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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 「シンクロトロン光計測入門講習会」の参加者を募集します 

 

知の拠点あいち内の「あいちシンクロトロン光センター」では、「X線 

吸収微細構造（XAFS）（※）」の解析に関心のある方を主な対象に、 

入門講習会と測定・解析実習を 2日に分けて行います。（無料） 

※XAFS：X線のエネルギーを連続的に変えながら試料に照射し、その際 

    に得られる吸収スペクトルを解析する方法 

 

・定員：各日 20 名（先着順・1日のみの参加可能） 

・申込期限：10 月 1 日（月） 

【入門講習会】 



・日時：10 月 15 日（月）10:00～17:30 

・場所：あいちシンクロトロン光センター2階 大会議室（瀬戸市） 

【測定・解析実習】  

・日時：10 月 16 日（火）10:00～17:30 

・場所：あいちシンクロトロン光センター1階 実験ホール（瀬戸市） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/h300904-synchro-seminar.html 

 

◎あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 

 電話 0561-76-8315   

 

★２ あいち人財力強化プロジェクト「あいち経営者人材育成塾（森岡 

   塾）」の参加者を募集します 

 

県では、中小企業の人材育成を促進するため、本県初の民間出身の副知 

事で、トヨタ自動車常務やトヨタホーム社長を歴任した森岡副知事を塾 

長として、人材育成の重要性を啓発し、意識改革を図る経営者人材育成 

塾を開催します。（無料） 

 

・場所：第 1回～第 3回 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） 

    第 4 回 愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

        12 階 1203 会議室 

・対象：従業員 100人以下程度の製造業、サービス業の中小企業経営者等 

・定員：各回 20 名程度（申込多数の場合は抽選・各回のみの参加も可） 

・申込期限：10 月 10 日（水） 

【第 1回】 

・日時：10 月 23 日（火）14:00～17:00 

【第 2回】 

・日時：11 月 12 日（月）14:00～17:00 

【第 3回】 

・日時：11 月 26 日（月）14:00～17:00 

【第 4回】 

・日時：平成 31 年 1 月 21 日（月）14:00～18:00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/30moriokajyuku.html 



 

◎産業人材育成課 人材育成グループ 

 電話 052-954-6365 

 

★３ 「人権を考える企業者のつどい」の参加者を募集します 

 

県では、企業の皆様に、企業の社会的責任として人権尊重の理念を再認識 

していただくとともに、働きやすく、信頼される企業づくりを進めていた 

だくことを目的として、「人権を考える企業者のつどい」を開催します。 

（無料） 

 

・日時：10 月 17 日（水）13:30～16:00 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）5階 小ホール 2 

    （名古屋市中村区） 

・定員：150 名（先着順） 

・申込期限：10 月 10 日（水） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/181017.html 

 

◎中小企業金融課 団体指導グループ 

 電話 052-954-6335 

 

★４ 「愛知県産業立地セミナー2018 IN 東京」の参加者を募集します 

 

県では、県内における新規立地や事業拡大につなげるため、首都圏の主要 

企業、外資系企業の皆様に、本県の優れた交通インフラ、厚い産業集積等 

の立地環境や、立地優遇施策等をご紹介するセミナー及び交流会を開催し 

ます。（無料） 

 

・日時：11 月 20 日（火）16:00～18:00 

・場所：グランドプリンスホテル高輪（東京都港区） 

・定員：200 名（申込み多数の場合は抽選） 

・申込期限：11 月 6 日（火） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/seminar-tokyo2018.html 

 



◎産業立地通商課 立地指導・調整グループ 

 電話 052-954-6342 

 

★５ 「あいち働き方改革サポートセミナー実践講座」の受講者を募集します 

 

県では、働き方改革の本来の目的を理解し、取り組んでいただくために、主 

に中小企業の人事労務担当者を対象とした講座を開催します。今回は、働き 

方改革の中でも「長時間労働の是正」「仕事と介護の両立支援」「テレワー 

ク」の 3つをテーマとした実践講座の参加者を募集します。（無料） 

 

・開催時間：13:00～16:30 

・申込期限：各開催日の 1週間前 

【長時間労働の是正】  

＜岡崎会場＞ 

・開催日：10月 31日（水） 

・場所：愛知県西三河総合庁舎 7階 701 会議室（岡崎市） 

・定員：50 名（先着順） 

＜豊橋会場＞ 

・開催日：12月 17日（月） 

・場所：愛知県東三河総合庁舎 2階 大会議室（豊橋市） 

・定員：30 名（先着順） 

＜名古屋会場＞ 

・開催日：平成 31年 1月 30 日（水） 

・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：50 名（先着順） 

【仕事と介護の両立支援】 

＜名古屋会場＞ 

・開催日：12月 12日（水） 

・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：50 名（先着順） 

＜岡崎会場＞ 

・開催日：平成 31年 1月 22 日（火） 

・場所：愛知県西三河総合庁舎 7階 701 会議室（岡崎市） 

・定員：50 名（先着順） 



【テレワーク】 

＜名古屋会場＞ 

・開催日：平成 31年 2月 4 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：50 名（先着順） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/hatarakikatakaikaku-saposemi2.html 

 

◎労働福祉課 労使関係グループ 

 電話 052-954-6361 

 

★６ 企業向けセミナー「グローバル人材養成講座」の参加者を募集します 

 

県では、国内外で人材確保の競争力が増す中、高度な外国人材の雇用価値を 

考えていただくため、専門家による高度グローバル人材の魅力や雇用事例、 

仕組みについて学んでいただく講座を開催します。（無料） 

 

・日時：10 月 17 日（水）13:30～16:30 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12 階 1202 会議室 

    （名古屋市中村区） 

・定員：80 名（先着順） 

・申込期限：10 月 16 日（火）17:00 

 

https://www.aichi-value.com/2018/company/seminar20181017 

 

◎愛知県「留学生就職・地域定着促進事業」運営事務局 

 電話 052-687-8810 
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