
平成３１年３月２５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

1 平成３１年度新規採用職員採用辞令交付式 県正庁 人事課

2
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

4 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 秋田県立衛生看護学院入学式 秋田県立衛生看護学院（横手市） 医務薬事課

5 鷹巣技術専門校入校式 鷹巣技術専門校（北秋田市） 雇用労働政策課

5 平成３１年度秋田県警察新規採用職員入校式 県警察学校体育館（秋田市） 県警察学校

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

8 秋田技術専門校入校式 秋田技術専門校（秋田市） 雇用労働政策課

9 「秋田犬の里」完成式 秋田犬の里（大館市） 観光振興課

9 大曲技術専門校入校式 大曲技術専門校（大仙市） 雇用労働政策課

12 平成３１年度初任教育（第73期）入校式 消防学校　屋内訓練所 消防学校

12 平成３１年度秋田林業大学校開講式
森林学習交流館プラザクリプトン（秋
田市）

森林整備課

13
「２０１９春のクロッサム卸町ふれあい市」秋田県南観光
物産市（～１４日）

産業見本市会館サンフェスタ（仙台
市）

仙北地域振興局総務企画部
雄勝地域振興局総務企画部

14 あきたビューティフルサンデー 県内各地 温暖化対策課

20 増田まんが美術館プレオープン式典及びレセプション 増田まんが美術館（横手市）
文化振興課
平鹿地域振興局総務企画部

20 あきたプラチナ世代博２０１９（～２１日） 県立武道館（秋田市） 長寿社会課

21 第９回世界ラートチームカップ開会式 県立体育館（秋田市） スポーツ振興課

22 園芸事業２００億円必達キックオフ大会 秋田キャッスルホテル（秋田市） 園芸振興課

22 クイーン・エリザベス秋田港初寄港歓迎セレモニー 秋田港クルーズターミナル（秋田市） 港湾空港課

25 秋田県市長会定例会 湯沢グランドホテル（湯沢市） 市町村課

26 日本赤十字秋田看護大学　創立１０周年記念式典 日本赤十字秋田看護大学（秋田市） 高等教育支援室

27 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

27 第９０回秋田県中央メーデー
エリアなかいち　にぎわい広場（秋田
市）

雇用労働政策課

中旬
平成３１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

1 横手市増田まんが美術館グランドオープン まんが美術館（横手市） 平鹿地域振興局総務企画部

8 「秋田犬の里」グランドオープン 秋田犬の里 観光振興課

10 経済団体に対する新規高卒者求人要請 秋田県商工会館（秋田市） 移住・定住促進課

10 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

11 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

16 秋田県企業誘致推進協議会総会 ルポールみずほ（秋田市） 産業集積課

22
第６４回日本身体障害者福祉大会あきた大会
（～２３日）

秋田県立武道館ほか（秋田市） 障害福祉課

平成３１年度　年間主要行事予定

月 日 場　　所 担当課・室・所
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月 日 場　　所 担当課・室・所

22 第１０回鳥海高原菜の花まつり（～２８日） 鳥海高原桃野（由利本荘市） 由利地域振興局総務企画部

22 第４１回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会 秋田ふるさと村（横手市） 文化財保護室

