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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 若者採用支援の専門家派遣先企業を募集します 

 

県では、繊維・窯業の中小企業に若者採用支援の専門家を派遣し、 

採用成功に向けたコンサルティングを実施するとともに、採用活動 

に使用できるツールの作成等により、効果的な採用活動を支援する 

事業を実施します。この度、本事業の支援希望企業を募集します。 

（無料） 

 

・派遣回数：9月～平成 31 年 1月までの間で、1社当たり 3回から 4回程度 



      （各回 2時間程度） 

・対象：若者の正社員採用に課題を抱えている県内の繊維工業及び 

    窯業・土石製品製造業の中小企業 

・定員：12 社（申込多数の場合選定） 

・申込期限：8月 24 日（金） 

 

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

 

◎産業振興課 繊維・窯業・生活産業グループ  

 電話 052-954-6341 

 

★２ 「イクボスセミナー」の受講者を募集します 

 

県では、組織でのより良い「チーム作り」をテーマに、何を知り、 

どのように実践していけばよいのか、講義にグループワークを取り 

入れながら学ぶセミナーを開催します。（無料） 

 

・日時：10 月 3 日（水）13:30～16:30 

・場所：岩倉市生涯学習センター 研修室 1（サクランド岩倉 2階） 

    （岩倉市） 

・定員：30 名（先着順） 

・申込期限：9月 26 日（水） 

 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/owari/0000087864.html 

 

◎尾張県民事務所 産業労働課 産業労働グループ 

 電話 052-961-8346 

 

★３ 「オカビズゼミ」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、創業をテーマに、小規模で、 

参加者同士の交流や学びを重視した「オカビズゼミ」を開催しま 

す。（無料） 

 

・日時：第 2回 8月 20 日（月）14:00～16:00 

    第 3 回 9月 22 日（土）14:00～16:00 



・場所：岡崎市図書館 交流プラザ・りぶら 2階 

    OKa-Biz 相談スペース（岡崎市） 

・定員：各回 8名（応募者多数の場合は抽選） 

・申込期限：第 2回 8 月 13 日（月） 

      第 3 回 9 月 15 日（土） 

 

http://www.oka-biz.net/seminar/entry-549.html（第 2回） 

http://www.oka-biz.net/seminar/entry-550.html（第 3回） 

 

◎岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz 

 電話 0564-26-2231 

 

★４ 「さらなる成長を目指す労務・人事セミナー」の参加者を 

   募集します 

 

愛知県雇用労働相談センターでは、変形労働時間制の基本的事項と 

「副業・兼業」の労務管理上の留意点について専門家が解説するセ 

ミナーを開催します。また、雇用・労働に関するお悩み・ご相談の 

ある方は、セミナー終了後に専門家に直接相談することができます。 

（無料） 

 

・日時：8月 30 日（木）13:30～16:30 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）9階 902 会議室  

    （名古屋市中村区） 

・定員：80 名（先着順・要事前申込） 

 

https://aichi-elcc.jp/seminar/3540/ 

 

◎愛知県雇用労働相談センター 

 電話 0120-544-610 

 

★５ 「女性役員育成研修」の参加者を募集します 

 

内閣府では、執行を担う内部登用による役員候補、及び、監督を行う 

社外取締役候補となる女性が役員として活躍するために自覚と意識を 

持ち、必要な知識を習得するための研修を開催します。（無料） 



 

・日時：第 1回 9月 25 日（火）16:00～20:30 

    第 2 回 10 月 25 日（木）17:30～20:30 

    第 3 回 11 月 20 日（火）17:30～20:30 

    第 4 回 12 月 17 日（月）16:30～20:30 

    第 5 回 平成 31年    月 11 日（金）17:30～20:30 

    フォローアップ研修 平成 31年 2月 5日（火）17:30～21:00 

・場所：愛知産業労働センター（ウインクあいち）（名古屋市中村区） 

・定員：30 名（先着順） 

・申込期限：8月 31 日（金） 

 

http://joseiyakuin-kenshu.jp/ 

 

◎（公財）日本生産性本部 社会政策部 

 電話 03-3511-4006 

 

★６ 「平成 30 年度 第 1回 アスベスト対策に関する講習会」の参加 

   者を募集します 

 

県では、建築物等の解体作業を行う時に、アスベストを大気中に飛散 

させず、適切な措置をとることを目的として、アスベストの飛散防止 

対策等に関する講習会を、今年度 3回開催します。第 1回のテーマは 

「建築物の解体工事における事前調査について」です。（無料） 

 

・日時：9月 3日（月）13:00～15:30 

・場所：伏見ライフプラザ 5階 鯱城ホール（名古屋市中区） 

・定員：300 名（先着順） 

・申込期限：8月 29 日（水） 

 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/3001asbest-koshukai.html 

 

◎水大気環境課 大気規制グループ 

 電話 052-954-6215 

 

★７ 「フロン類排出抑制対策に関する講習会」の参加者を募集します 

 



県では、オゾン層保護の重要性を認識するとともに、地球温暖化防止の 

取組を進めていただくための講習会を開催します。（無料） 

 

・日時：第 1回 9月 4日（火）14:00～16:00 

    第 2 回 10 月 15 日（月）14:00～16:00 

・場所：第 1回 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

        10 階 1001 会議室（名古屋市中村区） 

    第 2 回 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

        10 階 1002 会議室（名古屋市中村区） 

・対象：第 1回 業務用冷凍空調機器の管理者、一般県民等 

    第 2 回 フロン類充填回収業者、冷凍空調機器の設備施工・保守・ 

        メンテナンス業者、その他フロン類に係る関係者等 

・定員：各回 150 名（先着順） 

・申込期限：各開催日の 1週間前 

 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/30furonkosyukai.html 

  

◎水大気環境課 大気規制グループ 

 電話 052-954-6215 
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