
◆━◇━◆━◇━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━ 

┃あ い ち 産 労 情 報 お 届 け 便 ┃278 号┃ 

┃   ～あいち産業労働ニュースメルマガ～  ┃   ┃ 

┗━◇━━━━━━━━━━━━━━━◆━◇━◆━◇━◆ 

 ┃令和 3年 10 月 29 日配信 愛知県経済産業局産業政策課┃ 

 ☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 

 

 ホームページはコチラ 

https://www.pref.aichi.jp/sangyo-seisaku/news/top.htm 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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、以下の協力金の申請を受け付けています。 

（１）ア・ウ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】（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/ 

 

イ.【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  

 

◎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】（8/8～8/26 実施分） 

申請期間：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/ 

 

エ.【大規模施設等営業時間短縮要請枠】（8/27～9/30 実施分） 

申請期間：10月 25日（月）～12月 10 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）愛知県中小企業者等応援金 

【一般枠】（7～9月）【酒類販売事業者枠】（8・9月） 

申請期間：10月 27日（水）～12月 10 日（金）（当日消印有効） 

特設サイト： 

https://aichi-chusho-ouenkin.com/next/ 

 

◎愛知県中小企業者等応援金コールセンター 

 電話 0120-100-476 

 

☆２ 「ロボカップアジアパシフィック 2021 あいち」を開催します 

 

県では、「ロボカップアジアパシフィック 2021 あいち」を開催します。ロボカップとは、ア



ジア・太平洋地域の学生を中心とした自律型ロボットの競技大会で、サッカーを始め、家庭

や災害現場など様々な場面を想定した競技の熱戦が繰り広げられます。ロボットの競技の

ほか、ロボット等最新技術の講演会や展示等を実施しますので、ぜひご来場ください。（無

料） 

 

・日時：11 月 25 日（木）～11 月 29 日（月） 

・場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）（常滑市）、29日（月）はシンポジウムをデ

ザインホール（ナディアパーク内）（名古屋市中区）で開催 

・内容：競技（サッカー、レスキュー、＠ホーム、インダストリアル、ジュニア、フライン

グロボット）、ステージ講演（予約不要）、ビジネス向けセミナー（要事前予約）、最新ロボ

ットの展示・実演 

※事前登録でスムーズに入場できます。 

 

https://2021.robocupap.org/ 

 

◎産業振興課ロボット国際大会推進室 企画・調整グループ 

 電話 052-954-6698 

 

☆３ 11 月は「下請取引適正化推進月間」です 

 

公正取引委員会や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等では、下請取引に関する

相談等に応じています。11 月の「下請取引適正化推進月間」においては、下請取引適正化

推進講習会をオンラインによる非対面方式で開催します。（無料） 

 

https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211001006/2021001006.html 

 

◎公正取引委員会事務総局中部事務所下請課 

 電話 052-961-9424 

◎中部経済産業局産業部中小企業課消費税転嫁対策・下請代金検査官室 

 電話 052-589-0170 

 

  

★★公募・募集★★ 

★４ 「愛知県産業立地セミナー2021 IN 東京」の参加者を募集します 

 

県では、愛知県の優れた交通インフラ、厚い産業集積等の立地環境や、立地優遇施策等を紹

介するセミナーを会場及びオンラインで開催します。県知事プレゼンのほか、DX をテーマ



とした日本マイクロソフト(株)の講演等を予定しています。是非御参加ください。（無料） 

 

・日時：11 月 16 日（火）16：00～18：20 

・場所：グランドプリンスホテル高輪 地下 1階「プリンスルーム」(東京都港区) 

・定員：会場参加 150 名（先着順）、オンライン（Microsoft Teams を使用）人数制限なし 

・申込期限：11 月 7 日（日） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/seminar-tokyo2021.html 

 

◎産業立地通商課 立地指導・調整グループ 

 電話 052-954-6342 

 

★５ 「海外スタートアップビジネスマッチング in あいち・なごや～IoT×モノづくり～」

に参加する県内モノづくり関連企業等を募集します 

 

あいち・なごやスタートアップ海外連携促進コンソーシアム（事務局：県産業立地通商課）

では、県内モノづくり関連企業等と海外スタートアップとのビジネスマッチングを通じて

イノベーションの創出を目指すため、「海外スタートアップビジネスマッチング in あいち・

なごや～IoT×モノづくり～」をオンラインで開催します。(全 5日、無料) 

 

