
令和元年１０月２８日

日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　所 担　当　課 備考

9:50 第２３回老人クラブ文化祭（～2日）
秋田拠点センターアルヴェ（秋
田市）

長寿社会課

10:00 特別支援学校職業教育フェア（県南地区） 横手支援学校（横手市） 特別支援教育課 ◎

13:30 秋田西高等学校創立４０周年記念式典 秋田西高校（潟上市） 高校教育課

11:00 スポーツフェスタ in AKITA イオンモール秋田（秋田市） スポーツ振興課

10:30 児童虐待・DV防止キャンペーン
JR秋田駅東西連絡自由通路「ぽ
ぽろーど」

地域・家庭福祉課

3 日

4 月

5 火

9:30 令和元年度　秋田県警察柔道・剣道大会 県立武道館（秋田市） 警務部教養課

10:20 第４３回秋田県図書館大会 秋田市文化会館（秋田市） 生涯学習課

14:30
令和元年秋の叙勲・褒章及び第３３回危険業務従事者
叙勲伝達式

県正庁 秘書課

16:00 秋田・タイ王国友好協会総会 秋田キャッスルホテル（秋田市） 国際課

7 木 15:00 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 ○

9:00 第3回航空機産業界セミナー
秋田県立大学本荘キャンパスＡＶ
ホール（由利本荘市）

輸送機産業振興室 ○

13:00 第3回航空機産業界セミナー
秋田大学手形キャンパス60周年記
念ホール（秋田市）

輸送機産業振興室 ○

14:00 令和元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 ◎

9 土 15:00 受動喫煙防止秋田フォーラム２０１９ アトリオン（秋田市） 健康づくり推進課

大連市トップセールス　～１３日 中国大連市 国際課

10:00 「税を考える週間」街頭キャンペーン
ＪＲ秋田駅東西自由通路ぽぽ
ろーど（秋田市）

税務課

13:00 事業者応援！あきた省エネセミナー 横手プラザホテル（横手市） 温暖化対策課

14:30 あきた健康長寿政策会議 ルポールみずほ（秋田市） 健康づくり推進課

16:00 政府主催全国都道府県知事会議 総理大臣官邸（東京都） 総合政策課

9:00
日本海沿岸地帯振興促進議員連盟総会、日本海国土
軸・環日本海交流推進大会

ホテルニューオータニ（東京都） 総合政策課

13:00 事業者応援！あきた省エネセミナー 秋田市役所正庁 温暖化対策課

13:30 秋田県外国人材の受入れ・共生に係る連絡協議会 議会棟大会議室 雇用労働政策課

14:00
令和元年度　地域高規格道路　大曲・鷹巣道路整備促
進フォーラム  

北秋田市民プラザコムコム（北
秋田市）

道路課

14:00 第２６回秋田県民の警察官表彰式 ふきみ会館（秋田市） 警務部監察課

13 水 13:30 令和元年度青少年健全育成秋田県大会 県庁第二庁舎8階大会議室
次世代・女性活躍支援
課

◎

12:30 第６９回秋田県公民館大会
由利本荘市文化交流館カダー
レ（由利本荘市）

生涯学習課 ○

13:00 羽越本線高速化促進大会 ホテルルポール麹町（東京都） 交通政策課

主要行事予定（本庁：令和元年１１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。

1 金

2 土

6 水

8 金

10 日

11 月

12 火

14 木



日 曜日 時間 行　　　事　　　名 場　　所 担　当　課 備考

9:30 秋田県特別支援学校文化祭わくわく美術展（～１８日） にぎわい交流館ＡＵ（秋田市） 特別支援教育課 ◎

10:30 第63回秋田県森林組合大会 秋田テルサ（秋田市） 林業木材産業課 ○

13:30 令和元年度第２回秋田県地方創生有識者会議 県正庁 あきた未来戦略課 ○

9:30 地域の元気お届けマーケット（～17日）
ＪＲ秋田駅東西自由通路ぽぽ
ろーど（秋田市）

地域づくり推進課 ◎

10:00 都市計画道路千秋広面線　手形陸橋完成式 秋田市千秋城下町（秋田市） 都市計画課 ◎

13:30 秋田大学医療フォーラム 秋田ビューホテル（秋田市） 健康づくり推進課

14:00 第４１回むし歯予防全国大会 in AKITA
秋田拠点センターアルヴェ（秋
田市）

健康づくり推進課

10:00 家族の日フォーラム＆ふれあいカードフェア 秋田テルサ（秋田市）
次世代・女性活躍支援
課

◎

15:00 環境あきた県民塾修了式
由利本荘市文化交流館カダー
レ

温暖化対策課

18 月

13:00 市町村間連携促進セミナー 秋田キャッスルホテル（秋田市） 市町村課

13:00 秋田県民俗芸能功労者表彰式 県庁第二庁舎教育庁ホール 文化財保護室

16:00 令和２年度政府予算等に関する要望に係る意見交換会 都道府県会館（東京都） 総合政策課

終日 令和２年度政府予算等に関する要望活動 各省庁（東京都） 総合政策課

11:00 秋田県高齢者生きがい活動支援団体表彰 県庁第一応接室 長寿社会課

13:00 秋田ふきのとう県民運動大会 県生涯学習センター（秋田市） 保健・疾病対策課 ○

19:00 動き出す商店街プロジェクト公開プレゼンテーション ヤマキウ南倉庫（秋田市） 商業貿易課 ○

13:00
北海道・東北ブロック相談支援専門員等研修秋田県大
会

秋田ビューホテル（秋田市） 障害福祉課

15:00 令和元年度第２回秋田県・市町村協働政策会議 秋田キャッスルホテル（秋田市） 市町村課

16:20 令和元年度知事と市町村長との行政懇談会 秋田キャッスルホテル（秋田市） 市町村課

10:30 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 ○

13:30 市町村間連携促進セミナー プラザ杉の子（大館市） 市町村課

23 土 9:00 学力向上フォーラム 大曲小学校他（大仙市） 義務教育課 ○

24 日

11:00 令和元年度環境・保健事業功労者表彰式 県正庁
健康づくり推進課
生活衛生課

14:00 令和元年度第2回市町村・消防本部防災担当課長会議
県庁第二庁舎4階災害対策本
部室

総合防災課

16:00 令和元年度知事と市町村議会議長との行政懇談会 秋田県市町村会館（秋田市） 市町村課

9:15 言語活動指導者養成研修（～２９日） 県総合教育センター（潟上市） 教育庁総務課

14:30 令和元年度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

27 水

28 木

29 金 16:00 秋田県中学校体育連盟創立７０周年記念式典・祝賀会 秋田ビューホテル（秋田市） 保健体育課

14:00 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 ○

14:45 桜庭和志氏　スポーツ大使就任式 秋田市文化会館 スポーツ振興課

15 金

16 土

17 日

19 火

20 水

21 木

22 金

25 月

26 火

30 土


