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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 愛知県中小企業者等応援金の申請受付を開始します 

 

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交付する「愛知県中小企業者等応援金」の受付を 7月 5日

（月）から開始します。 



・申請期間：2021 年 7月 5 日（月）～9月 5日（日）（当日消印有効） 

・申請方法：電子申請又は郵送 

 ※電子申請のサポートを対面で行う「申請サポートセンター」を県内 23カ所に順次開設 

します（平日 9時～17時）。予約は、前日までに「特設サイト」又は「コールセンター」 

で行ってください。（要予約、予約ない場合は来場不可） 

 

【特設サイト】 

https://aichi-chusho-ouenkin.com/ 

 

◎愛知県中小企業者等応援金コールセンター 

 電話 0120-100-476 

 

 

☆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】

【大規模施設等営業時間短縮要請枠】の申請を受け付けます 

 

県では、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

の申請を受け付けます。 

 

（１）【営業時間短縮要請枠】【カラオケ設備利用自粛要請枠】（4/20～5/31 実施分） 

申請期間：2021 年 6 月 7日(月)～7月 31 日(土) （当日消印有効） 

申請サポートサイト：https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/ 

 

◎協力金専用コールセンター 

 電話 052-228-7310 

 

 

（２）【営業時間短縮要請枠】【カラオケ設備利用自粛要請枠】（6/1～6/20 実施分） 

申請期間：2021 年 7 月 5日（月）～8月 20 日（金）（当日消印有効） 

申請サポートサイト：https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0601/ 

 

◎協力金専用コールセンター 

 電話 052-228-7310 

 

 

（３）【大規模施設等営業時間短縮要請枠】（5/12～6/20 実施分） 



申請期間：2021 年 7 月 1日（木）〜8月 31 日（火）（当日消印有効） 

特設サイト：https://aichi-daikibo-kyouryokukin.com/  

 

◎大規模協力金コールセンター 

0120-263-225 

 

 

☆３ 「労働問題個別相談会」を開催します！ 

 

県では、コロナ禍における労務管理や各種助成金の活用方法、職場のトラブル、適職探し、

メンタルヘルスなど、様々な労働問題について、社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士、

ハローワーク職員など専門の相談員が解決のお手伝いをします。まずはご相談ください。

（無料・秘密厳守） 

【社会保険労務士】 

労務管理全般、各種助成金の活用、就業規則の作成・変更、同一労働・同一賃金の取組、働

き方改革の取組 等 

【公認心理師・臨床心理士】 

仕事に関する不安やストレス、人間関係のストレス等、復職時の対応、職場のメンタルヘル

ス対策 等 

【ハローワーク職員】 

職業相談（訓練相談含む）、人材確保 

【愛知県労働協会職員】 

キャリアカウンセリング、職業適性(簡易検査) 

 

・開催日・場所 

(1)愛知県産業労働センター（ウインクあいち）11階 1105 会議室（名古屋市中村区） 

6 月 30 日(水)、7月 6 日(火）・9日(金）・16日(金）・27日(火）、 

8 月 2日(月）・23 日(月）・30日(月)、 

9 月 1日(水)・6 日(月）・13 日(月）・28日(火) 

(2)刈谷市産業振興センター 2階 203 会議室(刈谷市)  

7 月 13 日(火) 

(3)ハローワーク豊橋（豊橋公共職業安定所）豊橋地方合同庁舎 6 階 共用大会議室   

(豊橋市)  

 9 月 22 日（水） 

(4)半田市福祉文化会館（雁宿ホール）中央公民館 第 1･2 会議室(半田市） 

7 月 5日（月） 

(5)ハローワーク半田（半田公共職業安定所）半田地方合同庁舎 2階 共用大会議室（半田



市） 

8 月 5日（木）  

 

・時間：10:00～12:00 又は 13:00～15:00 

・対象：県内の中小・小規模事業主、個人事業主、労働者、離職者等 

・申込方法：社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士への相談は電話による事前予約制 

（相談は 1回あたり 60分以内） 

 

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

 

◎労働福祉課 労働相談グループ 

 電話 052－589－1405 

 

☆４ 「職場のメンタルヘルス対策セミナー」を開催します 

 

県では、中小企業の経営者や人事労務担当者の皆様を主な対象に、メンタルヘルス対策に取

り組むメリットや休業開始から職場復帰までの支援等について、特定社会保険労務士の山

下智章氏にご講演いただく、職場のメンタルヘルス対策セミナーを開催します（無料）。 

 

・定員：各回 40 名（申込先着順） 

・申込期限：各開催日の 1週間前 

＜基礎編＞ 

【名古屋会場】 

・日時：7月 14 日（水）13:30～16:00 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）1103 会議室（名古屋市中村区） 

