
◆━◇━◆━◇━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━ 

┃あ い ち 産 労 情 報 お 届 け 便 ┃271 号┃ 

┃   ～あいち産業労働ニュースメルマガ～  ┃   ┃ 

┗━◇━━━━━━━━━━━━━━━◆━◇━◆━◇━◆ 

 ┃令和 3年 7月 15 日配信 愛知県経済産業局産業政策課┃ 

 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 

 

 ホームページはコチラ 

http://www.pref.aichi.jp/sangyo-seisaku/news/top.htm 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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「愛知県厳戒警戒措置」発出について 

 

県では、7月 11 日のまん延防止等重点措置の解除後も、感染の再拡大を防止するため、8月

11 日まで厳重警戒措置を実施いたします。 

 

＜愛知県厳重警戒措置の対策＞ 

・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） 

・テレワークの推進 

・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） 

・東京都等、オリンピック・パラリンピックが開催される地域への移動及びパブリックビュ

ーイングを始め、職場や学校、飲食店等での多くの人が集まる関連観戦イベントの自粛 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 「Aichi-Startup ビジネスプランコンテスト 2021」を開催します！ 

 

県では、「Aichi-Startup 戦略」を策定し、この戦略に沿って、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。この取組の一環として、ビジネスプランコンテストを通じ

てスタートアップの創出につなげる「Aichi-Startup ビジネスプランコンテスト 2021」を

昨年度に引き続き開催します。 

  

・対象：愛知県内で起業する意志のある者（学生、社会人、個人、団体問わず） 

    下記２つの募集テーマのうち、いずれか１つに該当するビジネスプランを持つ者 

・募集テーマ： 

（１）モノづくり企業の課題を解決する AI・IoT などを活用したアイデア・サービス・プロ

ダクト 

（２）愛知県の社会的課題を解決するアイデア・サービス・プロダクト 

・募集期限：7月 30 日（金） 23：59 まで 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/startup/aichi-startup-biz-contest2021.html 

 

◎スタートアップ推進課 戦略推進グループ 

 電話 052-954-6331 

 

☆３ 愛知県感染防止対策協力金及び愛知県中小企業者等応援金の申請を受け付けます 

 

（１）愛知県感染防止対策協力金 

ア.【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 

 

イ.【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 

 

ウ.【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 

 電話 0120-263-225 

 

（２）愛知県中小企業者等応援金 

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

 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 

 

 

★★公募・募集★★ 

★４ 「愛知の発明の日」記念講演会及び「あいち少年少女発明クラブ紹介展」を開催しま

す 

 

県では、8 月 1日の「愛知の発明の日」に、広く県民の皆様に、発明や知的財産の重要性に

ついて考えていただくため、「愛知の発明の日」記念講演会及び「あいち少年少女発明クラ

ブ紹介展」を開催します。（無料） 

 

＜「愛知の発明の日」記念講演会＞ 



・日時：7月 30 日（金）13:30～16:00 

・方法：オンライン配信（YouTube Live） 

・定員：200 名（申込先着順、要事前申込） 

・申込期限：7月 21 日（水）  

 

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/aichi-hatsumei2021.html 

 

＜あいち少年少女発明クラブ紹介展＞ 

・日時：7月 29 日（木）～2022 年 2 月 28 日（月） 

・場所：オンライン公開 

 

https://aichi-hatsumei2021.com 

 

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ 

 電話 052-954-6370 

 

★５ 「休日パテントセミナー2021 in 豊橋」の参加者を募集します 

 

県では、知的財産への理解を深めていただくため、初級者向けセミナーを豊橋市で開催しま

す。 本セミナーでは、知的財産の専門家である弁理士が実例を交えて分かりやすく説明し

ます。（無料） 

 

・日時：8月 21 日（土）、9月 4日（土）、9月 18日（土）14:00～16:30 

・場所：豊橋商工会議所 会議室 508（豊橋市） 

・定員：各回 25 名（先着順、要事前申込、単回のみの受講も可） 

・申込期限：各回開催日の 2日前  

 

