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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。 
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★★公募・募集★★  

★１ 「就職ミニ説明会（第 1回～第 3回）」の参加企業を募集します 

 

県では、愛知労働局と連携し、平成 31年 3月卒業予定の大学生等や 45 歳未 

満の若年求職者の就職を支援するとともに、採用意欲のある企業の人材確 

保を図るため、三河地域において「就職ミニ説明会（第 1回～第 3 回）」を 

開催します。（無料） 

 



・定員：各回 8社程度 

・申込期限：7月 13 日(金）16:00 

＜第 1回＞ 

・日時：9月 6日（木）14:00～16:00 

・場所：豊橋地方合同庁舎 6階 大会議室（豊橋市） 

＜第 2回＞ 

・日時：9月 12 日（水）10:00～12:00 

・場所：刈谷公共職業安定所 別棟会議室（刈谷市） 

＜第 3回＞ 

・日時：9月 19 日（水）10:00～12:00 

・場所：豊川公共職業安定所 2階 会議室  

 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2018-bosyu-minisetsu1.html 

 

◎就業促進課 若年者雇用対策グループ 

 電話 052-954-6366 

 

★２ あいち働き方改革サポートセミナー「ゼロからはじめる働き方改革」 

   の受講者を募集します 

 

県では、主に中小企業の人事労務担当者を対象とし、働き方改革の実現に向 

けた取組を支援するセミナー（導入講座、実践講座）を開催します。（無料・ 

先着順） 

 

・時間：各回 13:00～16:30 

・申込期限：各開催日の 1週間前 

＜名古屋会場＞ 

・開催日：7月 30日（月）、9月 10 日（月）、11月 12 日（月） 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）17 階 セミナールーム 

    （名古屋市中村区） 

・定員：各回 50 名 

＜岡崎会場＞ 

・開催日：8月 10日（金） 

・場所：西三河総合庁舎 10 階 大会議室 

・定員：50 名 

＜豊橋会場＞ 



・開催日：8月 22日（水） 

・場所：東三河総合庁舎 2階 大会議室 

・定員：30 名 

＜豊田会場＞ 

・開催日：9月 18日（火） 

・場所：豊田加茂総合庁舎別館 2階 第 1会議室 

・定員：30 名 

＜一宮会場＞ 

・開催日：10月 5日（金） 

・場所：尾張一宮駅前ビル（iビル）2階 大会議室 

・定員 30名 

＜津島会場＞ 

・開催日：11月 19日（月） 

・場所：海部総合庁舎 4階 401 会議室 

・定員：30 名 

＜半田会場＞ 

・開催日：11月 30日（金） 

・場所：知多総合庁舎 3階 大会議室 

・定員：30 名 

 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/hatarakikatakaikaku-saposemi.html 

 

◎労働福祉課 労使関係グループ 

 電話 052-954-6361 

 

★３ 「平成 30 年度愛知ブランド企業」を募集します 

 

県では、県内製造業の実力を広くアピールするため、オンリーワンやシェア 

トップなど、世界に誇る独自の技術や製品を持つ優れたモノづくり企業を 

「愛知ブランド企業」として認定しています。この度、今年度の認定企業を 

募集します。 

 

・申請資格：(1)愛知県内に本社又は工場を有する製造企業（大企業、中小企 

       業を問いません。） 

      (2)その他  

       ・暴力団員が役員となっている事業者でないこと 



       ・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者でないこと 

       ・国税及び地方税の未納がないこと 

・認定基準：(1) 理念、経営トップのリーダーシップ 

      (2) 人の活性化 

      (3) 業務プロセスの効率化、革新 

      (4) コア・コンピタンス（技術、製品、プロセス等における独自 

        の強み） 

      (5) 顧客との関連性の質、深度を高める顧客価値構築 

      (6) 社会、環境への配慮 

・認定期間：認定を受けた年度の翌年度の 4月 1日から 5年間（更新あり） 

・申請期限：7月 31 日（火） 

 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/aichi-brand-bosyuu30.html 

 

◎産業振興課 基盤産業グループ 

 電話 052-954-6345 

 

★４ 「休日パテントセミナー2018 in 刈谷」の参加者を募集します 

 

県では、多様で幅広い知的財産に関する取組を進めるため、日本弁理士 

会東海支部、刈谷市及び刈谷商工会議所との共催で、専門家である弁理 

士が知的財産について実例を交えて分かりやすく説明する 3回シリーズの 

セミナーを開催します。（無料） 

 

・日時：第 1回 8月 25 日（土）13:30～16:00 

    第 2 回 9月 1日（土）13:30～16:00 

    第 3 回 9月 8日（土）13:30～16:00 

・場所：刈谷市産業振興センター6階 603 会議室（刈谷市） 

・定員：各回 60 名（先着順・単回での受講も可） 

・申込期限：各回開催日の 2日前必着 

 

http://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/kyujitsu2018.html 

  

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ 

 電話 052-954-6370 

 



★５ 「OKa-Biz チャレンジセミナー」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、ヤフー(株)にて次世代リーダーの教育 

を担い、グロービス経営大学院でリーダーシップ科目の教壇に立つ伊藤羊一 

氏をお招きし、経営者に必要な条件や、ビジネスモデルの成功に欠かせない 

こと、経営者として成長していくための秘訣についてお話しいただくセミナ 

ーを開催します。（無料） 

 

・日時：7月 20 日（金）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 

・定員：100 名（先着順・要事前申込）  

 

http://kokucheese.com/event/index/523071/ 

 

◎岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz 

 電話 0564-26-2231 

 

★６ 「JAXA 航空技術イノベーションチャレンジ 2018 Powered by DBJ」の募 

   集説明会を開催します 

 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）では、(株)日本政策投資銀行 

（DBJ）の協力のもと、世界の航空輸送や航空機利用、航空技術のイノベーション 

につながる新たな技術やアイディアを募集する「JAXA 航空技術イノベーション 

チャレンジ 2018 Powerd by DBJ」を実施します。このたび、提案者の募集にあ 

たって、募集説明会及び個別相談会を開催します。（無料） 

 

・日時：7月 23 日（月）14:00～15:00 

・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 

・定員：70 名（先着順・直接会場にお越しください） 

 

http://www.aero.jaxa.jp/collabo/public-invitation/challenge.html 

 

◎JAXA 航空技術部門次世代航空イノベーションハブ 

 電話 050-3362-6675 

 

☆☆施策☆☆ 



☆７ 平成 30年 4－6 月期中小企業景況調査結果 

   ～中小企業の景況感、足踏み～ 

 

今期は、採算 D.I.で前期実績を上回り、業況判断及び売上の各 D.I.で前期実 

績を下回りました。来期は、業況判断及び採算の各 D.I.で今期実績を上回り、 

売上 D.I.で今期実績を下回る見通しです。（全産業平均） 

 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/sanro-seisaku/keikyo300406.html 

 

◎産業労働政策課 広報・企画調整グループ 

 電話 052-954-6330 
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