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産業労働に関するイベント等の情報をお知らせします。 

各事業の詳細は、ホームページでご確認ください。 

 

 【目次】 

********************************************************** 

★★公募・募集★★  

★１ 「タイ・プラスワンセミナー～カンボジア・ラオスの魅力～」 

       の参加者を募集します 

★２ 平成 30年度愛知県複合技能士称揚状の交付申請を受け付けます 

★３ 若者職場定着支援のためのアドバイザーを利用する企業を募集 

      します 

★４ 「平成 30 年度研究開発助成金（第 1回）」の応募受付中です 

★５ 人材育成セミナー「指導者研修－部下指導の効果的な進め方」の 

   参加者を募集します 

★６ 「中堅リーダー社員 管理能力向上研修（2日間コース）」の参 

   加者を募集します 

★７ 「OKa-Biz 実践セミナー」の参加者を募集します 

★８ 「下請取引適正化推進セミナー・基礎コース」の参加者を募集 

   します 

********************************************************** 

★★公募・募集★★  

★１ 「タイ・プラスワンセミナー～カンボジア・ラオスの魅力～」 

       の参加者を募集します 

 

県では、県内企業及び事業者の方々に、安定した経済成長を続けてい 

るアセアンにおける新たな投資先として、カンボジア・ラオスの魅力 



を知っていただくためのセミナーを開催します。本セミナーでは、 

（独）日本貿易振興機構(ジェトロ)、損害保険会社等から講師をお招 

きし、両国市場の特徴や留意点、ビジネス展開の事例等、最新情報を 

提供します。（無料） 

 

・日時：6月 15 日（金）13:30～17:15 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

    18 階 セミナールーム（名古屋市中村区） 

・定員：80 名（先着順） 

・申込期限：6月 12 日（火）16:00 

 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/tai-plus-one-seminar.html 

  

◎産業立地通商課 海外展開支援グループ 

 電話 052-533-6650 

 

★２ 平成 30年度愛知県複合技能士称揚状の交付申請を受け付けます 

 

県では、技能者の技能水準の向上や技能の変革に対応できる技能者の育 

成を図るため、職業能力開発促進法に基づき実施されている技能検定に 

おいて、1級又は単一等級に合格した方のうち、複数職種（作業）の技能 

検定に合格した方を対象に、「愛知県複合技能士称揚状」を交付してい 

ます。この度、今年度の交付申請を受け付けます。 

 

・対象：県内に在住または在勤で、称揚基準を満たす方のうち、過去に 

    称揚状の交付を受けていない方（称揚基準の詳細は以下 URL 参照） 

・申請方法：郵送又は持参 

・申請期限：6月 30 日（土）【当日消印有効】（持参の場合は 6月 29 日 17:00） 

 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/fukugou.html 

 

◎産業人材育成課 技能振興グループ 

 電話 052-954-6375 

 

★３ 若者職場定着支援のためのアドバイザーを利用する企業を募集します 

 



県では、社員が長く職場に定着できるよう、働きやすく働きがいのある「魅 

力ある職場」づくりの取組を進めるため、各企業に適した定着のための取組 

をアドバイスする社会保険労務士等の専門家を派遣し、企業の実情、課題に 

応じた支援を行います。 

 

・対象：県内の自動車産業・地域創生産業・観光集客産業の企業の内、以下 

    のいずれかに該当する企業 

    ①県が実施する若者職場定着支援事業に参加した実績のある企業 

    ②若者の職場定着に取り組む企業（予定を含む）  

・派遣回数：1企業 3回まで 

・申込期限：平成 31 年 3月 1 日（金） 

・派遣期限：平成 31 年 3月 29 日（金） 

 

http://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/adobaizahaken.html 

 

◎労働福祉課 施設・調整グループ 

 電話 052-954-6358 

 

★４ 「平成 30 年度研究開発助成金（第 1回）」の応募受付中です 

 

（公財）三菱 UFJ 技術育成財団では、技術指向型の中小企業の育成を通じて、 

我が国産業の発展、中小企業の経営高度化に貢献することを目的として、新 

技術、新製品などの研究開発に対する助成金の交付事業を行っています。現 

在、平成 30 年度の第 1回公募を行っております。 

 

