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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 「愛知県緊急事態措置」の実施について 

 

県では新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を受け、以下の緊急事態措置を実施

しています。企業内の感染防止対策のみならず、従業員の皆様方へも、家庭や余暇活動等に

おける一層の感染防止対策のご周知を、よろしくお願いいたします。  

＜愛知県緊急事態措置の内容＞ 

・飲食店等に対する休業及び営業時間短縮の要請 

（酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店（酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめる



場合を除く）への休業要請、上記以外の飲食店等への 20 時までの時短要請） 

・飲食店等以外の営業時間短縮要請及び働きかけ（1000 平方メートルを超える商業施設に

対する平日 20時までの時短要請、土日の休業要請など） 

・業種別ガイドラインの遵守 

・テレワークの徹底（出勤者数の 7割削減） 

・職場クラスターを防ぐ感染防止対策（休憩室等での注意周知） 

・イベントの開催制限（感染防止対策の徹底、人数上限は、50％＋5,000 人以下） 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【営業時間短縮要請枠】、【カラオケ設備利用自粛要請枠】

（4月 20 日～5月 31 日実施分）の申請を受付中です 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県の休業・営業時間短縮要請等に応じて休業・

営業時間の短縮、カラオケ設備の利用自粛等を実施した県内の事業者に対する愛知県感染

防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】、【カラオケ設備利用自粛要請枠】（4 月 20 日～5月

31 日実施分）の申請受付を現在受け付けておりますので、お知らせします。 

 

・対象事業者：県内の休業・営業時間短縮要請等を受けた飲食店等を運営する事業者（大企

業を含む） 

・主な要件：業種別ガイドラインの遵守、「安全・安心宣言施設」への登録と PR ステッカ

ー・ポスターの掲示、カラオケ設備の利用自粛、5月 12 日～5月 31 日の期間は酒類の提供

（酒類の持込みを含む）の取り止め 

・交付額：売上高等に応じて、要請に応じた日数分を支給（詳細は以下の URL を参照） 

・申請期限：7月 31 日（土）（当日消印有効） 

 

https://jitan.aichi-kyouryokukin.com 

 

◎協力金専用コールセンター 

 電話 052-228-7310 

 

☆３ 愛知県中小企業者等応援金について 

 

2021 年 4 月以降に実施した「緊急事態措置」及び「まん延防止等重点措置」による休業要



請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小企

業者、酒類販売業者等に対して応援金を交付します。制度の詳細や申請方法等は現在検討中

です。決定次第改めてお知らせします。 

 

＜一般枠＞ 

・対象：中小法人・個人事業者等（本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること） 

  1 対象要件 

（1）2021 年 4 月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、休業要

請・営業時間の短縮要請を受けて休業又は時短営業を実施している飲食店と直

接・間接の取引があること 

（2）不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと 

2 売上要件 

     2021 年 4 月～6月の売上の合計が、2019 年又は 2020 年の 4月～6月の売上の合

計と比較して 30%以上 50%未満減少していること 

・交付額：2019 年又は 2020 年の同期と比較した 2021 年 4 月～6月の合計売上減少額 

（中小法人：上限 40 万円、個人事業者：上限 20万円）、1回限り 

＜酒類販売事業者枠＞ 

・対象：酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人事業者等（本店又は主たる事務所の

所在地が県内にあること） 

1 対象要件 

     酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店と取引があること 

2 売上要件 

（1）2021 年 5月、6月の売上が、2019 年又は 2020 年 5 月、6月の売上と比較して

50%以上減少していること 

（2）2021 年 5月、6月の売上が、2019 年又は 2020 年 5 月、6月の売上と比較して

30%以上 50%未満減少していること 

・交付額：2019 年又は 2020 年の同月と比較した 2021 年 5 月、6 月の売上減少額（中小法

人：上限 20 万円、個人事業者：上限 10万円）、月ごと  

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210518ouen.html 

 

◎県民相談総合窓口（コールセンター） 

 電話 052-954-7453 

 

