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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 「中小・小規模企業のための IT・IoT セミナー」の参加者を募集します 

 

県では、中小・小規模企業の IT・IoT 利活用の促進に向けて、基礎知識の向上 

や、成功事例を紹介するとともに、企業や支援機関の交流の場を提供する機 

会としていただくためのセミナーを県内の関係支援機関と連携して開催します。 

（無料） 

 

・日時：平成 31 年 1 月 30 日（水）14:00～18:30 

・場所：愛知県信用保証協会 8階 会議室（名古屋市中村区） 



・定員：100 名（先着順） 

・申込期限：平成 31 年 1月 23 日（水） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-pref-iot/iot-kouen14.html 

 

◎産業振興課 次世代産業室 次世代産業第二グループ 

 電話 052-954-6352 

    

★２ 「治療と仕事の両立支援フォーラム」の参加者を募集します 

 

県では、病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が仕事を理由とし 

て治療機会を逃すことなく、また、適切な治療を受けながら、生き生きと働き 

続けられる社会を目指すことを目的としたフォーラムを県内 3地域で開催します。 

（無料・先着順） 

 

・申込期限：各開催日の 1週間前 

＜名古屋＞ 

・日時：平成 31 年 1 月 23 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 1 

    （名古屋市中村区） 

・定員：100 名 

＜刈谷＞ 

・日時：平成 31 年 1 月 28 日（月）13:30～16:00 

・場所：刈谷市産業振興センター7階 小ホール（刈谷市） 

・定員：70 名 

＜豊橋＞ 

・日時：平成 31 年 2 月 6日（水）13:30～16:00 

・場所：アイプラザ豊橋 2階 小ホール（豊橋市） 

・定員：50 名 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/30forum.html 

 

◎労働福祉課 調査・啓発グループ 

 電話 052-954-6359 

 

★３ 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、「ガイアの夜明け」でも取り上げられる 

ほど注目を集める R65 不動産代表の山本遼氏を講師に迎え、社会や顧客のニーズ 

の掴み方や、これからのビジネスにとりいれるべき新たな視点を学ぶセミナー 

を開催します。（無料） 

 

・日時：平成 31 年 1 月 17 日（木）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：50 名（先着順・要事前申込） 

 

https://kokucheese.com/event/index/541578/ 

 

◎岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz 

 電話 0564-26-2231  

 

★４ 「ものづくり中小企業合同情報発信会（交流会）」の参加者を募集します 

 

中部経済産業局では、ものづくり中小企業等のグローバル競争力強化に向け、中 

小企業と高度外国人（特に日本での就職を希望する留学生）を結びつける事業と 

して、企業の経営層又は人事責任者を対象とした、留学生との交流会を開催しま 

す。（無料） 

 

・日時：平成 31 年 2 月 5日（火）13:00～15:00 

・場所：TKP 名駅桜通口カンファレンスセンター ホール 3D（名古屋市中村区） 

・定員：（定員が決められておりましたら、ご記載をお願いします） 

・申込期限：平成 31 年 1月 28 日（月） 

 

http://www.chubu.meti.go.jp/b32jinzai/jinzai_bank/gaikoku/301023eventzyoho.html 

 

◎中部経済産業局 地域経済課 地域人材政策室 

 電話 052-951-2731 

 

★５ 「労働契約等解説セミナー2018」の参加者を募集します 

 

厚生労働省では、労働者や事業主、人事労務担当等を対象に、安心して働くための 

労使をつなぐルールである「労働契約」について、基本的な事項をわかりやすく解 



説するセミナーを開催します。午後のセミナー終了後には、個別相談会も実施しま 

す。（無料） 

 

・時間：9:30～17:00 

＜1 回目＞ 

・開催日：平成 31年 1月 9 日（水） 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）9階 901 大会議室 

    （名古屋市中村区） 

・定員：（設けていればご記載をお願いします） 

・申込期限：（設けていればご記載をお願いします） 

＜2回目＞ 

・開催日：平成 31年 2月 12 日（火） 

・場所：imy ホール 4階 大会議室（名古屋市東区） 

・定員：（設けていればご記載をお願いします） 

・申込期限：（設けていればご記載をお願いします） 

 

http://partner.lec-jp.com/ti/working-time/ 

 

◎労働契約等解説セミナー2018 運営事務局（(株)東京リーガルマインド内） 

 電話 03-5913-6085 

 

★６ 「平成 30 年度 第 3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 3回講習会を開催します。（無料） 

 

・日時：平成 31 年 1 月 18 日（金）13:00～15:30 

・場所：中区役所ホール（名古屋市中区） 

・定員：300 名（先着順） 

・申込期限：平成 31 年 1月 15 日（火） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/3003asbest-koshukai.html 

 



◎水大気環境課 大気規制グループ 

 電話 052-954-6215 

 

★７ VOC・水銀排出抑制及び PCB 廃棄物の適正な処理促進に関するセミナーの 

   参加者を募集します 

 

県では、中部経済産業局等と共催で、大気汚染の原因物質である VOC（揮発性有 

機化合物）や水銀の排出抑制、PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の適正な処理 

の促進を図るため、VOC 取扱事業者・PCB 廃棄物保管事業者等を対象としたセミ 

ナーを開催します。（無料） 

 

・日時：平成 31 年 1 月 30 日（水）13:30～16:00 

・場所：中区役所ホール（名古屋市中区） 

・定員：300 名（先着順） 

・申込期限：平成 31 年 1月 15 日（火） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizutaiki/h30vochgseminar.html 

 

◎中部経済産業局 環境・リサイクル課 

 電話 052-951-2768 
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