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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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☆☆お知らせ☆☆ 

☆１ 愛知県感染防止対策協力金（11月 29日～12月 17日実施分）の申請受付について 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各業界団体等が作成した感染拡大予防の業種別

ガイドラインを遵守している事業者で、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※

を実施した事業者に対し、愛知県感染防止対策協力金（11月 29日～12月 17日実施分）を

交付します。 

※営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。 

 



・要請期間：11月 29 日（日）～12月 17日（木） 

・支給額：1事業者 1 日当たり 2万円 最大 38万円（要請に応じた日数分を交付） 

・対象要件：1. 対象エリア（名古屋市中区栄･錦地区）に所在し、営業時間短縮要請を受け

た施設を運営する中小事業者等 

        ※県外に本社がある事業者も対象 

      2. 業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録、ＰＲステ

ッカーとポスター掲示を行っていること 

      3. 営業時間を 5 時～21 時に短縮すること（従前より 5 時～21 時の間のみ営

業している場合は対象外） 

・申請受付期間：2020年 12月 21日（月）～2021年 2月 1日（月）（当日消印有効） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin3.html 

 

◎県民相談窓口（コールセンター） 

 電話 052-228-7310 （12/21（月）9:00から開設） 

052-954-7453 （12/20（日）まで） 

 

☆２ 愛知県感染防止対策協力金（12月 18日～1月 11日実施分）の実施について 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各業界団体等が作成した感染拡大予防の業種別

ガイドラインを遵守している事業者で、県の営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮※

を実施した事業者に対し、愛知県感染防止対策協力金（12月 18日～1月 11 日実施分）を交

付します。 

※営業時間短縮には感染防止対策のため終日休業した場合も含む。 

 

・対象期間：2020年 12月 18日（金）～2021年 1月 11日（月） 

・支給額：1店舗 1日当たり※4万円 最大 100万円（要請に応じた日数分を交付） 

※「愛知県感染防止対策協力金（11月 29日～12月 17日実施分）」（栄・錦地区を対象）の

「１事業者１日当たり」から変更。 

・対象要件：1. 愛知県内に所在し、営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者

等 

※県外に本社がある事業者も対象 

      2. 業種別ガイドラインを遵守し、「安全・安心宣言施設」への登録、ＰＲステ

ッカーとポスター掲示を行っていること 

      3. 営業時間を 5 時～21 時に短縮すること（従前より 5 時～21 時の間のみ営

業している場合は対象外） 

 



https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin2.html 

 

◎県民相談窓口（コールセンター） 

 電話 052-954-7453 

 

☆３ 愛知県の特定最低賃金が改定されます 

 

愛知県では、県内で適用される最低賃金のうち、特定の産業に適用される「特定最低賃金」

が 12月 16日から以下のとおり改定されます。なお、特定の産業に該当しない場合は、地域

別最低賃金の 927円が適用されます。 

 

【特定最低賃金（1時間）】 

・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業：976円 

・はん用機械器具､生産用機械器具､業務用機械器具製造業：948円 

・輸送用機械器具製造業：957円 

・自動車（新車）小売業：943円 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-

roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saiteichingin.

html 

 

◎最寄りの愛知労働局労働基準監督署（以下 URLよりご確認ください。） 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/kantoku/kantoku.html 

 

★★公募・募集★★ 

★４ 「あいち・なごやオープンイノベーションフォーラム『ウチから殻を打ち破る』」と

「海外スタートアップビジネスマッチング inあいち・なごや」（Web開催）の参加者を募集

します 

 

県と名古屋市では、地域の支援機関と連携して「あいち・なごやスタートアップ海外連携促

進コンソーシアム」を設立し、地域一体となって県内企業と海外スタートアップの協業を支

援しています。この度、モノづくり関連企業等と海外スタートアップとのオープンイノベー

ションに係る取組の講演等行うフォーラムや、ビジネスマッチングイベントを開催します。

（無料） 

 

【あいち・なごやオープンイノベーションフォーラム「ウチから殻を打ち破る」】 

・日時：2021年 1月 22日（金）14：30～16：45 



・場所：名古屋マリオットアソシアホテル 16階 タワーズボールルーム（名古屋市中村区） 

・定員：100名 

・申込期限：2021年 1月 20日（水）正午 

 

