進期成同盟会総
会及び記念シンポジウム

場所未定（秋田市） 交通政策課

22 秋田県・市町村協働政策会議総会 秋田県市町村会館（秋田市） 市町村課

23 第９回鳥海高原菜の花まつり（～２９日） 鳥海高原桃野（由利本荘市）
由利地域振興局総務企画
部

25 県民防災の日訓練
県庁第二庁舎災害対策本部
室

総合防災課

5
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平成３０年度　年間主要行事予定

月 日 事業名（主要行事・大会等） 場　　所 担当課・室・所



月 日 事業名（主要行事・大会等） 場　　所 担当課・室・所

26
第１回秋田鳥海眺望のみちツーデーマーチ（～２
７日）

由利本荘市、にかほ市
由利地域振興局総務企画
部

27 ありがとう県民会館ラストコンサート 秋田県民会館 文化振興課

31 世界禁煙デー秋田駅前街頭キャンペーン
ＪＲ秋田駅東西連絡自由通路
「ぽぽろーど」

がん対策室

中旬 八郎湖水質対策連絡協議会総会 未定 八郎湖環境対策室

下旬 秋田県総合政策審議会 県正庁 総合政策課

下旬
高校生おいしく減塩・野菜もとれるレシピ商品　知
事試食会

議会棟特別会議室 健康推進課

5～6 未定 経済団体に対する新規高卒者求人要請 秋田市 雇用労働政策課

1 秋田県殉職警察職員慰霊祭
ホテルメトロポリタン秋田（秋
田市）

警察本部厚生課

5 秋田県食生活改善推進協議会総会 秋田市文化会館（秋田市） 健康推進課

14 第６９回北日本図書館大会秋田大会(～１５日) 秋田市文化会館（秋田市） 生涯学習課

17 あきた白神まつり 藤里町
山本地域振興局総務企画
部

20 公益社団法人秋田県看護協会通常総会
秋田県総合保健センター（秋
田市）

医務薬事課

27 農業試験場研究成果発表会 農業試験場(秋田市) 農業試験場

29 犯罪被害を考える日キャンペーン
ＪＲ秋田駅東西連絡自由通路
「ぽぽろーど」

県民生活課

29 中学生向け企業博覧会 大館市中央公民館
北秋田地域振興局総務企
画部

30 秋田県消防大会 横手市 総合防災課

上旬 国の施策・予算に関する要望、国会議員説明会 東京都 総合政策課

上旬
第７回あきた元気ムラ「地域の元気お届けマー
ケット」

ＪＲ秋田駅東西連絡自由通路
「ぽぽろーど」

活力ある集落づくり支援室

中旬 管内選出議員との行政懇談会 由利本荘市内
由利地域振興局総務企画
部

下旬 ハーモニーフェスタ２０１８ 場所未定（県北地域） 次世代･女性活躍支援課

下旬 男女共同参画社会づくり表彰式 場所未定（県北地域） 次世代･女性活躍支援課

下旬 東北地域水稲関係除草剤適２試験中間検討会 場所未定 農業試験場

未定 あきたがんささえ愛の日 場所未定 がん対策室

未定 世界自然遺産白神山地ブナの学校東京校 首都圏
山本地域振興局総務企画
部

未定 秋田県健康づくり県民運動推進協議会 場所未定（秋田市） 健康推進課

未定 あきたがんささえ愛の日記念登山 秋田駒ヶ岳 がん対策室

1 社会を明るくする運動ＪＲ秋田駅頭広報活動
ＪＲ秋田駅東西連絡通路「ぽ
ぽろーど」（秋田市）

地域・家庭福祉課

1
まるっと鳥海わくわくキャンペーン２０１８
（～１０月３１日）

由利・庄内管内の施設
由利地域振興局総務企画
部

2 中学生向け企業博覧会
北秋田市民ふれあいプラザ
コムコム（北秋田市）

北秋田地域振興局総務企
画部

5
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月 日 事業名（主要行事・大会等） 場　　所 担当課・室・所

