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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.【営業時間短縮要請枠】（6/21～7/11 実施分） 

申請期間：2021 年 7 月 19 日（月）〜9月 3日（金）（当日消印有効） 

申請サポートサイト：https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0621/ 

 

◎協力金専用コールセンター 

 電話 052-228-7310 

 

エ.【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 

 

オ.【大規模施設等営業時間短縮要請枠】（6/21～7/11 実施分） 

申請期間：2021 年 7 月 30 日（金）〜9月 17 日（金）（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★★ 

★２ 「ロボカップアジアパシフィック 2021 あいち キックオフイベント」を開催します 

 

県では、今年 11 月に、愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）において「ロボカップアジア

パシフィック 2021 あいち」を開催します。これに先立ち、本大会を広く PRするため、県民

の皆様を対象とした「ロボカップアジアパシフィック 2021 あいち キックオフイベント」を

開催します。（無料） 

 

・日時：8月 28 日（土）13：00～17：00 

    8 月 29 日（日）10：00～17：00 

・場所：mozo ワンダーシティ 1F イーストコート、1Fウエストコート（名古屋市西区） 

・内容：ステージイベント、ロボカップ競技体験、プログラミングなどのワークショップ 

    ※ロボカップ競技体験及びワークショップは定員制です。（当日受付、先着順） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/robotconv/kickoffevent.html 

 

◎産業振興課ロボット国際大会推進室 事業グループ 

 電話 052-954-6374 

 

★３ サービスロボット実証実験への参加を希望するロボット及び施設を募集します 

 

県では、with コロナ/after コロナの「新しい生活様式」においてロボットへの期待が高ま

る中、ロボットの導入を促進するため、スポーツ施設や空港、複合施設、医療機関等で実証

実験やデモンストレーションを行います。この度、実証実験等への参加を希望するロボット

と実証実験の場となる県内施設をそれぞれ募集します。 

 

・実施時期：2021 年 11 月～2022 年 3月 

・応募期間：2021 年 7月 5 日（月）～8月 27 日（金） 

・募集対象：県内外で実用化されている又は実用化に近いサービスロボット 

      （例：清掃・消毒、案内、警備、運搬、モビリティ等のロボット） 

      ロボットによる実証実験を希望する県内施設 

      （文化・スポーツ施設、農場、医療・介護施設、宿泊施設、商業施設等） 

・実施場所：豊田スタジアム（豊田市）、藤田医科大学病院（豊明市） 

      中部国際空港（常滑市）、大名古屋ビルヂング（名古屋市中村区） 



      Toma ROSSO TOGO FARM（東郷町）、今回応募のあった施設 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/robotconv/arx2021-recruit.html 

 

◎産業振興課ロボット国際大会推進室 事業グループ 

 電話 052-954-6374 

 

 

★４ Web イベント「中華人民共和国山東省・愛知県経済交流カンファレンス」の参加企業

を募集します 

 

県では、2019 年 12 月に中国・山東省と経済交流に関する覚書を締結し、相互理解と友好関

係を深めながら、経済交流を促進していくことを合意しました。この度、この覚書に基づく

交流事業として、愛知県と山東省は、製造業・自動車産業をテーマとしたオンラインでの経

済交流カンファレンスを開催します。（無料） 

 

・日時：8月 25 日（水）15:00～17:00 

・場所：Web イベント（zoom によるライブ配信） 

・定員：40 社程度（申込先着順） 

・申込期限：8月 20 日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/shandongconference2021.html 

 

◎産業立地通商課 国際業務企画グループ 

 電話 052-954-6356 

 

★５ 「東三河企業へのバスツアー」に参加する大学生を募集します 

 

県では、大学生を対象に東三河の魅力あふれる企業の社内や工場を実際に巡るバスツアー

を 8 月に 4 回開催します。就職活動などに役立つイベントで、毎回おいしいランチとバス

移動もついて無料です！さらに、東三河学生就職 NAVI「リク rooting」（2023 年新卒者向け）

へ登録後にツアーに参加すると最大で 2,000 円分の QUOカードをプレゼントします。 

 

・日時：2021 年 8月 10 日（火）、11 日（水）、25日（水）、26 日（木） 

    各回ともに 10:00～17:00 

・定員：20 名（先着順） 

・訪問先 東三河の魅力企業（1日あたり 3社訪問）（豊橋駅集合） 



 

https://www.higashimikawa-navi.jp/pre2023/siteinfo/campaign3.php 

 

◎愛知県東三河総局企画調整部 産業労働課 

 事務局：株式会社東海日日新聞社 事業部 

 電話 0532-53-2800 

 

★６ モノづくり技能継承支援セミナーの参加者を募集します 

 

県では、県内の中小企業を対象に、技能継承を進めるための全体像を理解し、技能継承にお

ける課題の解決に向けた第一歩を踏み出すための支援策として、「モノづくり技能継承支援

セミナー」及びセミナー参加企業を対象とした「個別相談会」を各 3回開催します。（無料） 

 