24 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

24 日本菌学会　第６３回大会（～２６日）
秋田県立大学秋田キャンパス（秋田
市）

林業研究研修センター

25 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

28 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

30
国の施策・予算に関する提案・要望、国会議員意見交換
会（～３１日）

全国町村会館（東京都） 総合政策課

中旬 秋田県総合政策審議会 県正庁 総合政策課

中旬 八郎湖水質対策連絡協議会総会 場所未定 八郎湖環境対策室

中旬 水産振興センター栽培漁業施設竣工式 水産振興センター（男鹿市） 水産漁港課

下旬 春の叙勲・褒章及び危険業務従事者叙勲伝達式 県正庁 秘書課

下旬 大連市交流推進事業 中国大連市 国際課

下旬
「高校生おいしく減塩・野菜もとれるレシピコンクール」入賞レシ
ピを基にした知事と高校生との試食会

議会棟特別会議室 健康づくり推進課

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

健康づくり推進課

下旬 新品種ブランド化戦略本部（仮称）会議 場所未定（秋田市） 水田総合利用課

未定 世界自然遺産白神山地ブナの学校出前講座 場所未定（東京都） 山本地域振興局総務企画部

3 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） 警察本部警務部厚生課

7 秋田県立大学　開学２０周年記念式典 ホテルメトロポリタン秋田（秋田市） 高等教育支援室

8 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」（秋田市）

活力ある集落づくり支援室
（H31～地域づくり推進課）

8 仙北地域空き家の無料相談会 美郷町公民館 仙北地域振興局総務企画部

14
ＮＰＯ法人全国就業支援ネットワーク　定例研究・研修会
（～１５日）

秋田キャッスルホテル（秋田市） 障害福祉課

19 鳥海ダム建設事業の損失補償基準協定書調印式 カダーレ（由利本荘市） 河川砂防課

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

22 秋田県消防大会 カダーレ（由利本荘市） 総合防災課

26 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

27 中学生向け企業博覧会 場所未定（湯沢市） 雄勝地域振興局総務企画部

28 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」（秋田市）

県民生活課

28 中学生向け企業博覧会 大館市立中央公民館
北秋田地域振興局総務企画
部

上旬 あきた白神まつり２０１９
にぎわい交流館ＡＵ、にぎわい広場
（秋田市）

自然保護課

上旬 秋田県食生活改善推進協議会総会 第二庁舎大会議室（予定） 健康づくり推進課

下旬 ハーモニーフェスタ2019 場所未定（県央地域） 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表彰式 場所未定（県央地域） 次世代・女性活躍支援課

下旬 あきたがんささえ愛の日 場所未定 健康づくり推進課
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月 日 場　　所 担当課・室・所

6～7 未定 秋田県健康づくり県民運動推進協議会総会 場所未定（秋田市） 健康づくり推進課

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

2 中学生向け企業博覧会 羽後中学校（羽後町） 雄勝地域振興局総務企画部

5 古文書解読講座①② 県公文書館　多目的ホール（秋田市） 公文書館

7 ２０１９あきた水と緑の森林祭 北欧の杜公園（北秋田市） 森林整備課

12 古文書解読講座③④ 県公文書館　多目的ホール（秋田市） 公文書館

19 古文書解読講座⑤⑥ 県公文書館　多目的ホール（秋田市） 公文書館

26 古文書解読講座⑦⑧ 県公文書館　多目的ホール（秋田市） 公文書館

27 子育て応援団すこやかあきた2019（～２８日） 県立武道館（秋田市） 次世代・女性活躍支援課

28 秋田県動物愛護センターオープニングセレモニー 動物愛護センター（秋田市） 生活衛生課

29 第２９回暴力団壊滅秋田県民大会 秋田市文化会館
警察本部刑事部組織犯罪対
策課

30 全国設備工業教育研究会秋田大会（～３１日） 男鹿工業高等学校（男鹿市） 高校教育課

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

中旬 県産品マッチング商談会 場所未定（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２０１９ 場所未定（秋田市） 秋田うまいもの販売課

下旬 全国知事会議 場所未定（富山県） 総合政策課

下旬 第３８回秋田県身体障害者福祉大会 秋田県立武道館（秋田市） 障害福祉課

未定 国際教養大学　オープンキャンパス２０１９ 国際教養大学（秋田市） 高等教育支援室

未定 秋田県立大学生物資源学部　オープンキャンパス
秋田県立大学秋田キャンパス（秋田
市）

高等教育支援室

未定
秋田県立大学システム科学技術学部　オープンキャンパ
ス

秋田県立大学本荘キャンパス（由利
本荘市）

高等教育支援室

未定 あきたがんささえ愛の日記念登山 秋田駒ヶ岳（仙北市） 健康づくり推進課

未定 秋田産業サポータークラブ総会 場所未定（東京都） 産業政策課

2 （仮称）秋田ＩＣＴフェア（～３日） 秋田拠点センターアルヴェ（秋田市） 情報企画課

3 第１４回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

4 第６１回手をつなぐ育成会秋田県大会 横手セントラルホテル（横手市） 障害福祉課

6 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

11 仙北地域空き家の無料相談会 仙北市角館交流センター 仙北地域振興局総務企画部

13 秋田バドミントンマスターズ２０１９開会式 ＣＮＡアリーナ★あきた（秋田市） スポーツ振興課

23 ２０１９農業試験場参観デー（～２４日） 農業試験場（秋田市） 農業試験場

24 秋田県消防操法大会 消防学校（由利本荘市） 総合防災課

26 東北北海道ブロック林業グループコンクール（～２７日） さとみ温泉（秋田市） 林業研究研修センター

27 園芸学会東北支部大会（～２８日） カレッジプラザ（秋田市） 農業試験場

29 秋田県特別表彰授与式 県庁第一応接室 総務課

29
企画展「海と川と湖～水運と水産を中心に～（仮題）」（～
9月23日）

県公文書館　特別展示室（秋田市） 公文書館
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月 日 場　　所 担当課・室・所