7 あきた水と緑の森林祭 場所未定（美郷町） 森林整備課

23 特別支援教育かがやきミーティング
北秋田市交流センター（北秋
田市）

北教育事務所

24 秋田バドミントンマスターズ２０１８（仮称）開会式
ＣＮＡアリーナ★あきた（秋田
市）

スポーツ振興課

25 第２８回暴力団壊滅秋田県民大会 秋田市文化会館
県民生活課
警察本部組織犯罪対策課

上旬 ニッセイ財団助成贈呈式 県庁 次世代･女性活躍支援課

中旬 県産品マッチング商談会 秋田市 秋田うまいもの販売課

中旬 あきた食のチャンピオンシップ２０１８ 秋田市 秋田うまいもの販売課

中旬～
下旬

秋田産業サポーター会議 東京都 産業政策課

下旬 全国知事会議 北海道 総合政策課

下旬 子育て応援団すこやかあきた２０１８ 県立武道館 次世代・女性活躍支援課

下旬 スポーツゴミ拾いイベント
場所未定（県内海岸１か所・
河川１か所）

温暖化対策課

下旬 まるっと鳥海児童学習交流会 にかほ市内
由利地域振興局総務企画
部

未定 第３７回秋田県身体障害者福祉大会 県立武道館（秋田市） 障害福祉課

1 農業試験場研究運営協議会 農業試験場（秋田市） 農業試験場

8 あきたリッチセミナー in TOKYO ホテル椿山荘(東京都） 産業集積課

22 秋田県殉職消防職団員慰霊祭 千秋公園（秋田市） 総合防災課

24 東北農業経済学会秋田大会(～２５日） 場所未定 農林政策課

25 鳥海山SEA　TO　SUMMIT２０１８ 遊楽里（山形県遊佐町）
由利地域振興局総務企画
部

29 秋田県特別表彰授与式 県庁第一応接室 総務課

30 第６８回東北畜産学会（秋田大会）(～３１日）
秋田市にぎわい交流館AU
（秋田市）

畜産試験場

31 農業試験場参観デー(～９月１日） 農業試験場(秋田市) 農業試験場

上旬
児童健全育成表彰及び子ども・子育て支援知事
表彰

県正庁（予定） 次世代･女性活躍支援課

上旬 水産振興センター参観デー 水産振興センター(男鹿市） 水産振興センター

中旬 移動畜産試験場in家畜市場
あきた総合家畜市場（由利本
荘市）

畜産試験場

中旬 合同就職面接会 由利本荘市内
由利地域振興局総務企画
部

下旬 北海道・北東北知事サミット 岩手県 総合政策課

下旬 秋田県市長会定例会 大館市 市町村課

下旬 スポーツゴミ拾いイベント
場所未定（県内海岸１か所・
河川１か所）

温暖化対策課
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月 日 事業名（主要行事・大会等） 場　　所 担当課・室・所

1 秋田県消防操法大会 消防学校（由利本荘市） 総合防災課

1 あきた元気ムラ大交流会2018　ＩＮ　湯沢 湯沢グランドホテル（湯沢市） 活力ある集落づくり支援室

1 国際教養大学秋季入学式
国際教養大学多目的ホール
（秋田市）

高等教育支援室
出席者未定

1 第１６回秋田県障害者スポーツ大会
県立中央公園陸上競技場
（秋田市）

障害福祉課

1
第１８回あきたエコ＆リサイクルフェスティバル
(～２日)

秋田駅前アゴラ広場、買い物
広場大屋根下（秋田市）

温暖化対策課

1 エシカル・ラボinあきた 秋田ビューホテル（秋田市） 県民生活課

1
大曲農業高等学校太田分校創立７０周年
記念式典

大曲農業高校太田分校体育
館（大仙市）

高校教育課

4 第２３回東北森林科学会大会(～５日）
秋田拠点センターアルヴェ
（秋田市）

林業研究研修センター

5 県内誘致企業懇談会 秋田ビューホテル（秋田市） 産業集積課

10 自殺予防（世界自殺予防デー）街頭キャンペーン 場所未定（秋田市） 健康推進課

11 東北の「へそ」三県交流まつり（～１２日） 仙台市勾当台公園
雄勝地域振興局総務企画
部

15 大曲高等学校創立１１０周年記念式典 大曲高校体育館（大仙市） 高校教育課

15
第５０回日本PTA東北ブロック研究大会秋田大会
(～１６日)