・対象企業：新技術・新製品などの研究開発を行う、設立・創業後もしくは 

      新規事業進出後 5年以内の中小企業又は個人事業者 

・対象プロジェクト：現在の技術から見て新規性のある機械、システム、製 

          品などの開発で、原則 2年以内に事業可能なプロジェクト 

・助成金額：1プロジェクトにつき 300 万円以内、又は研究開発対象費用の 1/2 

      以内 

・申込期間：4月 1日（日）～5月 31 日（木） 

 

http://www.mutech.or.jp/subsidy/ 

 

◎（公財）三菱 UFJ技術育成財団 



 電話 03-5730-0338 

 

★５ 人材育成セミナー「指導者研修－部下指導の効果的な進め方」の 

   参加者を募集します 

 

（一社）愛知県情報サービス産業協会（AiA）では、人事・教育担当の方 

や部下を指導育成される方を対象とした人材育成セミナーを開催します。 

※1回目と 2回目は同じ内容です。申込みの際、ご希望の回をお知らせく 

 ださい。 

 

・日時：1回目 6月 26 日（火）9:30～16:30 

    2 回目 7月 18 日（水）9:30～16:30 

・場所：1回目 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

        12 階 1208 会議室（名古屋市中村区） 

    2 回目 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

        11 階 1108 会議室（名古屋市中村区） 

・対象：入社 10 年以内で、初めて後輩の指導・育成を担当する社員 

・定員：各回 30 名（定員超過の場合、別途調整） 

・参加費：10,000 円（AiA 会員は 5,000 円） 

・申込期限：5月 25 日（金） 

 

http://www.aia.or.jp/event_seminar/detail.php?id=648（1回目） 

http://www.aia.or.jp/event_seminar/detail.php?id=649（2回目） 

 

◎（一社）愛知県情報サービス産業協会 事務局 

 電話 052-219-0546 

 

★６ 「中堅リーダー社員 管理能力向上研修（2日間コース）」の参 

   加者を募集します 

 

（一社）愛知県情報サービス産業協会（AiA）では、チームメンバーを 

実際に統率管理していく中堅リーダー社員の管理・指導能力を高める 

研修と、参加者の意見交換の場として懇親会を開催します。 

※1回目と 2回目は同じ内容です。申込みの際、ご希望の回をお知らせく 

 ださい。 

 



・日時：1回目  7月 24 日（火）、30 日（月）9:30～16:40 

    2 回目  9月 12 日（水）、13 日（木）9:30～16:40 

・場所：1回目 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

        12 階 1208 会議室（名古屋市中村区） 

    2 回目 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

        12 階 1207 会議室（名古屋市中村区） 

・参加対象：初めて部下をもった主任・係長クラス 

・定員：各回 30 名（定員超過の場合、別途調整） 

・参加費：24,000 円（AiA 会員は 14,000 円） 

     ※懇親会費用を含む 

・申込期限：6月 1日（金） 

 

http://www.aia.or.jp/event_seminar/detail.php?id=650（1回目） 

http://www.aia.or.jp/event_seminar/detail.php?id=652（2回目）  

 

◎（一社）愛知県情報サービス産業協会 事務局 

 電話 052-219-0546 

 

★７ 「OKa-Biz 実践セミナー」の参加者を募集します 

 

岡崎ビジネスサポートセンターでは、(株)ぺライチの創業者の山下翔一 

氏をお迎えし、インターネットが浸透した現代のマーケティング・ウェ 

ブ事情や、無料ホームページ作成ツール「ぺライチ」の活用法、成功事 

例についてお話いただくセミナーを開催します。（無料） 

 

・日時：6月 12 日（火）18:30～20:30 

・場所：岡崎市図書館交流プラザ・りぶら 3階 会議室（岡崎市） 

・定員：70 名（先着順・要事前申込） 

 

http://kokucheese.com/event/index/515770 

 

◎岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz 

 電話 0564-26-2231 

 

★８ 「価格交渉サポートセミナー」の参加者を募集します 

 



（公財）全国中小企業取引振興協会では、下請等中小企業が取引先との 

価格交渉を行う際に、あらかじめ知っておくべき基本的な法律の知識や、 

交渉力アップに向けてのノウハウ等について、分かりやすく説明するセ 

ミナーを開催します。（無料） 

 

・日時：6月 25 日（月）14:30～16:30 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

    12 階 1207 会議室（名古屋市中村区） 

・定員：50 名（先着順・要事前申込） 

・受講料：12,400 円（税込、テキスト代含む） 

 

http://www.zenkyo.or.jp/kakakusupport/inmdex.htm 

 

◎（公財）全国中小企業取引振興協会 

 電話 03-5541-6688 
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