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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。 

申請期間終了後の特例受付の実施予定はありません。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】 



6/1～6/20 実施分・6/21～7/11 実施分・7/12～8/7 実施分・8/8～8/26 実施分（以上特例受

付）、8/27～9/30 実施分、10/1～10/17 実施分 

申請期限：12月 24日（金）（当日消印有効） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyoryokukin-tokurei2111.html 

 

◎協力金専用コールセンター 

 電話 052-228-7310 

 

イ.【大規模施設等営業時間短縮要請枠】 

5/12～6/20 実施分・6/21～7/11 実施分・8/8～8/26 実施分（以上特例受付）、8/27～9/30 実

施分 

申請期限：12月 10日（金） 

 

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 

ア.【一般枠】（7・8・9月）【酒類販売事業者枠】（8・9月） 

申請期限：12月 10日（金）（当日消印有効） 

 

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 

 

イ．【一般枠】（10月）、【酒類販売事業者枠】（10月） 

申請期間：12月 7日（火）～2022 年 1月 14 日（金） 

 

https://aichi-chusho-ouenkin.com/next2/  （12 月 7日（火）公開） 

 

◎・12 月 6 日（月）まで 

 愛知県県民相談総合窓口（コールセンター） 

 電話 052-954-7453 

 ・12 月 7 日（火）以降 



 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 「GoToEat キャンペーンあいち」の食事券の追加販売をご利用ください 

 

国が実施している「GoToEat キャンペーンあいち」の食事券の追加販売が実施され、11 月 26

日から抽選販売の受付が始まっています。感染防止対策に取り組みながら、頑張っている飲

食店を応援するため、是非、ご利用ください。 

 

・食事券応募期間：2021 年 11 月 26 日（金）10:00～2021 年 12 月 15 日（水） 

     ★Web 申込は 2021 年 12 月 2日（木）23:59 まで 

・食事券引換期間：2021 年 12 月 10 日（金）～2022 年 1月 31 日（月） 

 ※2021 年 12 月 23 日（木）～2022 年 1 月 3 日（月）については、年末年始のため引換停

止 

・食事券利用期間：2022 年 2月 28 日（月）まで 

・販売価格：一冊当たり 10,000 円 

・一冊当たりの構成：12,000 円（1,000 円券×12枚）  

 ※1冊あたり 2,000 円のプレミアム付き 

 

https://www.gotoeat-aichi.jp/ 

 

◎Go to Eat キャンペーン愛知県事務局 

 電話 052-433-3680 

 

★★公募・募集★★ 

★３ 「機器分析 Web セミナー」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、種々の分析機器を用いた分析や評価を行い、企業の

方々の新技術や新製品開発、モノづくりの現場で発生する様々な課題解決を支援していま

す。この度、「元素分析」、「観察」、「構造解析」の 3つのテーマについて「機器分析 Web セ

ミナー」を開催します。（無料） 

 

・日時・テーマ（いずれか 1テーマのみの参加も可能です） 

(1)12 月 7日（火）14:00～15:00 

  元素分析（蛍光Ｘ線、オージェ電子分光、ICP）の活用法 

  ～微量成分から主成分まで・微小領域から塊まで～ 

(2)12 月 8日（水）14:00～15:00 



  X 線 CT vs 断面観察（光学顕微鏡・SEM） 

  ～3次元・2次元観察のメリット・デメリット～ 

(3)12 月 9日（木）14:00～15:00 

  化学構造分析装置の測定事例の紹介 

  ～ラマン分光、TOF-SIMS、NMR～ 

・開催形式：ビデオ会議システム「Cisco Webex Meetings」によるオンライン配信 

・定員：各日 50 名（先着順） 

・申込期限：12 月 3 日（金）17:00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/20211115-seminar.html 

 

◎あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 計測分析室 

 電話 0561-76-8315 

 

★４ 「2021 年度 愛知県生活産業セミナー」の参加者を募集します 

 

県では、靴を始めとした生活産業の振興を図るため、毎年度、講演会を開催しています。今

年度は、株式会社リアルジャパンプロジェクトの代表取締役である河内宏仁氏を講師にお

招きし、SNS の基本的な活用方法や、事業者と消費者のコミュニケーションツールとしての

SNS の利用方法など、SNS が重要な情報発信ツールとなっている現代の基本マーケティング

についてお話いただきます。どなたでも御参加できますので、是非お申込みください。（無

料） 

 

・日時：12 月 10 日（金）18:30～20:00 

・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：30 名（先着順） 

・申込期限：12 月 8 日（水） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/r3seikatsu.html 

 

◎産業振興課 繊維・窯業・生活産業グループ 

 電話 052-954-6341 

 

★５ 事業会社向けスタートアップ投資勉強会の参加者を募集します 

 