＊セミナー＊ 

・日時・場所： 

第 1回 8 月 19 日（木）愛知県産業労働センター（ウインクあいち）1003 会議室（名古屋

市中村区） 

第 2回 8 月 25 日（水）刈谷市産業振興センター 604 会議室（刈谷市） 

第 3回 9 月 2日（木）愛知県産業労働センター（ウインクあいち）1003 会議室（名古屋市

中村区） 

各回ともに 13:30～16:30 

・定員：各回 30 名（先着順） 

 

＊個別相談会（いずれかの日程のセミナーに参加した企業限定）＊ 

・日時・場所： 

第 1回 9 月 7日（火）愛知県産業労働センター（ウインクあいち）（名古屋市中村区） 

第 2回 9 月 15 日（水）刈谷市産業振興センター（刈谷市） 

第 3回 9 月 17 日（金）愛知県産業労働センター（ウインクあいち）（名古屋市中村区） 

各回ともに 10:00～17:00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/shiensemina.html 

 

◎産業人材育成課 技能振興グループ 

 電話 052-954-6375 

 

★７ 第 1回実務担当者向け及び第 1回経営者向け「テレワーク・スクール」の参加者を募

集します 



 

県では、テレワークの普及・導入を促進するため、中小企業の経営者と実務担当者を対象に、

テレワークの活用方法や導入プロセスを学ぶ「テレワーク・スクール」を開催します。8月

には実務担当者を、9月には経営者を対象とした「テレワーク・スクール」の参加者を募集

します。（無料） 

 

<実務担当者向け> 

・日時：8月 25 日（水）14：00～16：00 

・場所：ツドイコ名駅東 カンファレンスセンター Hルーム（名古屋市中村区） 

・定員：20 名（会場）、80 名（オンライン） 

・申込期限：8月 19 日（木）（申込先着順） 

 

<経営者向け> 

・日時：9月 22 日（水）14：00～16：00 

・場所：ツドイコ名駅東 カンファレンスセンター Hルーム（名古屋市中村区） 

・定員：20 名（会場）、80 名（オンライン） 

・申込期限：9月 16 日（木）（申込先着順） 

 

https://www.aichi-telework.pref.aichi.jp/seminar/ 

 

◎労働福祉課・仕事と生活の調和推進グループ（事業全体に関すること） 

 電話 052-954-6360 

◎株式会社パソナ（県業務委託先）（テレワーク・スクールに関すること） 

 電話 052-581-0510 

 

★８ 「若者職場定着サポーター養成支援講座」の参加者を募集します 

 

県では、企業における若者の職場定着の取組を支援するため、下記のとおり若者職場定着サ

ポーター養成講座の参加者を募集します。（無料） 

 

・日時・場所： 

 （１）9月 3日（金）14：00～17：00 

    豊田商工会議所 多目的ホール（豊田市） 

 （２）9月 10 日（金）14：00～17：00 

    愛知産業労働センター（ウインクあいち）901会議室（名古屋市中村区） 

・対象：県内企業の経営者、人事労務担当者、若者の教育担当者等 

・内容：若手社員の早期離職を減らし、人材を確保するため、企業の中で若者の指導・相談



に対応できる人材の養成を支援します。 

・定員：各 50名（定員を超える場合は抽選とします。） 

・申込期限：8月 27 日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/2021wakamono1.html 

 

◎労働福祉課 企画・勤労福祉グループ（事業全体に関すること） 

 電話 052-954-6899 

◎NPO 法人ブルーバード（県業務委託先）（若者職場定着サポーター養成支援講座に関する

こと） 

 電話 0565-77-6910 

 メール info@bluebird.or.jp 

 

★９ 国際芸術祭「あいち 2022」に関する説明会への参加企業や団体を募集します 

 

県では、国際芸術祭「あいち 2022」への理解を深め、より多くの皆様にご参加いただくた

め、地元企業や団体を対象に、説明会を開催します。国際芸術祭「あいち」組織委員会会長

大林剛郎氏と国際芸術祭「あいち 2022」芸術監督片岡真実氏の対談、株式会社ユーザベー

ス代表取締役 Co-CEO 稲垣裕介氏の講演、交流会を予定しています。（無料） 

 

・日時：8月 23 日（月）15：30～17：00 

・場所：愛知芸術文化センター12階 アートスペース A（名古屋市東区） 

・定員：90 名（申込先着順） 

・申込期限：8月 16 日（月） 

・申込方法：メール本文に必要事項を記入し、下記メールアドレスまで送信ください。 

【必要事項】会社・団体名、部署・役職、参加者氏名、電話番号、メールアドレス、同行者

部署・役職、同行者氏名（参加者は 1社につき計 2名までとさせていただきます）、アーカ

イブ配信希望の有無 

・その他：当日の模様は後日アーカイブ配信します。ご希望の方にアーカイブ配信の視聴

URL をメールにて送付します。 

 

◎国際芸術祭「あいち 2022」地元企業向け説明会 運営事務局（株式会社シンク内） 

 電話番号：052-203-8745（平日 10：00～17：00） 

 メール：aichi2022@think-pp.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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