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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 新型コロナウイルス感染症に関する「愛知県緊急事態措置」の発出について 

 

県では、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発出されたことを受け、「愛知

県緊急事態措置」の実施を決定しました。また、その一環として、県内全域を対象として実



施している営業時間短縮要請について、1 月 18 日（月）から要請の強化を実施するととも

に、協力金を拡充します。本県における緊急事態措置の実施に格段のご協力をいただくとと

もに、県民、事業者の皆様には、引き続き、感染拡大の防止に全力をあげていただくようお

願いします。 

 

＜愛知県緊急事態措置の対策＞ 

・営業時間短縮とガイドラインの徹底（飲食店等 20時、酒類は 19時まで） 

・テレワークの徹底等（出勤者数の 7割削減を目指す） 

・職場クラスターを防ぐ感染防止対策（特に休憩室等での注意周知） 

・イルミネーション等の早めの消灯（20時以降のネオンの消灯等） など 

 

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

 

◎県民相談総合窓口（コールセンター） 

 電話 052-954-7453 

 

☆２ 愛知県感染防止対策協力金（2020 年 11 月 29 日～12 月 17 日実施分）及び愛知県感

染防止対策協力金（2020年 12月 18日～2021年 1月 11日実施分）の申請を受付中です 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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を交付します。同協力金の申請を現在

受け付けておりますので、お知らせします。 

 

＜2020年 11月 29日～12月 17日実施分＞ 

・対象：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 

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 

・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） 

・申請期限：2021年 2月 1日（月）（当日消印有効） 

 

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

 

＜2020年 12月 18日～2021年 1月 11日実施分＞ 

・対象：1. 愛知県内の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 

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

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


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 

・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） 

・申請期限：2021年 2月 19日（金）（当日消印有効） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin4.html 

 

◎協力金専用コールセンター 

 電話 052-228-7310 

 

☆３ 愛知県感染防止対策協力金（2021年 1月 12日～2月 7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、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（2021年 1月 12日～2月 7日実施分）

を交付します。 

 

＜2021年 1月 12日～1月 17日実施分＞ 

・対象：1. 愛知県内の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 

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 

・支給額：1店舗 1日当たり 4万円 最大 24万円（要請に応じた日数分を交付） 

 

＜2021年 1月 18日～2月 7日実施分＞ 

・対象：1. 愛知県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する事業者（大企業を含む） 

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～20時に短縮すること 

・支給額：1店舗 1日当たり 6万円 最大 126万円（要請に応じた日数分を交付） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin210112.html 

 

◎県民相談窓口（コールセンター） 

 電話 052-954-7453 

 

☆４ 幅広い人材の採用、社員の再就職・出向を支援します 

 



（公財）産業雇用安定センターでは、人材有効活用の観点から、「失業なき労働移動」を目

指し、再就職・出向等を無料で支援しています。また、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、一時的に雇用過剰となっている企業から人手不足が生じている企業への異業種間の

在籍型出向の支援にも取り組んでいます。（無料） 

 

＜支援内容＞ 

・再就職・出向等の人材マッチング支援 

・人材育成・交流、キャリアステップアップのための出向支援 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となっている企業に対する出

向支援 など 

 

http://www.sangyokoyo.or.jp/ 

 

◎（公財）産業雇用安定センター 愛知事務所 

 電話 052-583-8876 

 

★★公募・募集★★ 

★５ Webセミナー「with コロナ時代における海外リスクマネジメントセミナー」の参加者

を募集します 

 

県では、国際ビジネスにおけるリスクマネジメントに詳しい講師をお招きし、基本的な危機

管理体制のあり方や、コロナ禍がもたらした変化と新たなリスク、企業に求められる対応な

ど、with コロナ時代を生き抜くための海外リスク対策について、事例を交えながらご紹介

するセミナーを開催します。（無料） 

 

・日時：2月 16日（火）14:00～15:30 

・開催方法：Webセミナー（Zoomによるライブ配信） 

・定員：50名（県内中小事業者優先・先着順） 

・申込期限：2月 9日（火）16：00 

 

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

 

◎産業立地通商課 海外展開支援グループ 

 電話 052-533-6650 

 

★６ 「あいち女性起業家・経営者支援プログラム COMPASS」Final DemoDay の参加者を募

集します 

http://www.sangyokoyo.or.jp/


 

