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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 「厳重警戒宣言」及び「愛知県厳重警戒措置」の延長について 

 

県では、2月末の緊急事態宣言の解除後も、感染の再拡大を防止するとともに、第 3波の終

息に向け、本県独自の「厳重警戒宣言」を発出し、3 月 14 日まで厳重警戒措置を実施して

きましたが、医療提供体制への負荷をより軽減し、首都圏・関西圏とともに感染の再拡大を

着実に防止するため、現在の厳重警戒措置を 3月 21日（日）まで 1週間延長することとし

ました。  

 



＜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 21時まで、酒類は時間的余裕をもってス

トップ） 

・テレワークの徹底（出勤者数の 7割削減を目指す） 

・イベントの開催制限（適切な感染防止対策の徹底を前提、人数上限は、50％＋10,000 人

以下） 

・3月・4月に向けての行事等（卒業式・入学式等は感染防止対策を徹底） 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（2月 8日～3月 21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 21日実施分）を交付

します。申請期間は 3月 22日～4月 23日（当日消印有効）です。 

 

＜2月 8日～2月 28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） 

 

＜3月 1日～3月 21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～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 84万円（要請に応じた日数分を交付） 

 

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

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin7-8.html 

 

◎県民相談総合窓口（コールセンター） 



 電話 052-954-7453 

 

☆３ 「あいち・なごやノーベル賞受賞者記念室」を開設します 

 

県と名古屋市では、当地ゆかりのノーベル賞受賞者の業績などを分かりやすく伝え、次世代

の科学技術を担う人材の育成や当地の先進性・魅力の発信を図ることを目的に整備した「あ

いち・なごやノーベル賞受賞者記念室」を 3月 23日（火）に開設します。なお、オープニ

ングイベントを併せて開催します。ぜひご来室ください。 

 

・日時：3月 23日（火）13:00～ 

（オープニングイベントは、3月 23日（火）13時から 28日（日）16時 30分まで実施） 

・場所：名古屋市科学館生命館地下 2階（名古屋市中区） 

・観覧料：名古屋市科学館の「展示室のみ」の観覧料（一般 400円、高大生 200円）で 

     当記念室も御覧いただけます（オープニングイベントも同様）。 

          ※中学生以下は無料です。 

※大学生・高校生は学生証が必要です。 

     ※特別展など別料金が必要な場合があります。 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/aichi-nagoya-nobel-opening.html 

 

◎産業科学技術課 科学技術グループ 

 電話 052-954-6351 

 

☆４ 令和 3年度前期技能検定を実施します 

 

県では、働く人たちの技能と地位の向上を図ることを目的として、働く人たちの技能や知

識を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度である「令和 3年度前期技

能検定」を実施します。 

 

・申請受付期間：4月 5日（月）～4月 16日（金） 

・受検案内・受検申請書の配布期間：4月 16日（金）まで  

・受検案内・受検申請書の配布場所：愛知県職業能力開発協会、愛知県県民相談・情報セ

ンター、各県民事務所広報コーナー、東三河総局広報コーナー、東三河総局新城設楽振興

事務所広報コーナー及び労働局産業人材育成課 

・試験実施日：6月 7 日（月）～9月 12日（日） 

※試験日時及び会場は受検票でお知らせします。 

 



https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/2021kenteizenki.html 

 

◎愛知県職業能力開発協会 技能検定課（愛知県職業訓練会館内） 

電話 052-524-2034 

 

☆５ 「一時支援金」の申請を受け付けています 

 

経済産業省では、2021 年 1 月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不

急の外出・移動の自粛により、売上が 50％以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急

事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付します。なお、申請前に、登録確認機関で事

前確認を受ける必要があります。 

 

・対象要件：1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けているこ 

        と 

      2. 2019年比又は 2020年比で、2021年の 1月、2月又は 3月の売上が 50％以

上減少していること 

・給付額：2020年又は 2019年の対象期間の合計売上－2021年の対象月の売上×3ヶ月 

※中小法人等は上限 60万円、個人事業者等は上限 30万円 

※対象期間は 1月～3 月、対象月は対象期間から任意に選択した月 

・申請期限：5月 31日（月） 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html 

 

◎申請者専用相談窓口 

 電話 0120-211-240 

◎登録確認機関専用相談窓口 

 電話 0120-886-140 

 

☆６ 「Go To Eatキャンペーンあいち」の食事券の利用期限が延長されています 

 

農林水産省が実施している「Go To Eatキャンペーンあいち」においては、新型コロナウイ

ルスの感染状況を踏まえ、現在、食事券の利用自粛をお願いしておりますが、食事券の利用

期限は 6月 30日（水）までに延長されていますので、ご理解とご協力をお願い申し上げま

す。 

 

https://www.gotoeat-aichi.jp/ 

 



◎Go To Eatキャンペーン愛知県事務局 

 電話 052-433-3680 

 

★★公募・募集★★ 

★７ Web 開催『Aichi Matching 2020 &「ステーションＡｉ」早期支援拠点 Incubation 

Program成果発表会』の参加者を募集します 

 

県では、2018年 10月に「Aichi-Startup戦略」を策定し、スタートアップ・エコシステム

の形成・充実に努めています。この度、スタートアップと県内企業のビジネスマッチングを

行う「Aichi Matching」の振り返りと成果報告を実施するとともに、「Aichi Matching 2020」

に参加した企業、「ステーションＡｉ」早期支援拠点 Incubation Program参加スタートアッ

プ及びビジネスプランコンテスト受賞者の成果発表会をオンラインで開催します。（無料、

通信費・通信機器代は自己負担です。） 

 

・日時：3月 19日（金）17:00～20:30 

・場所：Web開催（Zoomを使用） 

・定員：500名 

・申込期限：3月 19日（金）12:00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/aichi-project2020-demoday.html 

 

◎スタートアップ推進課 戦略推進グループ 

 電話 052-954-6331 

 

★８ 「あいち少年少女発明クラブ指導員人材バンク」を新たに設置し、登録者を募集しま

す 

 

県では、次代を担う子供たちのモノづくりや科学技術に対する興味・関心を高めるため、少

年少女発明クラブの活性化支援に取り組んでいます。この度、「あいち少年少女発明クラブ

指導員人材バンク」を新たに設置し、広く登録者を募集し、発明クラブを支援することとし

ました。指導員に興味のある方は、ぜひご登録ください。 

 

・登録対象者：次代を担う子供たちのモノづくりや科学技術に対する興味・関心を高める意

義を認識し、発明クラブにおいて積極的に指導を行う意欲のある県内在住

の成年者 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/001bank.html 



 

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ 

 電話 052-954-6370 
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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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