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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 「愛知県まん延防止等重点措置」の実施について 

 

「まん延防止等重点措置」の適用の決定を受け、県では、名古屋市を始めとする 12市町村

（措置区域）の飲食店等には午後８時まで、措置区域以外の地域の飲食店等には午後９時ま

でとする営業時間の短縮要請などをお願いしています。 

夏休みやお盆の期間中における不要不急の旅行や帰省の延期など、一層の感染拡大防止の

取組をお願いいたします。  



＜愛知県まん延防止等重点措置の内容＞ 

・飲食店等に対する営業時間短縮等の要請（措置区域（名古屋市を始めとする 12 市町村）：

20 時までの営業時間短縮かつ酒類の提供禁止。措置区域外：21時までの営業時間短縮で一

定の要件を満たしている場合は酒類の提供は可。愛知県内全域：カラオケ設備の利用自粛

（カラオケボックスは除く）） 

・措置区域内の大規模施設（1,000 平方メートル超）に対する営業時間短縮等の要請 

・業種別ガイドラインの遵守 

・テレワークの徹底 

・イベントの開催制限（感染防止対策の徹底） 

・行事等での対策（不要不急の旅行は自粛） 

・パブリックビューイング等の自粛 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 愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】、【大規模施設等営業時間短縮要請

枠】（8 月 8日～8月 31 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（8月 8日～8月 31 日実施分）を【営

業時間短縮要請枠】、【大規模施設等営業時間短縮要請枠】の 2つの枠で交付します。（申請

の受付時期は調整中） 

 

【営業時間短縮要請枠】 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210808kyoryoku.html 

【大規模施設等営業時間短縮要請枠】 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210808daikibokyoryoku.html 

 

◎県民相談総合窓口（コールセンター） 

 電話 052-954-7453 

 

☆３ 愛知県中小企業者等応援金【酒類販売事業者枠】（8月分）の実施について 

 

2021 年 8 月の「まん延防止等重点措置」による飲食店に対する営業時間短縮要請に伴い、

売上が減少した酒類販売事業者等に対して応援金を交付します。（申請の受付時期は調整中） 



 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210806ouen.html 

 

◎県民相談総合窓口（コールセンター） 

 電話 052-954-7453 

 

☆４ 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】（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 

 

イ.【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 

 

ウ.【営業時間短縮要請枠】（7/12～8/7 実施分） 

申請期間：2021 年 8 月 20 日（金）〜9月 30 日（木）（当日消印有効） 

申請サポートサイト：https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0712/ （2021 年 8月 14

日（土）サイトオープン） 

 

◎協力金専用コールセンター 

 電話 052-228-7310（2021 年 8 月 14 日（土）9：00 開設） 

 

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 

 

☆５ 幅広い人材の採用、社員の再就職・出向を支援します 

 

（公財）産業雇用安定センターでは、人材有効活用の観点から、「失業なき労働移動」を目

指し、再就職・出向等を無料で支援しています。また、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、一時的に雇用過剰となっている企業から人手不足が生じている企業への異業種間の

在籍型出向の支援にも取り組んでいます。（無料） 

 

＜支援内容＞ 

・再就職・出向等の人材マッチング支援 

・人材育成・交流、キャリアステップアップのための出向支援 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となっている企業に対する出

向支援 など 

 

http://www.sangyokoyo.or.jp/ 

 

◎（公財）産業雇用安定センター 愛知事務所 

 電話 052-583-8876 

 

☆６ 産業雇用安定助成金のご案内 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主

が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対し



て、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html 

 

◎産業雇用安定助成金コールセンター 

 電話 0120-60-3999 

 

 

★★公募・募集★★ 

★７ Web イベント「中国、ASEAN、インド自動車産業セミナー」の参加者を募集します 

 

愛知県の基幹産業である自動車産業は、デジタル技術の飛躍的進歩や電池技術の発展によ

り、電気自動車の増加や異業種からの参入が相次ぐ等、世界中でその産業構造が大きく変わ

りつつあります。今年度、県では中国、ASEAN、インドにおける自動車産業の現状と将来に

関する調査を行いました。この調査結果を踏まえて「どこに愛知県企業にとってのビジネス

チャンスがあるのか」を現地から詳しく解説します。（無料） 

 

・日時：9月 2日（木） 14:00～15:50 

・場所：Web イベント（zoom 又は動画配信を予定） 

・定員：100 名（先着順） 

・申込期限：8月 27 日（金）16：00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/automobile-seminar2021.html 

 

◎ 産業立地通商課 海外展開支援グループ 

 電話 052-533-6650 

 

★８ 「CASE・MaaS 時代に対応するための新事業展開支援ワークショップ」の参加者を募

集します 

 

県では、本県の自動車部品メーカーが自社で有する強みを活かした新事業の展開を支援す

るワークショップを開催します。セミナーを通じて、CASE の概要やカーボンニュートラル

等の知識だけでなく、自社の強みの定義化や新事業展開に向けたアプローチ手法を解説し

ます。また、専門家の支援のもと、各社の新事業の検討状況に合わせた個別支援を実施しま

す。 

 

・日時： 



 ＜セミナー＞2021 年 9月 22 日(水)、10 月 22 日(金)、11 月 25 日(木)、12月 17 日(金)、

2022 年 1月 21 日(金)、各日 14：00～17：00 

 ＜個別支援＞2021 年 10 月下旬～2022 年 2月上旬 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18 階 セミナールーム（名古屋市中

村区） 

・対象：愛知県に本社または事業所がある自動車部品メーカー 

・定員： 

 ＜セミナー＞30名（申込先着順、1社につき 2名まで） 

 ＜個別支援＞ 5社（申込多数の場合は選考します） 

・申込期限： 8 月 27 日（金）17：00（定員になり次第締め切り） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/shinbunya2021.html 

 

◎ 産業振興課 自動車・基盤産業グループ  

 電話 052-954-6376 

 

★９ 令和 4年度採用愛知県職員（職業訓練指導員）を募集します 

 

県では、県立の職業能力開発施設で勤務し、訓練生の就職やスキルアップなどに必要な技

能・技術・知識についての指導や就職支援を行う職業訓練指導員を募集しています。令和 4

年度採用の選考試験を実施します。ご応募をお待ちしています。 

 

・募集区分等：「機械」、「建築」、「陶磁器」それぞれ若干人 

       「電気・電子・コンピュータ制御」約 5人 

・申込期限：9月 3日(金)（当日消印有効） 

・試験日：9月 19日(日)  

・試験会場：愛知県自治研修所（名古屋市中区） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinjika/sidouinbosyuuannai.html 

 

◎ 労働福祉課 総務・人事・広報グループ 

 電話 052-954-6358 
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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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