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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・イ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】【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：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 

 

イ.【営業時間短縮要請枠】（8/8～8/26 実施分） 

申請期間：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：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/ 

 

◎協力金専用コールセンター 

 電話 052-228-7310 

 

エ.【営業時間短縮要請枠】（10/1～10/17 実施分） 

申請期間：10月 25日（月）～12月 13 日（月）（当日消印有効） 

申請サポートサイト： 

https://jitan.aichi-kyouryokukin.com/1001/ （10 月 16 日（土）開設） 

 

◎県民相談総合窓口（コールセンター）（10月 15日（金）まで） 

 電話 052-954-7453 

◎協力金専用コールセンター（10月 16 日（土）以降） 

 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 

 

☆２ 「個別労働関係紛争に係るあっせん制度」をご利用ください 

 

県では、個々の労働者と使用者との間で起きた労働条件の変更や解雇等の労働に関するト

ラブルについて、労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員各 1名が話合いによる解

決のお手伝いをする「あっせん」を行っています。（無料） 

 

申出の際は、事前に電話で連絡の上、直接事務局までお越しください。 

申出書は、県 Web ページでダウンロードできます。また、事務局にも用意してあります。 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodoi/0000062962.html 

 

◎労働委員会事務局 審査調整課 総務・調整グループ 

 電話 052-954-6833 

  

★★公募・募集★★ 

★３ 「ロボカップアジアパシフィック 2021 あいち」PR キャンペーンの参加者を募集しま

す 

 

県では、「ロボカップアジアパシフィック 2021 あいち」の大会 PR の一環として、「未来のロ

ボットを描こうキャンペーン」を実施します。当キャンペーンでは、PR キャラバンとして

県内で開催されるイベントに出展し、未来のロボットの絵を描いていただくなどのワーク

ショップへの参加のほか、郵送やメールでも未来のロボットの絵を募集します。（無料） 

 

（1）PR キャラバン（ワークショップ）への参加 

・体験ひろば 

  日時：10月 16日（土）、17 日（日） 各日 10：00～12：30、14：00～17：30 

  場所：こまきこども未来館体験ひろば（小牧市） 

・SDGs AICHI EXPO 2021 

  日時：10月 22日（金）、23 日（土） 各日 10：00～17：00 

  場所：Aichi Sky Expo（常滑市） 

・くらふとフェア蒲郡 2021 

  日時：10月 30日（土）10：00～16：00、31日（日）9：00～16：00 

  場所：みなとオアシスがまごおり及び竹島ふ頭地区一帯（蒲郡市） 



（2）郵送・メールでの参加（未来のロボットの絵の募集） 

・応募期間：10 月 1 日（金）～31日（日） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/robotconv/robot-campaign.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 「シンクロトロン光計測入門講習会～高速・高精度な X線回折・散乱測定を活用しよ

う～」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、あいちシンクロトロン光センターの活用を促進す

るため、初心者向けの計測入門講習会を実施しています。今回は、研究開発に広く用いられ

る X線回折等について、シンクロトロン光の利用例を中心に講義を行います。（無料） 

 

・日時・定員 

（1）講義（現地・Web 併用）：11月 15 日（月）13:30～16:00、会場 10 名・オンライン配信

50 名（先着順） 

（2）測定・解析実習（現地のみ）：11月 16 日（火）10:00～17:00、定員到達のため募集終

了 

・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） 

・申込期限：11 月 8 日（月）17：00 

 

https://www.aichisr.jp/events/event_kosyukai/2021/nyumon.html 

 

◎あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 シンクロトロン光活用推進室 

  電話  0561-76-8315 

 

★５ サテライトオフィス活用セミナー（第 2回）の参加者を募集します 

 

県では、県内中小企業等のテレワークの早期導入を促進するため、「サテライトオフィス活

用セミナー」を開催し、制度づくりのポイントや、有効な活用事例などを分かりやすくお伝

えしています。10 月に開催する「サテライトオフィス活用セミナー（第 2回）」の参加者を

募集します。（無料） 

 

・日時：10 月 29 日（金）14：00～15：30 

・場所：Camping Office osoto Okazaki（岡崎市） 



・定員：20 名（会場）、80 名（オンライン） 

・申込期限：10 月 25 日（月）（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（申込み先） 

 電話 052-581-0510 

 