秋田市文化会館　他 生涯学習課

19 平成３０年度初任教育（第72期）修了式 消防学校　屋内訓練場 消防学校

21 秋の全国交通安全運動秋田県中央集会 秋田駅前アゴラ広場 県民生活課

27
第１８回全国障害者スポーツ大会秋田県選手団
結団式

県正庁 障害福祉課

27 第９２期初任科短期課程卒業式 県警察学校（秋田市） 警察学校

29 第７３回国民体育大会開会式 福井県営陸上競技場 スポーツ振興課

29
全国豊かな海づくり大会開催１年前プレイベント
（～３０日）

場所未定（秋田市） 水産漁港課

29 全国まるごとうどんエキスポ（～３０日） 湯沢市役所
雄勝地域振興局総務企画
部

上旬 秋田県総合防災訓練 北秋田市 総合防災課

上旬 第７３回国民体育大会秋田県選手団結団式 場所未定（秋田市） スポーツ振興課

上旬 果樹試験場参観デー 果樹試験場（横手市） 果樹試験場

上旬 鳥海高原まるごとフェスタ２０１８（～１０月下旬） 鳥海高原
由利地域振興局総務企画
部

上旬 道の駅バトル番外編（１０月末） 由利・庄内管内の施設
由利地域振興局総務企画
部

中旬 山形県庄内商談会２０１８ 山形県庄内地域
由利地域振興局総務企画
部

中旬 環鳥海観光キャンペーン 勾当台公園（宮城県仙台市）
由利地域振興局総務企画
部
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月 日 事業名（主要行事・大会等） 場　　所 担当課・室・所

