
日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　所 担　当　課 備考

7:30 社会を明るくする運動ＪＲ秋田駅頭広報活動
ＪＲ秋田駅東西連絡自由道路
「ぽぽろーど」

地域・家庭福祉課

11:00 障害者雇用拡大要請 秋田商工会議所（秋田市） 雇用労働政策課

2 火

3 水

11:00 帰国ALT感謝状贈呈式 県庁第二庁舎教育委員室 高校教育課

14:00 定例教育委員会会議 県庁第二庁舎教育委員室 教育庁総務課 ○

10:00 知事と県民の意見交換会
ふるさとふれあいセンター（湯沢
市）

総合政策課

14:00 知事と県民の意見交換会 増田まんが美術館（横手市） 総合政策課

14:00 開館２５周年ビックコミック５０周年展開会式 県立近代美術館（横手市） 生涯学習課

6 土

10:00 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 ○

14:00 つながる秋田七夕交流会 遊学舎（秋田市） 被災者受入支援室 ○

8 月 15:15 知事と県民の意見交換会 ゆめろん（三種町） 総合政策課

6:00 フェリー秋田航路就航20周年記念式典
フェリー秋田ターミナル（秋田
市）

交通政策課

9:30 知事と県民の意見交換会 東光鉄工(株)（大館市） 総合政策課

13:00 秋田県キャッシュレス推進セミナー 県庁第二庁舎大会議室 商業貿易課 ○

10:00 第１０１回全国高等学校野球選手権秋田大会開会式 こまちスタジアム（秋田市） 保健体育課

15:15 知事と県民の意見交換会
河辺市民サービスセンター（秋
田市）

総合政策課

9:00 県産食材マッチング商談会２０１９ 秋田テルサ(秋田市） 秋田うまいもの販売課

14:45
JICAボランティア出発者・帰国者による副知事表敬訪
問

県庁第一応接室 国際課

10:00 ものづくり中核企業認定式 県正庁 地域産業振興課

10:00 第18回秋田県障害者技能競技大会 にぎわい交流館ＡＵ（秋田市） 雇用労働政策課 ◎

10:00 特別支援学校職業教育フェスティバル にぎわい交流館AU（秋田市） 特別支援教育課 ◎

13:30 第３８回高齢社会をよくする女性の会 全国大会in秋田 秋田キャッスルホテル（秋田市） 長寿社会課

13 土

9:30 第１回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 ○

9:00 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 ○

9:30
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 ◎

12:00 Ａターンフェアｉｎ名古屋
ＪＲゲートタワーカンファレンス
（名古屋市）

デジタルイノベーション
戦略室

16 火 9:30 秋田県青少年健全育成審議会 県議会棟特別会議室（秋田市）
次世代・女性活躍支援
課

◯

17 水 15:00 第１回ＩｏＴ等先進技術導入促進セミナー アキタパークホテル（秋田市）
デジタルイノベーション
戦略室

18 木 13:00 知事と県民の意見交換会
秋田県立大学本荘キャンパス
（由利本荘市）

総合政策課

1 月

4 木

主要行事予定（本庁：令和元年７月）

※県が主催し県民の皆様に公開しているもので、参加自由なものは◎を、事前申込が必要なものは○を備考欄に記載しています。

令和元年６月２４日

9 火

10 水

5 金

7 日

15 月

11 木

12 金

14 日



日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　所 担　当　課 備考

高校生米国語学研修（～２４日） アメリカ合衆国 高校教育課

13:30 令和元年度全国鉄道整備促進協議会総会 都道府県会館（東京都） 交通政策課

14:00 秋田県臨床工学技士会と県内企業との交流会
循環器・脳脊髄センター（秋田
市）

地域産業振興課

7:00 釣り試験開放（～２１日） 秋田港外港地区北防波堤 港湾空港課 ○

13:30
令和元年度「青少年の非行・被害防止標語コンクー
ル」表彰式

JR秋田駅東西連絡自由通路
「ぽぽろーど」

次世代・女性活躍支援
課

◎

14:00 「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発活動
JR秋田駅東西連絡自由通路
「ぽぽろーど」

次世代・女性活躍支援
課

◎

14:30 秋田ふきのとう県民運動実行委員会令和元年度総会 県生涯学習センター（秋田市） 保健・疾病対策課

終日 第２５回参議院議員通常選挙投・開票 県正庁 市町村課

13:00 藤城清治展開会式 県立美術館（秋田市） 生涯学習課

22 月 全国知事会議（～２４日）
ＡＮＡクラウンプラザホテル（富
山市）

総合政策課

23 火 13:30
ニッセイ財団「児童・少年の健全育成助成」及び「生き
生きシニア活動顕彰」贈呈式

県正庁
次世代・女性活躍支援
課

24 水 10:00 第２５回参議院議員通常選挙選挙会 ルポールみずほ（秋田市） 市町村課

9:00 第８５回全県少年野球大会開会式 さきがけ八橋球場（秋田市） 保健体育課

10:00  北海道、東北ブロック保健師研修会 にぎわい交流館ＡＵ(秋田市） 保健・疾病対策課

13:00 多文化共生セミナー 県庁第二庁舎大会議室 国際課 ○

15:00 秋田県総合政策審議会第２回産業振興部会 総合庁舎５０３会議室(秋田市） 産業政策課

10:00 就学前・小学校等中央地区合同研修会 総合教育センター（潟上市） 幼保推進課

15:00
令和元年度　秋田新幹線トンネル整備促進シンポジウ
ム

グランドパレス川端（大仙市） 交通政策課 ○

17:00
美の国あきたプロモーションin2019大阪「わんダフル秋
田」（～２８日）

大阪駅ダイヤモンド地下街
DiAROOM(大阪市）

地域づくり推進課 ◎

8:30 あきたがんささえ愛の日駒ヶ岳登山 秋田駒ヶ岳 健康づくり推進課

9:00 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

◎

9:00
2019年ＪＡＦ全日本ラリー選手権第7戦
「横手ラリー2019」

秋田ふるさと村（横手市） 地域づくり推進課 ◎

9:20 南部九州インターハイ総合開会式 鹿児島アリーナ（鹿児島県） 保健体育課

10:30 秋田県動物愛護センター開所記念式典
秋田県動物愛護センター(秋田
市）

生活衛生課

11:00 Ａターンフェアｉｎ東京
浅草橋ヒューリックホール（東京
都）

移住・定住促進課

13:30 秋田県動物愛護センター開所記念トークイベント
国際教養大学コベルコホール
(秋田市）

生活衛生課 ○

15:00 関係人口創出プロジェクトセミナー 大阪駅周辺 地域づくり推進課 ◎

13:00 第２９回暴力団壊滅秋田県民大会 秋田市文化会館
県民生活課
警察本部刑事部組織
犯罪対策課

14:30 秋田県健康づくり県民運動推進協議会総会 秋田ビューホテル（秋田市） 健康づくり推進課

30 火

31 水 10:00 第６２回秋田県学校給食研究協議大会大仙大会 大仙市大曲市民会館 保健体育課

19 金

25 木

26 金

20 土

21 日

29 月

27 土

28 日


