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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・応援金の申請を受け付けています。 

（１）ア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】【特例受付】（5/12～6/20 実施分、6/21～7/11 実施

分、8/8～8/26 実施分） 

申請期間：11月 10日（水）～12月 10 日（金） 

 

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・8・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、今月 25日から 29 日まで、「ロボカップアジアパシフィック 2021 あいち」を開催し

ます。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国際的な競技大会です。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で熱戦が繰り広げられます。

競技以外に、ロボット展示会や親と教師のためのプログラミングなどの大人向けセミナー、

ロボットに関する講演会も実施します。（無料） 

 

・日時：11 月 25 日（木）～11 月 29 日（月）10:00～17:00 

・場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）（常滑市） 

    ※11 月 29 日（月）はデザインホール（ナディアパーク内）（名古屋市中区）でシ

ンポジウムを実施 

・申込：一部事前予約制 

 

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（事業全体に関すること） 

 電話 052-954-6698 

◎株式会社オン・アース（来場者からのお問合せ） 

 電話 052-211-3533 

 

★★公募・募集★★ 

★３ BCP セミナーの参加者を募集します 

 

県では、BCP（事業継続計画）の策定をお考えの中小・小規模企業の皆様を対象に、東京海

上日動火災保険株式会社との共催で「BCP セミナー（全 2 回）」を開催します。BCP の重要

性・必要性をご理解いただく機会となりますので、ぜひご参加ください。（無料） 

 

【第１回】 

・日時：2021 年 12月 9日（木）13:30～16:30 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18 階セミナールーム（名古屋市中村

区） 

・定員：40 名（先着順） 

・申込期限：2021 年 12 月 6 日（月） 

【第 2回】 

・日時：2022 年 2月 9日（水）13:30～15:30 

・場所：名古屋大学減災館 1階減災ホール（名古屋市千種区） 

・定員：40 名（先着順） 

・申込期限：2022 年 2月 4 日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/bcp-2021seminar.html 



 

◎中小企業金融課 設備導入・経営革新グループ 

 電話 052-954-6334 

 

★４ 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） 

 

・日時：12 月 2 日（木）13：30～16：40 

・場所：愛知県知多総合庁舎 3 階 大会議室（半田市） 

・定員：30 名（先着順） 

・申込期限：11 月 22 日（月）（必着） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chita/r3roudoukouza.html 

 

◎知多県民事務所産業労働課 

 電話 0569-21-8111 

 

★５ サテライトオフィス活用セミナー（第 3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 12 月に開催し、参加者を募集します。サテライトオフィスの種類や特徴、

有効な活用事例などをお伝えするとともに、見学体験プログラムも用意しています。（無料） 

 

・日時：12 月 3 日（金）14:00～15:30 

・場所：ツドイコ名駅東カンファレンスセンター H ルーム（名古屋市中村区） 

・定員：20 名（会場）、80 名（オンライン） 

・申込期限：12 月 1 日（水）（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 「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動 2021」の賛同事業所を募集します 

 

あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会では、仕事と生活の調和が実現した社会を目指

して、テレワークを始めとする多様な働き方や「新しい生活様式」を踏まえた職場環境整備

等の取組など、8つの取組で賛同を呼び掛ける「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動

2021」を実施し、この取組にご賛同いただける事業所を募集します。 

 

・対象：愛知県内の企業・団体・事業所  

・賛同項目：A. 多様な働き方の推進 

      B. 年次有給休暇の取得促進 

      C. 時間外労働の削減 

      D. 定時退社 

      E. 「新しい生活様式」を踏まえた職場環境整備 

      F. 育児、介護、病気や不妊治療との両立支援や離職した人の復帰支援 

      G. メンタルヘルス対策 

      H. 管理職や従業員の意識改革 

      ※1 項目からでも賛同できます。 

・申込期限：11 月 30 日（火） 

 

https://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/ 

 

◎労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ 

 電話 052-954-6360 

 

★７ 「企業と留学生のオンライン交流会 2021」の参加企業を募集します 

 

県では、「企業と留学生のオンライン交流会 2021」を開催します。これから就職を目指す留

学生と出会い、お互いの理解を深める絶好の機会です。また、オンライン上に自社ブースを

一定期間出展することができるため、広く自社の情報を発信できます。是非御参加ください。

（無料） 

 

・日時：12 月 18 日（土）13：30～16：00 

・開催形式：オンライン開催（zoom を使用） 

・プログラム 企業と留学生の交流セッション、留学生の個別エントリータイムなど 

       ※オンライン上に自社ブースを出展できます（2021 年 12 月 18 日（土）～

2022 年 1月 31 日（月）） 



・募集企業数：40社（先着順） 

・申込期限：11 月 30 日（火） 

 

https://www.aichi-value.com/ 

 

◎国際課 調整・留学生グループ（事業全体に関すること） 

 電話 052-954-6180 

◎愛知県「留学生地域定着・活躍促進事業」運営事務局（申込み先） 

 電話 0120-106-566 

 

★８ 「リカレントフォーラム」の参加者を募集します  

 

県教育委員会では、昨年度に引き続き「リカレント教育」に関するフォーラムを開催します。

今回は大学等高等教育機関の役割や働くこととリカレント教育との関係に焦点を当て、株

式会社インテック及び愛知県立大学の事例発表及びパネルディスカッションを実施します。

Web 視聴も可能です。（無料） 

 

・日時：11 月 24 日（水）13:30～16:45 

・場所：愛知県図書館 5階 大会議室（名古屋市中区） 

・定員：会場参加 100 名、Web 視聴 100 名（先着順） 

・申込期限：11 月 19 日（金）17：30 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/syogaigakushu/2021fm.html 

 

◎教育委員会生涯学習課 生涯学習推進グループ 

 電話 052-954-6781 

 

★９ 製造業における特定技能外国人材向けオンラインジョブフェアの参加企業を募集し

ます！ 

 

経済産業省では、特定技能外国人制度の利用による人材の獲得を支援するためのオンライ

ンジョブフェアに参加する企業（A 素形材産業分野、B 産業機械製造業分野、C 電気・電子

情報関連産業分野の 3分野）を募集しています。ぜひご参加ください。（無料・要事前申込） 

 

・日時：11 月 24 日（水）14:00～16:00 対象国：フィリピン・ベトナム 

    11 月 25 日（木）15:00～17:00 対象国：インドネシア・タイ 

・開催形式：オンライン 



・対象：（1）外国人材：現地の特定技能試験合格者および合格を目指している方、技能実習

修了生など（2)企業：１号特定技能外国人の雇用に関心のある製造 3分野に該当する事業者 

 

https://www.sswm.go.jp/seminar_j/index.html#jobfair 

 

◎・11/24（水）実施分： 

  企業向け製造業特定技能外国人相談窓口（株式会社 JTB 新宿第二事業部内） 

  電話 03-5909-8762、03-5909-8746 

 ・11/25（木）実施分： 

  （一財）海外産業人材育成協会（AOTS） 海外戦略グループ 

  電話 03-3888-8244 
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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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