1 赤い羽根空の第一便伝達式
秋田拠点センターアルヴェ
（秋田市）

地域・家庭福祉課

4 カモシカ保護全国会議（～５日） 秋田温泉さとみ（秋田市） 文化財保護室

4 平成３０年度秋田県警察柔道剣道大会 県立武道館（秋田市） 警察本部教養課

6 新・秋田の行事（～７日） 仙北市 文化振興課

6 秋田２５市町村対抗駅伝ふるさと秋田ラン 鹿角市 スポーツ振興課

6 林業研究研修センター参観デー
林業研究研修センター（秋田
市）

林業研究研修センター

6
第３４回東北北部三県警察音楽隊演奏会
第３８回秋田県警察音楽隊定期演奏会

秋田市文化会館（秋田市） 警察本部広報広聴課

9 第５８回東北地方治水大会（秋田大会）
ホテルメトロポリタン秋田（秋
田市）

河川砂防課

11
平成３０年度　わか杉っ子！育ちと学び支援事業
フォーラムin大館（～１２日）

大館市立文化会館　他 幼保推進課

12 第６８回秋田県公民館大会 湯沢市 生涯学習課

13 大館鳳鳴高等学校創立１２０周年記念式典 大館市民文化会館（大館市） 高校教育課

13 横手高等学校創立１２０周年記念式典 横手高校体育館（横手市） 高校教育課

13 羽後高等学校創立７０周年記念式典 羽後高校体育館（羽後町） 高校教育課

13 雄勝高等学校創立４０周年記念式典 雄勝高校体育館（湯沢市） 高校教育課

15 秋田県社会福祉大会 秋田市文化会館（秋田市） 地域・家庭福祉課

18 秋田県戦没者追悼式・平和祈念式典 秋田市文化会館（秋田市） 福祉政策課

20 六郷高等学校創立７０周年記念式典 六郷高校体育館（美郷町） 高校教育課

20
秋田県立保呂羽山少年自然の家　４０周年記念
式典

保呂羽山少年自然の家（横
手市）

生涯学習課

20
２０１８秋のクロッサム卸町ふれあい市「秋田県南
観光物産市」（～２１日）

仙台市
仙北・雄勝地域振興局総務
企画部

23 東海地区誘致企業懇談会 中日パレス（愛知県） 産業集積課

25 第５６回秋田県老人クラブ大会 秋田市文化会館（秋田市） 長寿社会課

26 第４５回秋田県交通指導隊大会 秋田市文化会館 県民生活課

27 ふるさとの文学と読書のつどい２０１８in能代 能代市二ツ井公民館 総合政策課

28 第６０回北海道・東北ブロック民俗芸能大会 秋田ふるさと村（横手市） 文化財保護室

30 第１４１回秋田県種苗交換会（～11月５日） 場所未定（秋田市） 農林政策課

31 北海道東北地方知事会 山形県 総合政策課

上旬 第１３回秋田県内避難者情報交換・交流会 生涯学習センター（秋田市） 被災者受入支援室

上旬 第８回大館・北秋ご当地グルメ秋まつり
道の駅かみこあに（上小阿仁
村）

北秋田地域振興局総務企
画部

中旬 秋田県総合政策審議会 県正庁 総合政策課

10



月 日 事業名（主要行事・大会等） 場　　所 担当課・室・所

下旬
まるっと鳥海シュークリームロード
（～１１/下旬）

由利管内の加盟店
由利地域振興局総務企画
部

未定 あきた女性の活躍推進会議 場所未定（秋田市） 次世代･女性活躍支援課

未定 ベビーウェーブ・アクション 場所未定（秋田市） 次世代･女性活躍支援課

未定 秋田県女性の活躍推進企業表彰式 場所未定（秋田市） 次世代･女性活躍支援課

未定 秋田ふきのとう県民運動大会 場所未定（秋田市） 健康推進課

未定 秋田県病院大会 場所未定 医務薬事課

未定
環日本海交流推進協議会　環境交流部会　交流
員表敬訪問

第一応接室 環境管理課

未定 第５０回秋田県職業能力開発促進大会 秋田市文化会館 雇用労働政策課

未定 秋田県被害者支援連絡協議会総会 ふきみ会館（秋田市） 警察本部警務課

未定 由利地域チャレンジマルシェ
ＪＲ秋田駅東西連絡自由通路
「ぽぽろーど」

由利地域振興局総務企画
部

未定
秋田県文化功労者表彰式
秋田県地方自治功労者表彰式

県正庁 総務課

未定 秋田県環境・保健事業功労者表彰式 県正庁 健康推進課

2 金足農業高等学校創立90周年記念式典
金足農業高校体育館（秋田
市）

高校教育課

3 秋田県看護協会創立７０周年記念式典 秋田ビューホテル（秋田市） 医務薬事課

3
日本水稲品質・食味研究会第１０回講演会(～４
日）

カレッジプラザ（秋田市) 農林政策課

5
平成３０年秋の叙勲・褒章及び第３１回危険業務
従事者叙勲伝達式

県正庁 秘書課

9 平成３０年度学力向上フォーラム（～１０日） 大館市 義務教育課

16 中小企業応援フェスタ（～１７） にぎわい交流館AU（秋田市） 産業政策課

16 秋田県優良中小企業者表彰 にぎわい交流館AU（秋田市） 地域産業振興課

22 秋田県・市町村協働政策会議総会 秋田市 市町村課

22 知事と市町村長の行政懇談会 秋田市 市町村課

24
第８回あきた元気ムラ「地域の元気お届けマー
ケット」（～２５日）

ＪＲ秋田駅東西連絡自由通路
「ぽぽろーど」

活力ある集落づくり支援室

26 知事と市町村議会議長との行政懇談会 秋田市 市町村課

28 第３０回秋田県ＪＡ大会
秋田キャッスルホテル（秋田
市）

農業経済課

29 第１９回心いきいき芸術・文化祭
秋田拠点センターアルヴェ
（秋田市）

障害福祉課

上旬 平成30年度秋田県統計功労者表彰式 県庁第二庁舎　大会議室 調査統計課

上旬 アセアン交流促進事業 マレーシア 国際課

中旬
平成３１年度政府予算に関する要望、国会議員意
見交換会

東京都 総合政策課

中旬 高齢者文化活動発表会（仮称）
秋田拠点センターアルヴェ
（秋田市）

長寿社会課

10
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月 日 事業名（主要行事・大会等） 場　　所 担当課・室・所

