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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 

 

8 月 27 日より緊急事態宣言が愛知県に発出されたことに伴い、以下の措置を実施します。

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） 

・飲食店等以外の施設への営業時間短縮要請（1000 平方メートルを超える商業施設等に対



する平日 20 時までの時短要請）及び働きかけ 

・業種別ガイドラインの遵守 

・テレワークの徹底 

・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） 

・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及び愛知県中小企業者等応援金の申請をお忘れなく 

 

現在、以下の協力金及び応援金の申請を受け付けています。 

（１）ア・エ、（２）については締切が近づいていますので、申請をお忘れないようお願い

します。 

 

（１）愛知県感染防止対策協力金 

ア.【営業時間短縮要請枠】（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 

 

イ.【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/  

 

◎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】（8/8～8/26 実施分） 

申請期間：2021 年 9 月 1日（水）〜10月 22 日（金）（当日消印有効） 

申請サポートサイト：https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0808/  



 

◎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 

【一般枠】【酒類販売事業者枠】（4～6月） 

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 

 

☆３ 公正な採用選考啓発キャンペーンについて 

  

県と愛知労働局では、雇用する側はもとより社会全体で公正な採用を推進するため、9月を

「公正な採用選考啓発強化月間」として、ポスターの掲示や研修会の開催、冊子の配布等に

よるキャンペーンを実施します。 

  

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/kouseisaiyou2021.html 

 

◎就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ 

 電話 052-954-6367 

 



★★公募・募集★★ 

★４ 「デザイン経営導入キックオフセミナー」の参加者を募集します 

 

県では、「デザイン経営」の概要や導入・実践事例についてのセミナーを開催します。「デザ

イン経営」とは、消費者目線に立った製品・サービスを発想するデザイン力を経営に取り入

れる手法で、企業価値の向上につながるものです。本セミナーでは、「デザイン経営」導入

の第一線で御活躍されている講師にお話しいただきます。（無料） 

 

・日時：9月 8日（水）14:00～16:15 

・開催形式：オンライン開催（Cisco Webex Meetings） 

・定員：60 名（先着順、要事前申込み） 

・申込期限：9月 6日（月）17:00（郵送の場合は必着） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/dezain2021.html 

 

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ 

 電話 052-954-6370 

 

★５ 「World Robot Summit 2020 愛知大会」を開催します 

 

経済産業省と NEDO では、「World Robot Summit 2020 愛知大会」を開催します。ものづく

り・サービス分野などにおいて、世界中から集結したチームがロボットの技術やアイデアを

競う競技会と、ロボット活用の現在と未来の姿を発信する展示会で構成されます。

「Robotics for Happiness」を合言葉に、ロボットをテーマに世界中の人々がつながり、未

来を語り合う場です。無観客での開催となりましたが、好きな時間にインターネットから参

加できる Web 会場（WRS VIRTUAL（バーチャル））にて、競技会や展示会を体感いただけま

す。 

 

・日時：9月 9日（木）～12日（日） 

・場所：愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）展示ホール B～F（常滑市） 

・申込方法：公式 Web ページから参加登録してください。 

 

https://wrs.nedo.go.jp/ 

 

◎World Robot Summit 運営事務局 

 info@worldrobotsummit.org 

 



★６ 「第４回あいちサービス大賞」を募集します 

 

県では、2018 年度から、先進的なサービスを提供している事業者を募集し、優秀な成功事

例を「あいちサービス大賞」として表彰しています。受賞した事業者やその取組・サービス

を広く PRすることにより、県内サービス産業の生産性向上を図ります。この度、「第４回あ

いちサービス大賞」を募集しています。きらり輝くサービスを提供している皆様、ぜひご応

募ください。 

 

・対象となるサービス：県内で提供される、IT・デジタルコンテンツ、デザイン、宿泊業、

生活関連サービス業等のサービス 

・応募資格：愛知県内に本社又は事業所を持つ法人・個人事業主で、中小企業基本法上の中

小企業に該当すること 

・申込期限：10 月 15 日（金）（必着） 

 

https://www.aichi-service.jp/about/ 

 

◎商業流通課 商業振興グループ 

 電話 052-954-6337 

 

★７ 「知的財産経営サロン in 一宮」の参加者を募集します 

 

県では、知的財産を経営戦略に活かす知的財産経営を推進しています。この度、知的財産に

関する疑問や活用方法について、専門家である弁理士と意見交換する「知的財産経営サロン」

を、一宮市において開催します。ミニセミナーで知的財産の基礎を学んだ後、座談会で複数

の弁理士と意見交換することで、理解を深めることができます。（無料） 

 

・日時：10 月 18 日（月）14:00～16:00 

・場所：一宮商工会議所 3 階 大ホール（一宮市） 

・定員：20 名（先着順、要事前申込み） 

・申込期限：10 月 11 日（月）（郵送の場合は必着） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2021-10.html 

 

◎愛知県 経済産業局 産業部 産業科学技術課 研究開発支援グループ 

 電話 052-954-6370 

 

★８ 労働講座の参加者を募集します 



 

県では、中小企業の事業主、人事労務担当者等の皆様を対象に、2021 年 4 月 1 日に改正施

行された高年齢者雇用安定法改正のポイントや職場のパワーハラスメント対策について、

基礎的知識を提供する労働講座を開催します。（無料） 

 

・日時：9月 17 日（金）13：30～16：30 

・場所：愛知県東三河建設事務所 5 階 大会議室（豊橋市） 

・定員：30 名（先着順） 

・申込期限：9月 10 日（金）（必着） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa/sangyo-kouza032.html 

 

◎東三河総局企画調整部産業労働課 

 電話 0532-54-2582 
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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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