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/kyujitsu2021.html 

 

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ 

 電話 052-954-6370 

 

★６ 「モノづくり企業のビジネスモデル構築セミナー・相談会」の参加者を募集します 

 

モノづくり企業の技術者の方を対象に、新しいビジネスモデルを構築するための基礎知識

や実践方法に関するセミナーと、専門家との個別相談会を開催します。（無料） 

 



＜モノづくり企業のビジネスモデル構築セミナー＞ 

・日時 8月 23 日（月）13：30～15：00 

・方法 Web セミナー（Microsoft office Teams） 

・講師 （株）テクノ・インテグレーション 代表取締役 出川通氏 

・内容 デジタル技術を理解した上での顧客価値の高いビジネスモデル構築に取り組む製

品開発現場のモノづくり技術者が覚えておくべき基礎知識と実践方法についての解説 

・定員 90 名 

・申込期限 8月 16 日（月）  

 

＜モノづくり企業のビジネスモデル構築個別相談会＞ 

・日程 7月～12 月頃 

・方法等 オンライン会議（1回 1時間、2～3回程度） 

・対応者 （株）テクノ・インテグレーション 代表取締役 出川通氏 

・内容 デジタル化時代のモノづくり企業の新しい商品化やビジネスモデル開発に関する

相談 

 

http://astf-kenkyu.moon.bindcloud.jp/businessmodelseminar2021/ 

 

◎（公財）科学技術交流財団 

 電話 0561-76-8326 

 

★７ 「知的財産経営サロン」の参加者を募集します 

 

県では、知的財産を産業競争力の源泉と位置付け、経営戦略に組み込む「知財経営」の推進

を図るため、中小企業の経営者等を対象とした「知的財産経営サロン」を開催します。複数

の弁理士や参加者と交流することで、知的財産経営への理解を深めることができます（参加

費無料）。 

 

・日時：2021 年 7月 15 日（木）、9月 16 日（木）、11月 18 日（木） 

    2022 年 1月 20 日（木）、3月 17 日（木）各回 17:30～19:00 

・場所：日本弁理士会東海会会議室（名古屋商工会議所ビル 8階）（名古屋市中区） 

・定員：各回 30 名（申込先着順） 

・申込期限：各回開催日の 4日前 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2021.html 

 

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ 



 電話 052-954-6370 

 

★８ 「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動 2021」の賛同事業所を募集します 

 

あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会では、仕事と生活の調和が実現した社会を目指

して「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動」を実施し、この取組にご賛同いただける

事業所を募集します。 

 

・対象：愛知県内の企業・団体・事業所  

・賛同項目：A. 多様な働き方の推進 

      B. 年次有給休暇の取得促進 

      C. 時間外労働の削減 

      D. 定時退社 

      E. 「新しい生活様式」を踏まえた職場環境整備 

      F. 育児、介護、病気や不妊治療との両立支援や離職した人の復帰支援 

      G. メンタルヘルス対策 

      H. 管理職や従業員の意識改革 

※１項目からでも賛同できます。 

・申込期限：11 月 30 日（火） 

・申込方法：下記 Web ページの申込フォーム又は賛同申込書に必要事項をご記入の上、郵

送・FAX でお申込みください。 

※賛同申込書はホームページからダウンロードできます。 

 

https://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/ 

 

◎労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ 

電話 052-954-6360 

 

★９ 「改正 女性活躍推進法 対策セミナー｣の参加者を募集します 

 

県では、女性活躍推進法の改正により、「一般事業主行動計画」の策定が義務付けられる中

小企業を支援するため、「改正女性活躍推進法対策セミナー｣を開催します。基調講演や改正

女性活躍推進法の説明、専門の相談員による個別相談会等を行います。（無料） 

 

・日時：8月 6日（金）13:30～16:30（受付 13：00～） 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）9階 902 会議室（セミナー会場）、 

    903 会議室（個別相談会）（名古屋市中村区） 



・定員：80 名（セミナー会場参加）、10社（個別相談会） 

・申込期限：8月 2日（月） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/r3kaiseihou-seminar.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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