29 県政映画上映会　第1回 県公文書館　多目的ホール（秋田市） 公文書館

31
第１９回あきたエコ＆リサイクルフェスティバル
（～９／１）

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

31 大曲の花火　秋田県南まるごと観光物産展 大曲技術専門校（大仙市） 仙北地域振興局総務企画部

上旬
児童健全育成表彰及び子ども・子育て支援知事表彰表
彰式

県正庁（予定） 次世代・女性活躍支援課

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

下旬 アキタノ美味旅商談会（仮称） 場所未定（東京都） 秋田うまいもの販売課

下旬 あきたの畜産・市場まつり あきた総合家畜市場（由利本荘市） 畜産振興課

未定 秋田県優良中小企業者表彰 県庁第一応接室 地域産業振興課

1 県総合防災訓練 男鹿市、大潟村 総合防災課

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

3 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

4 県内誘致企業懇談会 場所未定 産業集積課

7 第３９回全国豊かな海づくり大会・あきた大会（～８日） 県立武道館ほか（秋田市）
全国豊かな海づくり大会推
進室

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

20 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（秋田市） 県民生活課

25 平成３１年度初任教育（第73期）修了式 消防学校（由利本荘市） 消防学校

26 第１９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 ダリアサミット ホテルメトロポリタン秋田（秋田市） 園芸振興課

27 秋田工業高等学校落成式 秋田工業高等学校体育館（秋田市） 高校教育課

27 第９３期初任科短期課程卒業式 県警察学校体育館（秋田市） 県警察学校

28 第７４回国民体育大会開会式 笠松運動公園陸上競技場 スポーツ振興課

上旬 第７４回国民体育大会秋田県選手団結団式 場所未定 スポーツ振興課

上旬
自殺予防（世界自殺予防デー・自殺予防週間）街頭キャ
ンペーン

場所未定（秋田市） 保健・疾病対策課

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
第４０回秋田県優良工事表彰
第５回秋田県優良業務表彰

場所未定（秋田市） 技術管理課

中旬 山形県庄内商談会２０１９ 山形県庄内地域 由利地域振興局総務企画部

下旬 全国まるごとうどんエキスポ２０１９ 湯沢市役所（予定）（湯沢市） 雄勝地域振興局総務企画部

未定 国際教養大学　オープンキャンパス２０１９ 国際教養大学（秋田市） 高等教育支援室

未定 第１７回秋田県障害者スポーツ大会 場所未定 障害福祉課

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

3 第５７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

5 あきた元気ムラ大交流会２０１９ IN 三種 琴丘総合体育館（三種町）
活力ある集落づくり支援室
（H31～地域づくり推進課）

5 秋田２５市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン開会式 鹿角市 スポーツ振興課
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月 日 場　　所 担当課・室・所

5 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

5 Ｉ　ＬＯＶＥ秋田産応援フェスタ（～６日）
アゴラ広場、仲小路大屋根下（秋田
市）

農業経済課

9 第２２回北海道・北東北知事サミット 場所未定（県内） 総合政策課

9 第３３回全国浄化槽技術研究集会 秋田キャッスルホテル（秋田市） 環境整備課

10 地域共生社会推進全国サミットinゆざわ 湯沢市文化会館（湯沢市） 地域・家庭福祉課

12 伝統芸能の祭典（～１３日） 男鹿市 文化振興課

12 横手支援学校創立４０周年記念式典
横手支援学校高等部体育館（横手
市）

特別支援教育課

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

19 ゆり支援学校創立２０周年記念式典 ゆり支援学校体育館 特別支援教育課

24 全国肢体不自由児療育研究大会（～25日） にぎわい交流館ＡＵ（秋田市） 障害福祉課

25 第４６回秋田県交通指導隊大会 秋田市文化会館（秋田市） 県民生活課

30 北海道東北地方知事会
朱鷺メッセコンベンションセンター（新
潟県）

総合政策課

30 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

30 第１４２回秋田県種苗交換会（～１１月５日） 場所未定（大館市） 農林政策課

上旬 第１４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 秋田県市長会定例会 場所未定（秋田市） 市町村課