・日時： 

（1）DAY-1：2021 年 11 月 24 日（水）14:00～16:30「海外有力スタートアップ 20 社による

ピッチ DAY」 

（2）DAY-2：2021 年 12 月 8 日（水）9:00～11:30「米国・カナダスタートアップとのライ

ブ商談会」 

（3）DAY-3：2021 年 12 月 15 日（水）14:00～16:30「中国・韓国・台湾スタートアップと

のライブ商談会」 

（4）DAY-4：2022 年 1月 12 日（水）15:00～17:30「インド・イスラエルスタートアップと

のライブ商談会」 

（5）DAY-5：2022 年 1月 19 日（水）17:00～19:30「ドイツ・ポルトガル・英国スタートア

ップとのライブ商談会」 

・場所：オンライン（Zoom を使用） 

    ※DAY-2～5 の商談会では、ジェトロ職員、日英/日中逐次通訳者がサポートします。 

・定員：DAY-1：100 名（先着順）、DAY-2～5：海外スタートアップ 1社につき 4 枠（先着順） 

・申込期限：DAY-1：11 月 22 日（月）正午、DAY-2～5：開催日 1週間前の正午 

 

https://www.aichi-nagoya-startups.jp/events/meeting/matching2021.html 



 

◎あいち・なごやスタートアップ海外連携促進拠点事業コンタクトポイント 

 電話 052-589-6211 

 

★６ 「知財ビジネスマッチング in 東海」の参加者を募集します 

 

中部経済産業局では、本県及び東海財務局などと連携し、大企業等が保有する「開放特許」

を活用して、中小企業の新製品開発・新事業創出を支援するためのマッチング交流会を開催

します。大企業等の「開放特許」を活用することで、新製品開発・新事業創出に要するコス

トを抑えられる等のメリットがあります。是非御参加ください。（無料） 

 

・日時：11 月 26 日（金）13:00～17:30 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）5階小ホール 1・2（名古屋市中村区） 

・申込期限：11 月 16 日（火）17:00 まで 

 

https://www.chubu.meti.go.jp/b36tokkyo/press/20210929/businessmatching_in_tokai.

html 

 

◎中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室 

 電話 052-951-2774 

 

★７ 働き方改革サポートセミナー（オンライン開催）の参加者を募集します 

 

県では、県内企業の働き方改革の取組を支援するための「働き方改革サポートセミナー」を

オンラインで開催します。セミナーは、「個人参加型」と「団体参加型」の 2 種類で開催し

ます。「団体参加型」は、企業・団体のニーズに合わせて講義をしますので、企業内研修・

勉強会等の機会に是非御活用ください。（無料） 

 

A.個人参加型セミナー 

・日時：11 月 4 日（木）、19日（金） 各回 13：30～15：30 

・実施方法：オンライン配信（ZOOM を使用） 

・対象：県内企業の経営者、管理職、人事労務担当者、労働者 等 

・定員：200 名（先着順） 

・申込期限：各開催日の 2日前 

 

B.団体参加型セミナー 

・期間：2021 年 10月 7日（木）～2022 年 2 月 14 日（月）、平日 9：00～17：00の間で、1



～3時間程度（応相談） 

・実施方法：オンライン配信（応相談）（ZOOM を使用） 

・対象：県内の企業・団体（原則、20名以上での申込みが必要（応相談）） 

・実施回数：13 回（先着順、企業・団体 1回のみ） 

・申込期限：受講希望日のおおむね 1か月前 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/hatarakikataseminar.html 

 

◎労働福祉課労使関係グループ（事業全体に関すること） 

 電話 052-954-6361 

◎働き方改革支援事業事務局（各セミナーの申込み・内容に関すること） 

 電話 052-232-0022 

 

★８ 第２回実務担当者向け「テレワーク・スクール」の参加者を募集します 

 

県では、テレワークの普及・導入を促進するため、中小企業の経営者と実務担当者を対象に、

テレワークの活用方法や導入プロセスを学ぶ「テレワーク・スクール」を開催しています。

この度、11 月に開講する第 2 回実務担当者向け「テレワーク・スクール」の参加者を募集

します。（無料） 

 

・日時：11 月 17 日（水）14:00～16:00 

・場所：豊橋駅前展望会議室（豊橋市） 

・定員：20 名（会場）、80 名（オンライン） 

・申込期限：11 月 12 日（金）（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（県業務委託先）（テレワーク・スクールに関すること） 

 電話 052-581-0510 

 

★９ 「インバウンド受入オンラインセミナー」の参加者を募集します 

 

県では、外国人観光客の受入環境整備の一環として、観光事業者や自治体が対象のオンライ

ンセミナーを開催します。デジタルマップの活用について紹介するほか、外国人講師の方に、

外国人目線での日本の観光地の多言語化整備についてアドバイスしていただきます。ぜひ



ご参加ください。（無料） 

 

・日時： 11 月 17日（水）15:00～16:30 

・開催形式：オンライン開催（Cisco Webex を使用） 

・定員：100 名（先着順）   

・申込期限：11 月 10 日（水）17:00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai-kanko/inbound-onlineseminar-1.html 

 

◎国際観光コンベンション課 誘客促進グループ 

 電話 052-954-6476  
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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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