中旬 第６２回森林組合大会 秋田テルサ（秋田市） 林業木材産業課

下旬 秋田県歯科保健大会 県庁第２庁舎大会議室 健康推進課

下旬 国道２８５号　滝ノ沢バイパス竣工式 北秋田市 道路課

未定 全国知事会議 東京都 総合政策課

未定 政府主催全国都道府県知事会議 東京都 総合政策課

未定 秋田わか杉科学技術奨励賞表彰式 県庁第一応接室 あきた未来戦略課

未定 秋田県更生保護大会 場所未定 地域・家庭福祉課

未定 児童虐待・ＤＶ防止キャンペーン 秋田駅周辺 地域・家庭福祉課

未定 第２回地魚フェスティバル 場所未定（秋田市） 水産漁港課

未定 能代山本関東圏企業懇談会 東京都
山本地域振興局総務企画
部

未定 第２５回秋田県民の警察官表彰式 ふきみ会館（秋田市） 警察本部監察課

1 自殺予防（いのちの日）街頭キャンペーン 場所未定（秋田市） 健康推進課

1 犯罪被害者週間「県民のつどい」
秋田拠点センターアルヴェ
（秋田市）

県民生活課

10 年末・年始特別警戒出動式
秋田拠点センターアルヴェ
（秋田市）

警察本部生活安全企画課

中旬 御下賜金伝達式 県庁 福祉政策課

中旬 高校生就職活動サポートセミナー 由利本荘市内
由利地域振興局総務企画
部

19
ゆりほんじょうにかほ酒フェスタ２０１９
（～２月２４日）

由利管内
由利地域振興局総務企画
部

23 あきたリッチセミナー　in OSAKA 太閤園（大阪府） 産業集積課

24 首都圏誘致企業懇談会 ホテル椿山荘(東京都） 産業集積課

31 第９２期初任科長期課程卒業式 県警察学校（秋田市） 警察学校

上旬 消防団出初式 各市町村 総合防災課

上旬 全県警察署長会議 警察本部（秋田市） 警察本部総務課

中旬 秋田犬の里首都圏プロモーション 東京都 秋田うまいもの販売課

中旬 秋田県青年・女性漁業者交流大会 場所未定（秋田市） 水産漁港課

下旬 秋田県・羽後町冬期防災訓練 羽後町 総合防災課

下旬 県産品マッチング商談会 東京都 秋田うまいもの販売課

下旬 秋田県林業技術交換研修会 プラザクリプトン（秋田市） 林業研究研修センター

下旬 秋田産業サポーター会議 東京都 産業政策課

11
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月 日 事業名（主要行事・大会等） 場　　所 担当課・室・所

1 秋田県芸術選奨表彰式 県正庁 文化振興課

7 第３３回秋田県教育研究発表会（～８日）
県総合教育センター（潟上
市）

教育庁総務課

8 第６８回全国高等学校スキー大会（～１２日） 花輪スキー場（鹿角市） 保健体育課

中旬 ドリームママフェスタ2019（仮称） 秋田ふるさと村 次世代・女性活躍支援課

中旬 元気な由利の郷づくり表彰式 由利地域振興局
由利地域振興局総務企画
部

中旬 由利本荘ひな街道春を呼ぶおひな様（３月下旬） 由利管内
由利地域振興局総務企画
部

1 自殺予防（秋田県いのちの日）街頭キャンペーン 場所未定（秋田市） 健康推進課

8
日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期
大学学位記授与式

日本赤十字秋田看護大学体
育館（秋田市）

高等教育支援室

8 秋田林業大学校修了式 プラザクリプトン（秋田市） 森林整備課

20 秋田県立大学卒業式
秋田県立大学秋田キャンパ
ス講堂（秋田市）

高等教育支援室

21 国際教養大学卒業式
国際教養大学多目的ホール
（秋田市）

高等教育支援室

29 退職者辞令交付式 県正庁 人事課

上旬
２０１９ＦＩＳフリースタイルスキー（モーグル）ワー
ルドカップ秋田たざわ湖大会

たざわ湖スキー場（仙北市） スポーツ振興課

中旬 秋田県消防功労者表彰式 県庁第二庁舎大会議室 総合防災課

中旬 由利本荘ひな街道街中ひなめぐり 由利管内
由利地域振興局総務企画
部

下旬 未来農業のフロンティア育成研修了式 農業試験場(秋田市) 農林政策課

下旬 水産振興センター栽培漁業施設整備竣工式 水産振興センター（男鹿市） 水産漁港課

下旬 あきたＦ・Ｆ推進員認定式 県正庁（予定） 次世代･女性活躍支援課

下旬 少子化対策応援ファンド寄付式 県庁 次世代･女性活躍支援課

未定 バリアフリー推進賞表彰式 県庁 地域・家庭福祉課

「企業版ふるさと納税」目録贈呈式 県議会棟特別会議室 あきた未来戦略課

秋田大学医療フォーラム（仮称） 場所未定 がん対策室

秋田いきいきワーク推進会議 秋田市 雇用労働政策課

2
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時期未定


