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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 「若者人材確保強化セミナー」の参加者を募集します 

 

県では、企業における人手不足が深刻な課題となる中、繊維・窯業を始めと 

する地場産業企業の人材確保を支援するため、採用活動で伝えるべき自社の 

魅力とその伝え方を再確認していただくセミナーを開催します。（無料） 

 

・日時：2月 27 日（水）14:00～16:00 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12 階 1207 会議室 



    （名古屋市中村区） 

・定員：30 名（先着順） 

・申込期限：2月 25 日（月） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/jinzaikakuho2.html 

 

◎地場産業若者人材確保支援事務局（(株)J＆Jヒューマンソリューションズ 

 中部事業部内（県委託先）） 

 電話 052-563-7331  

 

★２ 職場安全対策セミナー「ご安全に！安全対策で人材確保と定着を」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に、「職場の安全対 

策」をテーマとするセミナー（分科会）を開催します。本セミナーでは、安 

全対策において、製造業と共通項が多い建設業の危険体験設備を見学した後、 

製造業における安全対策の取組事例を紹介します。（無料） 

 

・日時：2月 27 日（水）13:30～16:00 

・場所：(株)トーエネック 安全創造館（名古屋市南区） 

・定員：30 名（先着順） 

・申込期限：2月 25 日（月） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/h30-bunkakai4.html 

 

◎産業振興課 基盤産業グループ 

 電話 052-954-6345 

 

★３ 平成 30年度労働講座の受講者を募集します～改正入管法と外国人雇用 

   のポイント～ 

 

県では、中小企業の事業主や人事労務担当者等を対象に、県内における外国 

人労働者の現状や、今年 4月に改正される「出入国管理及び難民認定法」の改 

正内容、外国人労働者の活用事例・トラブル事例等を解説するセミナーを開 

催します。（無料） 

 



・日時：3月 6日（水）13:30～16:30 

・場所：愛知県三の丸庁舎 8階 大会議室（名古屋市中区） 

・定員：100 名（先着順） 

・申込期限：2月 27 日（水） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/rodokoza310306.html 

 

◎労働福祉課 調査・啓発グループ 

 電話 052-954-6359 

 

★４ 「女性創業セミナー」の参加者を募集します  

 

県と愛知県信用保証協会では、創業を考えている女性や既に創業されてい 

る女性、創業や経営に興味のある女性を対象に、創業の基礎知識に関する 

講義、県内で活躍する先輩女性起業家の創業体験談の発表、交流会、個別 

相談会を内容とするセミナーを開催します。（無料） 

 

・日時：3月 16 日（土）13:00～16:30 

・場所：愛知県信用保証協会 本店 8階 会議室（名古屋市中村区） 

・定員：30 名（先着順） 

・申込期限：3月 13 日（水）正午（必着） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/womenomics/310130.html 

 

◎愛知県信用保証協会 女性創業者専用窓口 

 電話 0120-454-877 

 

★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、基本的な事項を分 

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：午前の部：9:30～12:00 

    午後の部：13:30～16:00 



    個別相談会：16:00～17:00 

＜1 回目＞ 

・開催日：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：170 名（先着順） 

・申込期限：2月 11 日（月） 

＜2回目＞ 

・開催日：3月 5日（火）（午後の部のみ） 

・場所：imy ホール 6階 第 3会議室（名古屋市東区） 

・定員：60 名（先着順） 

・申込期限：3月 4日（月） 

 

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 「CSR（企業の社会的責任）の知見を広め、リテラシーを高める CSR 検 

   定」を実施します 

 

サステナビリティ経営と SDGs サポート事務局では、企業の CSR 担当者や関連 

業務の従事者を対象に、CSR に関わる世界の動きや背景についての理解を深め 

ることを目的とした CSR 検定（2級、3級）を実施します。さらに、CSR 検定 2級、 

3 級合格者及び 4月 21 日の CSR 検定受検予定の方を対象に、CSR リーダー会議を 

開催します。 

 

【CSR 検定】 

・日時：4月 21 日（日）10:00～（2級は 90分間、3級は 70 分間） 

・場所：愛知第 1会場（愛知県産業労働センター（ウインクあいち）11階 

    1104 会議室）（名古屋市中村区） 

    愛知第 2会場（刈谷市総合文化センター）（刈谷市） 

・申込期限：3月 22 日（金） 

【CSR リーダー会議】 

・日時：2月 21 日（木）18:00～20:00 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12 階 1209 会議室 

・定員：  名（先着順？） 



・申込期限：2月 17 日（日） 

 

https://www.csr-today.biz/exam/（CSR 検定） 

http://pooh.planet.bindcloud.jp/pg1874309.html（CSR リーダー会議） 

 

◎サステナビリティ経営と SDGs サポート事務局 

 メール 愛知第 1会場、CSR リーダー会議 kenteinagoyacsr@gmail.com 

      愛知第 2会場 csr-kentei@plapla.com 

 

☆☆お知らせ☆☆ 

☆６ 県内大学・短大生の就職内定率(12 月末)は、対前年比 1.8 ポイント上 

   昇の 87.3％ 

 

県では、平成 6年度より県内大学・短大の学生の就職状況を調査しています。 

この度、平成 31 年 3 月卒業予定者の平成 30年 12月末現在の就職内定状況をと 

りまとめましたのでお知らせします。 

 

・大学・短大計の就職内定率 87.3％（対前年比 1.8 ポイント上昇） 

・大学卒業予定者の就職内定率 87.6％（対前年比 1.8ポイント上昇） 

・短大卒業予定者の就職内定率 83.1％（対前年比 0.5ポイント上昇） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2018-naiteiritsu201812.html 

 

◎就業促進課 若年者雇用対策グループ 

 電話 052-954-6366 
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