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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 

 

愛知県の緊急事態宣言が 9月 30日までに延長されたことに伴い、以下の措置の継続実施を



お願いいたします。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・ウ、（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】（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 

 

イ.【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 

 

ウ.【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 

【酒類販売事業者枠】（上乗せ）（5月・6月） 

申請期間：2021年 7月 5日（月）～9月 17日（金）（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 愛知県感染防止対策協力金の申請期間終了後の特例受付を開始します 

 

愛知県感染防止対策協力金について、県の営業時間短縮要請等にご協力いただいた事業者

のうち、期間内に申請を行えなかった方を対象に、特例で申請を受け付けます。 

 

・対象：1. 愛知県感染防止対策協力金（2/8～3/21実施分） 

    2. 愛知県感染防止対策協力金（3/22～4/19実施分） 

    3. 愛知県感染防止対策協力金（4/20～5/31実施分） 

※過去に上記 1～3を申請したことがある方は、交付・不交付にかかわらず、その期間の協

力金については、申請することができません。 

 

・申請期間：9月 15日（水）～10月 15日（金）（当日消印有効） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin-tokurei2109.html 



 

◎協力金専用コールセンター 

 電話 052-228-7310 

 

☆４ 愛知県中小企業者等応援金について 

 

緊急事態措置等による休業要請・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応援金を交付します。申請方法

等は現在検討中です。最新の情報は下記リンクをご覧ください。 

 

＜一般枠（7～9月分）＞ 

・対象：中小法人・個人事業者等（本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること） 

・交付額：2019年又は 2020年の同月と比較した 2021年 7月、8月、9月の売上減少額 

（中小法人：上限 15万円/月、個人事業者：上限 7.5万円/月） 

＜酒類販売事業者枠（8・9月）＞ 

・対象：酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人事業者等（本店又は主たる事務所の

所在地が県内にあること） 

・交付額： 

[国の月次支援金の拡大]法人：上限 20万円/月、個人：上限 10万円/月 

[国の月次支援金の上乗せ]売上減少額に伴い、法人: 上限 20～60万円/月、個人：上限 10

～30万円/月 

※「国の月次支援金の上乗せ」は、国の月次支援金の交付が要件であり、売上減少額から月

次支援金の交付額を差し引いた額を交付する。 

 

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

 

◎県民相談総合窓口（コールセンター） 

 電話 052-954-7453 

 

☆５ 「あいちテレワーク・モデルオフィス」を開設しました 

 

県では、県内企業等へのテレワークの早期導入を促進するため、Wi-Fiや複写機を完備した

環境でのテレワークの体験や県産木材製品等を活用したテレワーク関連設備の展示などを

行う「あいちテレワーク・モデルオフィス」を 8月 18日に開設しました。テレワーク環境

の整備を検討している企業の方は、是非御利用ください。 

 

・利用時間：9：00～18：00（土日祝日、年末年始を除く） 



・場所：ツドイコ名駅東カンファレンスセンター内（名古屋市中村区 名古屋三交ビル 2階） 

・利用料：無料 

・利用方法：原則、利用希望日の前日までに専用サイトから予約 

 

https://www.aichi-telework.pref.aichi.jp/model-office/  

 

◎労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ 

 電話 052-954-6360 

 

☆６ 愛知県最低賃金が改定されます 

 

県内の事業場で働く外国人労働者を含むすべての労働者（常用・臨時・派遣・パート・アル

バイト等）に適用される愛知県最低賃金が改定され、令和 3年 10月 1日から時間額 955円

となります。賃金が時間給以外（月給・日給等）で定められている場合は、時間当たりの金

額に換算し、次のものを除外した賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。 

 

・対象外となる賃金：（1） 臨時に支払われる賃金（結婚手当等） 

          （2） 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与等） 

          （3） 時間外労働・休日労働に対する賃金 

          （4） 深夜労働に対する割増賃金 

          (5） 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

なお、特定の産業の事業場で働く労働者については、愛知県最低賃金よりも金額の高い「特

定（産業別）最低賃金」（現在、改定のため調査審議中）が適用される場合がありますので

ご注意ください。 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-

roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase.html 

 

◎勤務先最寄りの愛知労働局労働基準監督署（以下 Webページよりご確認ください。） 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/kantoku/kantoku.html 

 

★★公募・募集★★ 

★７ 知の拠点あいち重点研究プロジェクト 3 期技術セミナー「イノベーションの突破口

を切り拓く金属 3Dプリンタと先進デザインの融合」の参加者を募集します 

 