上旬 第９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

中旬 朝ごはんモーニングキャンペーン
秋田駅東西連絡自由通路「ぽぽろー
ど」（秋田市）

農業経済課

中旬
「２０１９秋のクロッサム卸町ふれあい市」秋田県南観光
物産市

産業見本市会館サンフェスタ（仙台
市）

仙北地域振興局総務企画部
雄勝地域振興局総務企画部

下旬 平成３１年度秋田県警察柔道・剣道大会 県立武道館（秋田市） 警察本部警務部教養課

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

未定 あきた発酵ツーリズム首都圏イベント 場所未定（東京都） 秋田うまいもの販売課

未定 秋田県病院大会 場所未定 医務薬事課

未定 秋田県職業能力開発促進大会 場所未定 雇用労働政策課

未定 あきたリッチセミナー　in ＮＡＧＯＹＡ 場所未定（名古屋市） 産業集積課

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） 警察本部警務部警務課

未定 能代山本関東圏企業懇談会 場所未定（東京都） 山本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 ふるさとの文学と読書のつどい２０１９ 場所未定（秋田市） 総合政策課

未定 秋田県環境・保健事業功労者表彰 県正庁 健康づくり推進課

未定 秋田ふきのとう県民運動大会 場所未定（秋田市） 保健・疾病対策課

11 1
老人クラブ文化祭、福祉・文化のつどい【高齢者生きがい
活動支援団体表彰式】（～２日）

秋田拠点センターアルヴェ（秋田市） 長寿社会課
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月 日 場　　所 担当課・室・所

1 秋田西高等学校創立４０周年記念式典 秋田西高等学校体育館 高校教育課

2 仙北地域空き家の無料相談会 大仙市大曲交流センター 仙北地域振興局総務企画部

3 県政映画上映会　第2回 県公文書館　多目的ホール（秋田市） 公文書館

12
企画展「秋田の城下町（仮題）」
（～１２月３日）

県公文書館　特別展示室（秋田市） 公文書館

14 秋田県更生保護大会 秋田市文化会館（秋田市） 地域・家庭福祉課

16 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」（秋田市）

活力ある集落づくり支援室
（H31～地域づくり推進課）

16 第４１回むし歯予防全国大会 秋田拠点センターアルヴェ（秋田市） 健康づくり推進課

17 家族の日フォーラム＆ふれあいカードフェスタ（仮称） 秋田テルサ（秋田市） 次世代・女性活躍支援課

23 北東北３県生産現場カイゼン成果報告会 場所未定（盛岡市） 地域産業振興課

23 平成３１年度学力向上フォーラム 場所未定（大仙市） 義務教育課

23 第３９回秋田県警察音楽隊定期演奏会 能代市文化会館（能代市） 警察本部警務部広報広聴課

30 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

上旬 ２０１９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 新品種ブランド化戦略本部（仮称）会議 場所未定（秋田市） 水田総合利用課

上旬 秋の叙勲・褒章及び危険業務従事者叙勲伝達式 県正庁 秘書課

中旬 国民保護共同図上訓練 県庁第二庁舎 災害対策本部室 総合防災課

中旬 政府予算に関する要望、国会議員意見交換会 場所未定（東京都） 総合政策課

中旬 平成３１年度秋田県農林水産フォーラム 場所未定（秋田市） 農林政策課

下旬 秋田県・市町村協働政策会議総会 場所未定（秋田市） 市町村課

下旬 知事と市町村長との行政懇談会 場所未定（秋田市） 市町村課

下旬 知事と市町村議会議長との行政懇談会 場所未定（秋田市） 市町村課

下旬 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

下旬 相談支援従事者　北海道・東北ブロック研修会秋田大会 秋田ビューホテル（秋田市） 障害福祉課

下旬 第１９回秋田県歯科保健大会 場所未定（秋田市） 健康づくり推進課

未定 全国知事会議 場所未定（東京都） 総合政策課

未定 政府主催全国都道府県知事会議 場所未定（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 「企業版ふるさと納税」目録贈呈式 県正庁 あきた未来戦略課

