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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、愛知県始め 10都府県に対し 3月 7日までの間、緊急事態宣言が継続して発出され

ていることを受け、「愛知県緊急事態措置」を発出しております。県民・事業者の皆様には、

一日も早く、宣言が解除され、日常を取り戻していくことができるよう、感染防止対策の実

施に格段のご協力をいただきますようお願いします。 

 

＜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 12 月 18 日～2021 年 1 月 11 日実施分）及び愛

知県感染防止対策協力金（1月 12日～2月 7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（2020年 12

月 18日～2021年 1月 11日実施分及び 1月 12日～2月 7日実施分）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 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

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 

 

＜2021年 1月 12日～2月 7日実施分＞ 

〔2021年 1月 12日～1月 17日実施〕 

・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） 

 

・申請期限：3月 12日（金）（当日消印有効） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin5-6.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（2月 8日～3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（2月 8日～3月 7日実施分）を交付

します。 

 

・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 168万円（要請に応じた日数分を交付） 

 

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

 

◎県民相談窓口（コールセンター） 

 電話 052-954-7453 

 

☆４ クラウドファンディング事業の販売期間延長について 

 

県では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、厳しい経営環境にある県内の小売店、

飲食店、ホテル・旅館等を支援するため、クラウドファンディング・プロジェクト「チーム

あいち元気アクション」を実施しています。店舗等で利用できる割増クーポンや独自の商

品・サービスを、2月 28日まで延長して販売しておりますので、ぜひお買い求めください。 

 

・プロジェクト販売期間：2月 28日（日）まで 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin5-6.html


・参加事業者数：約 200店舗 

 

https://team-aichi-cf.jp/ 

 

◎チームあいち元気アクション事務局（株式会社新東通信内） 

 電話 052-957-2416 

 

☆５ 「第 31回技能グランプリ」がオンラインで LIVE配信されます 

 

厚生労働省、中央職業能力開発協会及び（一社）全国技能士会連合会では、日本中の熟練技

能士が技能の日本一を競う「第 31回技能グランプリ」を愛知県国際展示場等で開催します。

大会は残念ながら無観客での開催となりますが、競技の模様がオンラインで LIVE配信され

ますので、この機会にぜひ、日本一の技能をご覧ください。 

 

・日時：2月 20日（土）、21日（日） 

・場所：愛知県国際展示場（常滑市）他 

※無観客開催、競技の模様はオンラインで LIVE配信されます 

 

https://worldskills.jp/live/sgp2021-live/ 

 

◎中央職業能力開発協会 技能振興部振興課 

 電話 03-6758-2845 

 

★★公募・募集★★ 

★６ 中産連×愛知県「自動車産業フォーラム 2021」～大手自動車メーカー、自動車部品

メーカーが語る最新技術講座！～の参加者を募集します 

 

（一社）中部産業連盟と県では、大手自動車メーカー、自動車関連メーカーの実務家・技術

者の方々に企画段階からご協力いただき、次世代自動車に関わる主要テーマに特化し、具体

的内容に踏み込んだプログラムで開催します。録画配信のため配信期間中であれば、お好み

の時間に何度でもご視聴頂けます。 

 

・日時：【第 1部】3月 3日（水）12:00～3月 9日（火）12:00 

【第 2部】3月 17日（水）12:00～3月 23日（火）12:00 

・場所：オンライン配信 

     ※録画配信のため配信期間中であれば、お好みの時間に何度でもご視聴頂けます。 

・参加費：第 1部＋第 2部通し 45,000円（50,000円）  



第 1部のみ又は第 2部のみ参加も可 25,000円（28,000円）  

※税抜き・（ ）内は会員外価格 

 

https://www.chusanren.or.jp/sc/sdata/3813.html 

 

◎（一社）中部産業連盟 マネジメント事業部 

電話 052-931-5123 

 

★７ Web講座「第 7 回留学生採用講座」を開催します 

 

県では、企業の経営者及び人事担当者等を対象に、外国人留学生の採用に関する企業向け

講座を開催します。グローバル人材採用のヒントや労働市場のトレンドなど、最新の情報

をお伝えします。（無料） 

 

・日時：3月 10日（水）10:00～16:45 

・開催方法：Web講座（Zoomによるライブ形式） 

・テーマ：外国人留学生の動向と大学の取組 

・講師：名古屋工業大学始め県内 6大学の留学生担当者 

・定員：1大学あたり 80名（先着順） 

・申込期限：3月 3日（水）17:00 

 

https://www.aichi-

value.com/contents/newinfo/detail/3506F38874CB014A59BD360324ED08250DA7 

 

◎愛知県「留学生地域定着・活躍促進事業」運営事務局 

電話 052-687-8810 
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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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