県では、産学行政連携の研究開発プロジェクト「知の拠点あいち重点研究プロジェクト 3期」



を実施中です。この度、同プロジェクトの研究テーマである「積層造形技術の高度化と先進

デザインの融合による高機能部材の創製」において、高性能金型や新規材料の造形等の開発

成果の発表・解説を含めた、金属 3Dプリンタに関する技術セミナーを開催します。（無料） 

 

・日時：10月 1日（金）  13:30～17:00 

・場所：あいち産業科学技術総合センター  １階  講習会室（豊田市） 

 ※Zoomオンラインセミナーによるリモート開催も併せて実施します。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、リモート開催のみで実施する場合があ

ります。 

・定員：「会場」参加 60名、「オンラインセミナー」参加 80名（申込先着順） 

・申込期限：9月 29日（水）必着 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/r21m8seminar.html 

 

◎あいち産業科学技術総合センター  共同研究支援部試作評価室 

 電話 0561-76-8316 

 

★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、安定した労使関係を形成す

ることを目的として、労働講座を県内各所で開催しています。職場における労働問題の解決

や労働環境の改善にお役立てください。（無料） 

 

・テーマ： 

 1部 現場から見た新型コロナウイルスに係る労働相談事例 

 2部 パワハラ等防止をめぐる法改正の内容について 

・日時：11月 2日（火）13：30～16：30 

・場所：新城市商工会館 3階 大研修室（新城市） 

・定員：40名(申込先着順) 

・申込期限：10月 22 日（金）（必着） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinshiroshitara/roudoukouza2021.html 

 

◎東三河総局新城設楽振興事務所山村振興課 産業労働グループ 

 電話 0536-23-2116 

 

★９ 若手・中途採用社員向けセミナー「仕事の基礎づくり」の参加者を募集します 



 

県では、各企業における若者の職場定着の取組を支援するため、若手・中途採用社員向けセ

ミナー「仕事の基礎づくり」の参加者を募集します。（無料） 

 

・日時：（１）11月 17日（水）10：00～16：45、（２）11月 18日（木）10：00～16：45 

・場所：愛知県女性総合センター（ウィルあいち）2階特別会議室（名古屋市東区） 

・対象：（１）35歳未満で入社 3年以内の社員、（２）35歳以上 45歳未満で入社 3年以内の

社員 

・内容：若手社員に必要な「組織人としての役割と使命」や「仕事に対する心構え」などの

知識、態度、考え方を他社の若手社員と交流し、ゲームや討議によって習得します。 

・定員：各 30名（定員を超える場合は選考とします。） 

・申込期限：10月 15 日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/2021wakamono2.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 

◎特定非営利活動法人ブルーバード（申込み先） 

 電話 0565-77-6910 

 

 

★１０ 最新デジタル技術活用セミナー「モノづくり最前線 AI＆DX の現在地とは？」の

参加者を募集します 

 

公益財団法人科学技術交流浅井団では、最新デジタル技術活用セミナー「モノづくり最前線 

AI＆DXの現在地とは？」を開催します。いま企業には DX（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）のスピーディーな導入が求められています。DX ではデジタル技術はもちろん、人的

コスト削減につながる AI の活用が重要視されています。本セミナーでは、AI と DX の最新

情報と活用の具体例をご紹介します。（無料） 

 

・日時：10月 22日（金）13：30～16：30 

・開催形式：Webセミナー（Microsoft Teams） 

・定員：50名（先着順） 

・申込期限：10月 19 日（火） 

 

http://astf-kenkyu.moon.bindcloud.jp/digitalseminar2021/ 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/2021wakamono2.html


◎（公財）科学技術交流財団（事業全体に関すること） 

 電話 0561-76-8326 

◎株式会社ディレクターズ（申込み先） 

 電話 090-2929-2271  

 

★１１ 「2021年度研究開発助成金（第 2回）」の応募を開始します 

 

（公財）三菱 UFJ技術育成財団では、技術指向型の中小企業の育成を通じて、我が国産業の

発展、中小企業の経営高度化に貢献することを目的として、昭和 58年の設立以来、新技術、

新製品等の研究開発に対する助成金の交付事業を行っています。この度、2021 年度第２回

となる助成金の公募を開始します。 

 

・対象：原則として設立後もしくは創業後または新規事業進出後 5年以内の中小企業（大企

業や上場企業の子会社・関連会社を除く）または個人事業者で、優れた新技術・新製品等を

自ら開発し、事業化しようとする具体的な計画を持っている者 

・対象プロジェクト：現在の技術からみて新規性があり、原則として 2年以内に事業化可能

なプロジェクト。 

・助成金額：1プロジェクトにつき 300万円以内、かつ研究開発対象費用の 2分の 1以下 

・公募期間：9月 20日（月）～10月 20日（水） 

 

http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html 

 

◎（公財）三菱 UFJ技術育成財団 

 電話 03-5730-0338 
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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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