＜発展編＞ 

【名古屋会場】 

・日時：8月 18 日（水）13:30～16:00 

・場所：愛知県三の丸庁舎８階大会議室（名古屋市中区） 

【豊田会場】 

・日時：10 月 20 日（水）13:30～16:00 

・場所：豊田商工会議所２階多目的ホール（豊田市） 

【豊橋会場】 

・日時：11 月 17 日（水）13:30～16:00 

・場所：愛知県東三河総合庁舎２階大会議室（豊橋市） 

 

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



 

◎労働福祉課 調査・啓発グループ 

 電話 052-954-6359 

 

 

★★公募・募集★★ 

★５ 「第 15回工場長養成塾」受講企業を募集します 

 

名古屋工業大学では、生産管理や品質管理等を学ぶゼミ講座と改善の効果を自らの手で習

得する実習と共に、改善活動を参加企業の製造現場で実践することで、問題に気づく力を養

い、自ら考え行動し、国内外で活躍できる工場管理者を育成する「工場長養成塾」を開講し

ています。第 15 回となる工場長養成塾の受講企業を募集します。 

 

・期間：2021 年 9 月 24 日（金）～ 2022 年 3月 5 日（土） 

・会場：国立大学法人名古屋工業大学 （名古屋市昭和区）及び受講企業工場 

・対象・内容： 

◆製造中核人材育成プログラム 

工場長またはこれに準じる製造部門の長およびその候補者、自社の製造部門で管理・監

督の実務経験がある人 

◆経営中核人材育成プログラム 

工場長養成塾卒業生、次世代の経営者、現経営者、今回製造中核人材育成プログラム参

加者の何れかの条件を満たす方 

・定員：32 社 

・参加料：55 万円 （税込） 

・申込方法：事務局 Web ページより「受講申込書」をダウンロードし、記入のうえ、郵

送、FAX または E-mail で申込 

・申込期限：7月 21 日（水） 

 

https://kojocho-juku.web.nitech.ac.jp 

 

◎ 名古屋工業大学 産学官金連携機構 工場長養成塾事務局 

電話 052-753-7341 

 

★６ 若者人材確保支援の専門家派遣先企業の募集について 

 

県では、代表的な地場産業である繊維・窯業の中小企業の人材確保を支援するため、「地場

産業若者人材確保支援事業」を実施しています。本事業では、企業に専門家を無料で派遣し



コンサルティングを実施するとともに、会社案内やリーフレットの作成等により、効果的な

人材確保活動を支援します。採用や人材育成等にお悩みの繊維・窯業企業の皆様は、是非御

応募ください。 

 

・対象企業：若者人材の確保に課題を抱えている愛知県内の繊維工業及び窯業・土石製品製

造業の中小企業 

・募集企業数：5社 

・専門家派遣期間：2021 年 8 月から 2022 年 2 月まで 

・専門家派遣回数：１社当たり 3回から 4回程度（各回 2時間程度） 

・申込期限：2021 年 7月 23 日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/jinzaikakuho.html 

 

◎産業振興課 繊維・窯業・生活産業グループ 

 電話 052-954-6341 

 

★７ 「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：7月 28 日（水） 13：30～16：30 

・開催方法：ハイブリッド型講座 

（会場：名古屋国際センター別棟ホール（名古屋市中村区）＆オンライン（Zoom）） 

・テーマ：外国人留学生の採用と雇用のルール 

・講師：名古屋経済大学 経済学部教授兼キャリアセンター長 大黒 光一氏 

    名古屋国際綜合事務所 所長・行政書士 田澤 満氏 他 

・定員：会場参加 50 名、オンライン参加 80名 

・申込期限：7月 21 日（水）17：00 

 

https://www.aichi-value.com 

 

◎愛知県「留学生地域定着・活躍促進事業」運営事務局 

電話：0120-106-566 

 

★８ 「あいち中小企業応援ファンド助成事業 新事業展開応援助成金（一般枠）」の申請



企業を募集します 

 

県では、中小企業者等が行う地域資源を活用した新製品（商品）開発、販路拡大などの新事

業展開を支援するため、あいち中小企業応援ファンド助成事業（新事業展開応援助成金）を

実施しています。この度、2021 年度における新事業展開応援助成金（一般枠）の申請企業

を募集しますので、お知らせします。なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止に資する

新製品（商品）開発を行う事業者及び、感染拡大の影響により売上が大幅に減少した事業者

に対しては、助成率を引き上げて実施します。 

 

https://www.aibsc.jp/support/1182/ 

 

◎（公財）あいち産業振興機構 新事業支援部 地域資源活用・知的財産グループ 

 電話 052-715-3074 
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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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