★６ 「治療と仕事の両立支援セミナー」の参加者を募集します 

 

県では、中小企業の経営者や人事労務担当者の皆様を主な対象に、治療と仕事の両立支援を

進めるための職場づくりに関する基調講演のほか、企業における両立支援の取組等をお話

いただく、治療と仕事の両立支援セミナーを開催します。（無料） 

なお、本セミナーは「健康経営フォーラム 2021」のプログラムの一つとして開催します。 

 

（1）刈谷会場 

・日時：11 月 25 日（木）13:45～15:45 

・場所：刈谷市産業振興センター（刈谷市） 

・定員：50 名（先着順） 

・申込期限：11 月 15 日（月） 

（2）オンデマンド視聴 

・配信期間：2021 年 12 月 21 日（火）～2022 年１月 21 日（金） 

・定員：100 名（先着順） 

・申込期限：11 月 15 日（月） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/chiryoutoshigoto-seminar.html 

 

◎労働福祉課 調査・啓発グループ 

 電話 052-954-6359 

 

★７ 「テレワーク導入支援アドバイザー」の支援先企業を募集します 

 

県では、中小企業等を対象に、テレワークの導入に向けて、IT コーディネーターや社会保

険労務士、中小企業診断士等のアドバイザーによる派遣相談を実施しています。労務管理や

情報セキュリティ等の不安や課題を一緒に解決し、テレワークのスムーズな導入と定着を



支援します。是非御利用ください。（無料） 

 

・対象企業：テレワーク導入を検討している県内中小企業等 

・募集企業数：40社（原則申込順） 

・専門家派遣期間：派遣を決定した日から 2022 年 2月 28 日までの間 

・専門家派遣回数：１社あたり 3回まで（1回あたり約 3時間/オンライン対応可） 

・申込期限：2022 年 1月 31 日（月） 

 

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

  

◎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（申込み先） 

 電話 052-581-0510 

 

★８ 「あいち女性の活躍促進サミット 2021」の参加者を募集します 

 

県では、「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて、2013 年度から「あいち女性

の活躍促進プロジェクト」を推進しています。このプロジェクトの一環として、「女性の活

躍をどう実現するか」をテーマに、「あいち女性の活躍促進サミット 2021」を開催しますの

で、ぜひ御参加ください。（無料） 

 

・日時：11 月 1 日（月）13:30～16:00 

・参加方法・定員 

（1）オンライン参加：Zoom ウェビナー、定員無し 

（2）会場参加：アイリス愛知（名古屋市中区）、定員到達のため募集終了 

・内容：（1）基調講演（講師：株式会社資生堂 代表取締役社長兼ＣＥＯ 魚谷雅彦氏） 

    （2）あいち女性輝きカンパニー優良企業の表彰・事例発表 

    （3）パネルディスカッション 

・申込期限：10 月 22 日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/jokatsu-summit2021.html 

 

◎男女共同参画推進課 女性の活躍促進グループ（事業全体に関すること） 

 電話 052-954-6657 

◎「あいち女性の活躍促進サミット 2021」事務局（申込み先） 

 電話 052-263-3361 



 

★９ 最新デジタル技術活用ワークショップ「ラズベリーパイを使って機械学習を体験し

よう！」の参加者を募集します 

 

（公財）科学技術交流財団では、AI・ディープラーニングが分かる最新デジタル技術活用ワ

ークショップとして、IoT 開発を手軽に体験できるツールとして注目を浴びている「ラズベ

リーパイ」を使って機械学習を体験していただく全 4 回のワークショップを開催します。

（無料） 

 

・日時：11月 19 日（金）、26日（金）、12月 10 日（金）、17日（金） 各日 13:00～16:00 

・会場：知の拠点あいち モノづくり体験コーナー（豊田市） 

・講師：愛知県立大学情報科学部 准教授 入部百合絵氏、講師 ジメネス・フェリックス

氏 

・内容：（1）ラズパイを使って機械学習の基礎にチャレンジ 

    （2）機械学習をラズパイで体験しよう 

       （3）モノづくりへの応用にチャレンジ 

       （4）DX への展開とまとめ 

・定員：20 名（先着順） 

・申込期限：11 月 12 日（金） 

 

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

 

◎（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 

◎「最新デジタル技術活用ワークショップ」運営事務局（株）ディレクターズ（申込み先） 

 電話 090-2929-2271 
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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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