県では、事業会社とスタートアップのオープンイノベーションを推進しています。事業会社



のスタートアップ投資勉強会として、「ベンチャーキャピタル（VC)への投資）や「コーポレ

ットベンチャーキャピタル（CVC)の運用）等、現役の VC や CVC を運用する事業会社の代表

者にご登壇いただくイベントを開催します！スタートアップ投資に関心がある方のご参加

をお待ちしています！ 

 

・日時：12 月 10 日(金)18:00～19:30 

・場所：なごのキャンパス（名古屋市西区） 

・定員：50 名程度 

・申込期限：12 月 9 日(木) 

 

https://aichistartupbridge.com/news/125/ 

 

◎スタートアップ推進課 海外連携グループ 

 電話 052-954-7474 

 

★６ 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 8 日（水）13：30～16：30 

・場所：西尾商工会議所会館 2 階 大ホール（西尾市） 

・定員：40 名(先着順) 

・申込期限：12 月 1 日（水）（必着） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawa/rodokoza-nishio.html 

 

◎西三河県民事務所産業労働課 

 電話 0564-27-2782 

 

★７ 「留学生採用講座」を開催します 

 

県では、企業の経営者及び人事担当者等を対象に、外国人留学生の採用に関する企業向け講

座を開催します。グローバル人材採用のヒントや労働市場のトレンドなど、最新の情報をお

伝えします。（無料） 

 



・日時：12 月 8 日（水） 13:30～15：30 

・開催方法：ハイブリッド型講座（会場：名古屋国際センター別棟ホール（名古屋市中村区）

＆オンライン（Zoom）） 

・テーマ：外国人留学生の就職意欲と After コロナの採用のヒント 

・講師：経済産業省 貿易経済協力局 技術・人材協力課 課長補佐 中山保宏氏 

    名古屋外国人雇用サービスセンター 上席職業指導官 足立昌宏氏 

    ※そのほか、日本で活躍したい外国人留学生や外国人材を採用している企業の担

当者からのお話もあります。 

・定員：会場参加 50 名、オンライン参加 80名（先着順） 

・申込期限：12 月 3 日（金）17：00 

 

https://www.aichi-value.com 

 

◎愛知県「留学生地域定着・活躍促進事業」運営事務局 

 電話 052-687-8810 

 

★８ 第 3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、12 月に開講する第 3 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：12 月 16 日（木）14:00～16:00 

・場所：刈谷市総合文化センター アイリス 中央生涯学習センター 403・404 研修室（刈

谷市） 

・対象：県内中小企業等の実務担当者（テレワーク導入に携わる方） 

・定員：20 名（会場）、80 名（オンライン） 

・申込期限：12 月 14 日（火）（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 テレワークに関するタウンミーティングの参加者を募集します 

 

県では、多様で柔軟な働き方が選択できる環境整備を促進するため、コロナ禍において急速

に導入が進んだテレワークについて、コミュニケーションや生産性の低下などの定着に向

けた課題を共有し、その解決方法を話し合う｢タウンミーティング｣を名古屋市と岡崎市で

開催します。（無料） 

 

・日時・場所：第 1回：12 月 22 日（水）13:30～16:00、Camping Office osoto Okazaki（岡

崎市） 

       第 2回：12月 24 日（金）13:30～16:00、Camping Office osoto Hisayaodori

（名古屋市中区） 

・対象：県内中小企業の経営者、管理職、人事労務担当者、労働者等 

・定員：20 名（会場）、80 名（オンライン） 

・申込期限：12 月 17 日（金）（先着順） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/2021-townmeeting-01.html 

 

◎労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ 

 電話 052-954-6360 

 

★１０ 「ビジネスマッチング」（非対面式）の参加企業を募集します！ 

 

県が 2018 年に「地方創生に関する包括協定」を締結した明治安田生命の名古屋本部が「ビ

ジネスマッチング」（非対面式）を開催します。新たなビジネスの創出等に繋がる機会です

ので、関心がある企業様は、ぜひご参加ください。（無料） 

 

・形式：（1）申込みいただいた情報を掲載した名簿を作成し、参加企業に配布 

    （2）希望する企業とのビジネスマッチングを明治安田生命が調整 

       （3）調整後、対面または非対面による面談を実施 

・対象：ビジネスマッチングに関心がある企業、団体 

・2021 年度上期実績：287 企業エントリー・514企業のマッチング希望、246 件面談取次 

・申込方法：以下の問合せ先に、メールまたは電話にて申込希望の旨をご連絡ください。 

      申込書様式を送付いたします。 

・申込期限：12 月 13 日（月） 

     

◎明治安田生命 名古屋本部 異業種交流会事務局 

 電話 052-962-1235  



 メール ka-watanabe@meijiyasuda.co.jp 
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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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