県では、「あいち女性起業家・経営者支援プログラム COMPASS」に参加した 20名の女性起業

家・経営者が、事業内容とこれからの展開について発表する Final DemoDay（ファイナル デ

モデイ）をオンラインで開催します。女性起業家・経営者の事業と連携したい企業や個人の

方はもちろん、女性起業家のアイデアを一緒に実現したい方、本プログラムに関心のある方

など、多くの方の参加をお待ちしています。（参加費無料） 

 

・日時：2月 25日（木）13:30～16:30 

・開催方法：オンライン（Zoomを予定） 

・内容： 

（1）女性起業家によるプレゼンテーション 

（2）交流タイム：女性起業家と Final DemoDay 参加者の交流 

   ※Web でプレゼン会場と参加者とをつなぎます。女性起業家 20 名のブースを設け、

女性起業家、支援機関、関心のある企業や個人の方など、オンライン上で交流を行います。 

   ※プレゼンテーションを行う女性起業家・経営者のプロフィール 

https://sstartup.jp/compass/member/  

・定員：100名（先着順） 

・申込期限：2月 19日（金）17:00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/aichi-compass2020final.html 

 

◎産業政策課 広報・企画調整グループ 

 電話 052-954-6330 

 

★７ Webセミナー『まだ間に合う「同一労働同一賃金」対策セミナー』の参加者を募集し

ます 

 

県では、働き方改革の重要なテーマの一つである「同一労働同一賃金」について学んでいた

だけるセミナーを開催します。2021 年 4 月１日、中小企業にもパートタイム・有期雇用労

働法が適用されますが、施行が目前に迫る今、もう一度、その内容と対応を再確認し、４月

を迎えましょう。（無料） 

 

・日時：2月 22日（月）14:00～17:00 

・開催方法：Webセミナー（Zoomによるライブ形式） 

・定員：100名（先着順） 

・申込期限：2月 15日（月） 

 



https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawa/0000012512.html 

 

◎西三河県民事務所 産業労働課 豊田加茂産業労働・山村振興グループ 

 電話 0565-32-7498 

 

★８ 「ブレジャー推進セミナー ～ビジネス客を観光客へ ブレジャーで地域活性化～」を

開催します 

 

名古屋商工会議所と愛知・名古屋 MICE 推進協議会では、コロナ禍において「対面の価値」

が改めて見直されつつあるなか、ビジネス交流の多い愛知・名古屋で、MICE の見通しやビ

ジネス訪問者が、ビジネスの前後にレジャーを組み合わせる「ブレジャー」をきっかけとし

たビジネスを成功に導く事例、地域活性化への期待等についてご紹介します。なお、オンラ

イン参加も可能です。（無料） 

 

・日時：2月 15日（月）14:00～16:30 

・場所：名古屋商工会議所 5階 ABC会議室（名古屋市中区） 

・対象：観光事業者、海外展開および取引を行う事業者、各種観光団体会員、観光振興に従

事する県内自治体職員等 

・定員：会場参加 60 名／オンライン参加（Zoomウェビナー）300名 

    ※オンライン参加の方には、事前登録のご案内を後日させて頂きます 

・申込期限：2月 8日（月） 

 

https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail.html?eid=2566 

 

◎名古屋商工会議所 商務交流部 流通・観光・街づくりユニット 

電話 052-223-5740 

 

★９ 「あいち女性の活躍促進研修会」の参加者を募集します 

 

県では、県が実施する女性の活躍促進の取組にご協力頂ける企業・団体様に「あいち女性の

活躍プロモーションリーダー」を委嘱し、取引先企業等に、女性の活躍に向けた取組や県施

策の活用の働きかけなどを行って頂いております。今回、この事業の一環として、女性の活

躍に関する理解を深めて頂く研修会を開催します。なお、オンライン参加も可能です。（無

料） 

 

・日時：2月 22日（月）13:30～15:20 

・場所：名古屋ガーデンパレス 3階 明倫の間（名古屋市中区） 



・定員（会場参加）：150名（先着順）※オンライン参加も可能です。 

・申込期限：2月 12日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/jyokatsukensyuukai.html 

 

◎男女共同参画推進課 女性の活躍促進グループ 

 電話 052-954-6657 
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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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