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 介護ロボット展 秋田ビューホテル（秋田市） 長寿社会課

未定 介護サービス事業所認証評価制度認証式（前期） 秋田ビューホテル（秋田市） 長寿社会課

未定 秋田産業サポータークラブ総会 場所未定（東京都） 産業政策課

未定 第２６回秋田県民の警察官表彰式 ふきみ会館（秋田市） 警察本部警務部監察課

未定 中学生向け企業博覧会（仮称） 場所未定（能代市） 山本地域振興局総務企画部
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月 日 場　　所 担当課・室・所

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）
警察本部生活安全部生活安
全企画課

14 高校生向け企業博覧会 場所未定（湯沢市） 雄勝地域振興局総務企画部

上旬 自殺予防（いのちの日）街頭キャンペーン 場所未定（秋田市） 保健・疾病対策課

14 関西地区誘致企業懇談会 太閤園淀川亭（大阪府） 産業集積課

15 首都圏誘致企業懇談会 ホテル椿山荘東京(東京都） 産業集積課

31 第９３期初任科長期課程卒業式 県警察学校体育館（秋田市） 県警察学校

上旬 消防団出初式 各市町村 総合防災課

中旬 ＡＫＩＴＡワンダフルフェス 場所未定（東京都） 秋田うまいもの販売課

中旬 ゆりほんじょうにかほ酒フェスタ２０２０（～２月下旬） 由利地域振興局管内 由利地域振興局総務企画部

下旬 冬期防災訓練 藤里町 総合防災課

未定 全県警察署長会議 警察本部（大会議室） 警察本部警務部総務課

4 秋田県芸術選奨表彰式 県正庁 文化振興課

6 第３４回秋田県教育研究発表会（～７日） 県総合教育センター（潟上市） 教育庁総務課

12 高校生向け企業説明会 鹿角市文化の杜交流館コモッセ 鹿角地域振興局総務企画部

中旬 ドリームママフェスタ２０２０ 秋田ふるさと村（横手市） 次世代・女性活躍支援課

中旬 御下賜金伝達式 県庁知事室 福祉政策課

中旬 秋田県林業技術交換研修会
森林学習交流館プラザクリプトン（秋
田市）

林業研究研修センター

下旬 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

下旬 高校２年生向け企業説明会 場所未定（横手市内） 平鹿地域振興局総務企画部

未定 企業業種ガイダンス 場所未定（能代市） 山本地域振興局総務企画部

4 秋田県立衛生看護学院卒業証書授与式 秋田県立衛生看護学院（横手市） 医務薬事課

13 平成３１年度秋田林業大学校修了式
森林学習交流館プラザクリプトン（秋
田市）

森林整備課

13 鷹巣技術専門校修了式 鷹巣技術専門校（北秋田市） 雇用労働政策課

16 秋田技術専門校修了式 秋田技術専門校（秋田市） 雇用労働政策課

17 大曲技術専門校修了式 大曲技術専門校（大仙市） 雇用労働政策課

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

31 退職者辞令交付式 県正庁 人事課

上旬 秋田の観光創生推進会議 場所未定（秋田市） 観光振興課

上旬
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

上旬
自殺予防（秋田県いのちの日・自殺対策強化月間）街頭
キャンペーン

場所未定（秋田市） 保健・疾病対策課

上旬 新品種ブランド化戦略本部（仮称）会議 場所未定（秋田市） 水田総合利用課

上旬 全国豊かな海づくり大会第４回実行委員会 場所未定（秋田市）
全国豊かな海づくり大会推
進室

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

下旬 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
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月 日 場　　所 担当課・室・所

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附式 県庁 次世代・女性活躍支援課

下旬
秋田県県北地区広域汚泥資源化事業
竣工式

秋田県大館処理センター（大館市） 下水道課

未定 バリアフリー推進賞表彰式 県庁 地域・家庭福祉課

未定 介護サービス事業所認証評価制度認証式（後期） 県庁 長寿社会課

平成３１年度農業農村工学会東北支部大会 場所未定（秋田市） 農地整備課

3

時期未定


