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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 新型コロナウイルス感染症に関する「愛知県厳重警戒措置」の実施について 

 

県では、感染の再拡大を防止するため、10月 17 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＞ 

・飲食店等における営業時間短縮とガイドラインの徹底（営業時間：あいスタ認証店は 21

時まで・その他の店は 20時まで、酒類の提供：あいスタ認証店は 20時まで・その他の店は

19 時半まで） 

・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 5，000 人又は収容定



員 50％以内（≦10,000 人）のいずれか大きい方） 

 

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の申請をお忘れなく 

 

現在、以下の協力金の申請を受け付けています。 

ア・エ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。 

 

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/  

 

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/  

 

ウ.【営業時間短縮要請枠】（8/27～9/30 実施分） 

申請期間：2021 年 10 月 1 日（金）～11月 19 日（金）（当日消印有効） 

申請サポートサイト： 

https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/0827/ 

 

エ.【営業時間短縮要請枠】【特例受付】（2/8～3/21 実施分、3/22～4/19 実施分、4/20～5/31

実施分） 

申請期間：2021 年 9 月 15 日（水）～10月 15 日（金）（当日消印有効） 

※過去に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。 

 

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 

 

オ.【大規模施設等営業時間短縮要請枠】（8/8～8/26 実施分） 

申請期間：2021 年 9 月 24 日（金）～11月 5日（金）（当日消印有効） 

申請サポートサイト： 

https://aichi-daikibo-kyouryokukin.com/next/ 

 

◎大規模協力金専用コールセンター 

 電話 0120-263-225 

 

☆３ 「労働問題個別相談会」を開催します 

 

県では、コロナ禍における労務管理や各種助成金の活用方法、職場のトラブル、適職探し、

メンタルヘルスなど、様々な労働問題について、社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士、

ハローワーク職員など専門の相談員が解決のお手伝いをします。まずはご相談ください。

（無料・秘密厳守） 

 

・開催場所・日時 

(1)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） 

 10 月 5日(火)・19 日(火）・21日(木）・26 日(火）、11 月 11 日(木）・18日(木）・25日(木）、

12 月 9 日(木)・16日(木)・23 日(木) 

(2)ハローワーク豊田（豊田公共職業安定所）(豊田市)  

 10 月 4日（月） 

(3)愛知県知多総合庁舎(半田市） 

 10 月 12 日（火）※ハローワーク職員の相談はありません 

(4)ハローワーク半田（半田公共職業安定所）（半田市） 

 11 月 9日（火） 

(5)愛知県西三河総合庁舎(岡崎市)  

 12 月 7日（火）※ハローワーク職員の相談はありません 

(6)ハローワーク豊橋（豊橋公共職業安定所）(豊橋市)  

 12 月 22 日（水） 

全日程で 10:00～12:00 または 13:00～15:00 

    

・対象：県内の中小・小規模事業主、個人事業主、労働者、離職者等 

・申込方法：社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士への相談は電話による事前予約制 

（相談は 1回あたり 60分以内） 

・相談方法：会場での対面相談（新型コロナウイルス感染症対策を行います。） 



 

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

 

◎労働福祉課 労働相談グループ 

 電話 052-589-1405 

 

★★公募・募集★★ 

★４ 「デザイン経営」専門家派遣事業の参加者を募集します 

 

県では、県内企業への「デザイン経営」導入を支援するため、「専門家派遣事業」を実施し

ています。「デザイン経営」の専門家が、直接企業を訪問し、各企業の新商品開発、既存商

品の高付加価値化、新商品の販売促進、企業ブランディング、デザイン戦略の構築、デザイ

ン経営の導入方法などといったお悩みを解決します。（無料） 

 

・専門家派遣期間：2021 年 11 月から 2022 年 2 月までの間 

         ※派遣日時及び回数は、支援内容に応じて調整します。 

・申込期限：10 月 8 日（金）（必着） 

 

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

 

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ（事業全体に関すること） 

 電話 052-954-6370 

◎愛知県デザイン経営活用促進事業事務局（申込み先） 

 電話 052-265-2104 

 

★５ 「金属加工入門講座 2021」の参加者を募集します 

 

あいち産業科学技術総合センターでは、金属加工に関する主要な分野について、内容を入門

部分にしぼり、金属加工の全体像がつかめることを目指した「金属加工入門講座」を開講し

ます。金属加工全般の知識習得や、自社の専門分野以外の知識習得を目指す方の足掛かりと

なれば幸いです。 

 

・日時：11 月 4 日（木）、10日（水）、17 日（木）  10:00～17:15 

・場所：あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 講堂（刈谷市） 

・定員：20 名（先着順、応募多数の場合は県内企業優先） 

・申込期限：10 月 28 日(木) 

・受講料  30,000 円（愛知工研協会会員は 15,000 円） 



 

http://www.aichi-inst.jp/sangyou/news/info_2021-09-09_113104.html 

 

◎あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 金属材料室 

  電話  0566-24-1841 

 

★６ 「TWI 監督者訓練（10時間講習）2日間コース」の参加者を募集します 

 

愛知県職業能力開発協会では、「TWI 監督者訓練（10 時間講習）2 日間コース」として 2 講

座を開催します。班長、グループリーダーなどに求められる「部下への指導力」、「職場の人

間関係の円滑化」について、TWI 方式により基礎的な知識・技能の向上を目指します。 

 

・日時： 

（1）仕事の教え方 2021 年 10 月 19 日（火）13：00～17：00、21 日（木）9：00～17：00 

（2）人の扱い方  2022 年 2月 8日（火）13：00～17：00、10 日（木）9：00～17：00 

・場所：愛知県職業能力開発協会（名古屋市西区） 

・定員：各講座 10名 

・参加費：1講座あたり会員 15,400 円、非会員 18,500 円 

 

http://www.avada.or.jp/information/detail.html?id=259 

 

◎愛知県職業能力開発協会 企画業務課 企画・能力開発 

 電話 052-524-2032 
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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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