【海外スタートアップビジネスマッチング inあいち・なごや～IoT×モノづくり～】 

・日程：2021年 1月 29日（金）、2月 5日（金）・12日（金）・19日（金）・25日（木） 

・開催方法：オンライン開催（Zoomを使用予定） 

・申込期限：1月 29日開催分 1月 25日（月）正午 

その他     開催日の 1週間前正午 

 

https://www.aichi-nagoya-startups.jp/events/meeting/post_7.html 

 

◎あいち・なごやスタートアップ海外連携促進事業コンタクトポイント（ジェトロ名古屋内） 

電話 052-589-6211 

 

★５ 「愛知県産業立地・再投資促進セミナー」の参加者を募集します 

 

県では、県内企業の皆様の再投資を促進するため、「愛知県産業立地・再投資促進セミナー」

を開催します。愛知の立地環境の魅力や支援制度についてご理解を深めていただく機会と

なりますので、ぜひご参加ください。（無料） 

 

・日時：2021年 2月 10日（水）15：00～17：00 

・場所：名古屋国際センター 別棟ホール（名古屋市中村区） 

・定員：80名（先着順） 

・申込期限：2021年 1月 22日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/reinvest-2020.html 

 

◎産業立地通商課 立地指導・調整グループ 

 電話 052-954-6342 

 

★６ 第 4回実務担当者向け「テレワーク・スクール」の参加者を募集します 

 

県では、中小企業のテレワークの導入を促進するため、実務担当者を対象に、テレワークの

活用方法や導入プロセスを学ぶ「テレワーク・スクール」を開催します。集合型とオンライ

ンの同時開催で、テレワークの活用ポイントを解説するほか、集合型では、実際にパソコン

を操作してテレワークの体験も行います。（無料） 



 

・日時：1月 22日（金）14:00～16:00 

・場所：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） 

・定員：会場参加 20名／オンライン参加 100名（先着順） 

・申込期限：1月 15日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/2020-telework-school-04.html 

 

◎労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ 

 電話 052-954-6360 

 

★７ 「令和 2年度労働講座」の受講者を募集します 

 

県では、労働に関する法律、労務管理、労働安全衛生等について基礎的知識を提供すること

により、安定した労使関係を形成することを目的として、労働講座を開催します。（無料） 

 

【名古屋市開催】 

・日時：1月 21日（木）13:30～16:00 

・場所：愛知県三の丸庁舎 8階 大会議室 

・定員：60名（先着順） 

・申込期限：1月 14日（木） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/030121.html 

 

◎労働福祉課 調査・啓発グループ 

 電話 052-954-6359 

 

【新城市開催】 

・日時：1月 19日(火）13:30～16:30 

・場所：新城市商工会館 3階 大研修室 

・定員：40名（先着順） 

・申込期限：12月 25 日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinshiroshitara/roudoukouza2021.html 

 

◎新城設楽振興事務所 山村振興課 産業労働グループ 

 電話 0536-23-2116 



 

 

★８ 中小企業庁後援「下請法セミナー（オンライン講座）」の受講者を募集します 

 

（公財）全国中小企業振興機関協会では、下請取引の適正化をより一層推進するため、

取引の根幹をなす下請代金支払遅延等防止法（下請法）について事例や Q&Aを交えて分

かりやすく解説するオンライン形式のセミナーを開催します。（要事前申込み） 

 

・開催日程：2021年 1月 15日（金）・26日（火）、2月 5日（金）・16日（火）、 

3月 9日（火）・19日（金）※開催時間は各日とも 13:00～16:00 

・講義内容：下請法の概要、取引の内容による適用範囲、取引の段階に応じた親事業者

の義務や禁止事項など 

・受講対象：資材、購買、調達などの外注取引業務を行う実務経験の浅い方など 

・講師：下請取引や企業法務に精通した経済産業省の下請代金検査官経験者 

・受講料：11,000円（税込み） 

 

http://www.zenkyo.or.jp/seminar/web.htm 

 

◎（公財）全国中小企業振興機関協会 下請法セミナー係 

電話 03-5541-6688 
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◆編集・配信 

愛知県経済産業局 産業政策課 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 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/0000048086.html 
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