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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 セミナー「自動車産業の多様な人材活用を考える！！」の参加者を 

      募集します 

 

県では、自動車に関連する中堅・中小製造業の方を対象として、「人材確保」 



を主なテーマとするセミナー（分科会）を開催します。（無料） 

 

・日時：12 月 3 日（月）14:00～16:00 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）10 階 1008 会議室 

    （名古屋市中村区） 

・定員：30 名（先着順） 

・申込期限：12 月 3 日（月）正午 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/h30-bunkakai1.html 

 

◎産業振興課 基盤産業グループ 

 電話 052-954-6345 

    

★２ 愛知県・JAXA 連携協力事業「平成 30年度航空機技術オープンイノベー 

   ションセミナー」の参加者を募集します 

 

県では、（国研）宇宙航空研究開発機構（JAXA）と連携し、航空機技術の最新 

の動向をお伝えするセミナーを開催します。（無料、懇親会 1,000 円） 

 

・日時：12 月 13 日（木）14:00～19:00（懇親会 17:30～19:00） 

・場所：栄ガスビル 栄ガスホール（名古屋市中区） 

・定員：150 名（先着順） 

・申込期限：12 月 6 日（木） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/aichijaxaflight.html 

 

◎産業振興課 次世代産業室 次世代産業第一グループ 

 電話 052-954-6349 

 

★３ ～若者の職場定着に取り組む県内企業向け～「合同企業説明会」出展 

   企業を募集します 

 

県では、育成システムの改善、やりがい・働きやすさの追求、入社前後の 

ギャップ解消など、若者が定着するための取組を行っている企業を対象に、 

採用活動を支援するため、そのような企業で働きたいと考えている若者 

（主に第 2新卒者等）とのマッチングを行うため合同企業説明会を開催し 



ます。（出展料無料） 

 

・日時：平成 31 年 1 月 11 日（金）、12日（土）13:30～16:30 

・場所：名古屋国際会議場 1号館イベントホール  

    名大社「転職フェア」内特設ブース 

・定員：20 社程度（申込み多数の場合は、選定基準として、ユースエール 

    企業、若者応援宣言企業、愛知県ファミリー・フレンドリー企業等 

    を優先） 

・申込期限：12 月 6 日（木） 

※出展に関する説明等があるため、事前勉強会の出席が必須 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/gousetsu30.html 

 

◎労働福祉課 施設・調整グループ 

 電話 052-954-6358 

 

★４ 「Connected Industries 講演会（名古屋）」の参加者を募集します 

 

ロボット革命イニシアティブ協議会では、「Connected Industries」が社会 

や経済にどのような影響を与えるのか、その実現に向けて何をすべきか、行 

政・企業・支援機関等だけでなく社会の様々な主体がどう取り組むべきかを 

中小製造業の取組みを例に考える講演会を開催します。（無料） 

 

・日時：12 月 11 日（火）14:00～16:30 

・場所：TKP ガーデンシティ PREMINUM 名駅西口 2階 ベガ（名古屋市中村区） 

 

https://www.jmfrri.gr.jp/event_seminar/1001.html 

 

◎ロボット革命イニシアティブ協議会(RRI)   

 電話 03-3434-6571 

 

★５ 「平成 30 年度 第 2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、アスベストが使用されている建築物等の解体作業の際に、アスベス 

トを大気中に飛散させず、大気汚染防止法等に基づき適切な措置がとられる 



よう、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回開催してお 

り、この度、第 2回講習会を開催します。（無料） 

 

・日時：12 月 20 日（木）13:30～16:00 

・場所：刈谷市産業振興センター 小ホール（刈谷市） 

・定員：250 名（先着順） 

・申込期限：12 月 14 日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/3002asbest-koshukai.html 

 

◎水大気環境課 大気規制グループ 

 電話 052-954-6215 

 

★６ 愛知県「外国人留学生と企業の交流会 2018」の参加企業を募集します 

 

県では、県内の大学等で学ぶ外国人留学生が卒業・修了後に県内企業に就職 

し、本地域で活躍していただけるよう、「留学生就職・地域定着促進事業」 

を実施しており、この度、県内企業と県内で学ぶ外国人留学生との交流会を 

開催します。（第一部は無料、第二部は 1,000 円） 

 

・日時：12 月 15 日（土）13:30～17:30 

・場所：名古屋大学（名古屋市千種区） 

    第一部 名古屋大学アジア法交流館（CALE） 

        アジアコミュニティフォーラム 

    第二部 名古屋大学消費生活協同組合「キッチンフレンドリィ南部」 

・定員：70 名（先着順） 

・申込期限：12 月 7 日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai/20181215meeting.html 

 

◎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 

 

★７ 「国際産官学連携ワークショップ～AI と環境・産業技術の未来～」の 

   参加者を募集します 

 



中部大学では、中国・同済大学、タイ・チュラロンコン大学等の AI・IoT の研 

究者による講演、アリババ、上海蔚来汽車有限公司等による AI・IoT のプロジ 

ェクトや戦略についての発表、中部大学の IT 系の学生も多数参加する、情報 

交換及び交流を内容とするワークショップを行います。（無料・ただし、レセ 

プション、交流会は各 5,000 円） 

 

・日時：12 月 3 日（月）～5日（水） 

・場所：中部大学春日井キャンパス 不言実行館 アクティブホール 

 

https://www3.chubu.ac.jp/china_affairs/news/24180/ 

 

◎中部大学 研究戦略部門 中国連携推進室  

 電話 0568-51-9560 

 

☆☆お知らせ☆☆ 

☆８ 軽減税率対策補助金のご案内 

 

2019 年 10 月 1日から消費税率が 10%に引き上げられ、同時に消費税軽減税率制度 

が実施されることを受け、中小企業庁では、中小・小規模事業者に対し、複数 

税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等が必要となる場合に、本経費 

の一部を補助する制度を実施しております。詳しくは、以下 URL をご確認くだ 

さい。 

 

http://kzt-hojo.jp/ 

 

◎軽減税率対策補助金事務局  

 電話 0570-081-222 

 

━━━━━━━━━━━━━━━ 

（あいち産業労働ニュース増刊号） 

◆編集・発行 

愛知県産業労働部 産業労働政策課 広報・企画調整グループ 

TEL:052-954-6330 

Email:sanronews@pref.aichi.lg.jp 

◆メールマガジンの登録、変更、解除はこちらから 

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/sanro-seisaku/0000048086.html 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