☆４ 「個別労働関係紛争に係るあっせん制度」をご利用ください 

 

県では、個々の労働者と使用者との間で起きた労働条件の変更や解雇等の労働に関するト



ラブルについて、労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員各 1名が話合いによる解

決のお手伝いをする「あっせん」を行っています。（無料） 

 

申出の際は、事前に電話で連絡の上、直接事務局までお越しください。 

申出書は、県 Web ページでダウンロードできます。また、事務局にも用意してあります。 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodoi/0000062962.html 

 

◎労働委員会事務局 審査調整課 総務・調整グループ 

電話 052-954-6833 

 

☆５ 「最近の労働法改正を分かり易く学ぶ無料セミナー」を開催します。 

 

公益社団法人愛知労働基準協会では、労働トラブルの現状と防止や、最近の法改正の内容な

どを経験豊富な講師陣が丁寧に分かり易く解説するセミナーを開催します。（参加費無料） 

 

・開催日・会場 

7/20（火） あいち産業科学技術総合センター産業技術センター（刈谷市） 

8/20（金） 西尾市文化会館（西尾市） 

9/14（火） 豊田商工会議所（豊田市） 

10/6（水） アイプラザ一宮（一宮市） 

11/4（木） 岡崎市シビックセンター（岡崎市） 

11/22（月） 豊川市文化会館（豊川市） 

12/14（火） アイプラザ半田（半田市） 

2022/2/9（水） 瀬戸陶磁器会館（瀬戸市） 

2022/3 月予定 名古屋市公会堂（名古屋市昭和区） 

※開催日未定の会場は、決定次第、愛知労働基準協会ホームページでご案内します。 

 

・時間：各日程とも 13:30～16:30（受付開始 13:00～） 

・定員：各日程 50～100 名 ※会場により異なります。 

・申込方法：インターネットまたは FAX（052-204-1268）にて申込 

・申込期限：開催日の 3日前まで、先着順 

・参加費：無料 

 

https://www.airouki.or.jp/training/ 

 

◎公益社団法人愛知労働基準協会 総務部 



電話 052-221-1438 

 

★★公募・募集★★ 

★６ 「あいち女性起業家・経営者支援プログラム COMPASS（コンパス）」の参加者を募集

します！ 

 

女性起業家・経営者のビジネスの成長をサポートする半年間の伴走支援プログラム「あいち

女性起業家・経営者支援プログラム COMPASS（コンパス）」の参加者を募集します。 

社会の動きをつかみ、ニーズに応えられるようにビジネスを見直したい方、メンターやプロ

ボノなど他者の力を借りながらビジネスを成長させたい方、ぜひご参加ください。 

 

・対象：愛知県内で事業活動を行っている女性起業家・経営者の方 

・エントリー期間： 6月 2 日（水）から 6月 30日（水）17時まで 

・エントリー方法：以下の申込フォームからお申込みください。 

https://sstartup.jp/compass 

 

◎産業政策課 広報・企画調整グループ 

 電話 052-954-6330 

 

★７ 「異業種交流会」（書面版）の参加企業を募集します！ 

 

県が 2018 年に「地方創生に関する包括協定」を締結した明治安田生命の名古屋本部が「異

業種交流会」（書面版）を開催します。 

新たなビジネスの創出等に繋がる機会ですので、関心がある企業様は、ぜひご参加ください。 

 

・形式：（１）申込みいただいた情報を掲載した名簿を作成し、参加企業に配布 

     （２）希望する企業とのビジネスマッチングを明治安田生命が調整 

（３）調整後、対面または非対面による面談を実施 

・対象：ビジネスマッチングに関心がある企業、団体 

・参加費：無料 

・申込方法：以下の問合せ先に、メールまたは電話にて申込希望の旨をご連絡ください。 

      申込書様式を送付いたします。 

・申込期限： 6 月 29 日（火） 

     

◎明治安田生命 名古屋本部 異業種交流会事務局 

電話：052-962-1235  

メール：ka-watanabe@meijiyasuda.co.jp 
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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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