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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。 

 

 【目次】 

********************************************************************* 

☆☆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 

☆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 

☆３ 愛知県の特定最低賃金が改定されます 

☆４ 「ポストコロナ時代における規模別・業種別に見た中小企業の経営課題に関する調査

結果」を公表しています 

 

★★公募・募集★★ 

★５ Web セミナー「インドビジネスは、本当に難しい！？～経験者が語るインドビジネス

の真実～」の参加者を募集します 

★６ 若者職場定着支援シンポジウム「若者が定着する魅力ある職場づくり」の参加者を募

集します！ 

★７ 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 

★８ リフォーム実践講座の参加者を募集します 

 

******************************************************************** 

☆☆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【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 

 

（２）愛知県中小企業者等応援金 

ア．【一般枠】（10月分）、【酒類販売事業者枠】（10 月分） 

申請期間：12月 7日（火）～2022 年 1月 14 日（金） 

 

イ．【一般枠】（4～6 月分、7・8・9月分）、【酒類販売事業者枠】（5・6・8・9月分）（以上特

例受付） 

申請期間：12月 17日（金）～2022 年 1 月 14 日（金） 

 

https://aichi-chusho-ouenkin.com/next2/ 

 

◎ 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、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。 

 

・食事券受付方法、応募期間 

A.抽選方式（はがき受付）：2021 年 12 月 15 日（水）まで 

B.先着順方式（Web 受付）：（1）2021 年 12 月 20 日（月）まで、（2）2022 年 1 月 4 日（火）

～29日（土） 

・食事券引換期間：2022 年 1月 31 日（月）まで 

 ※2021 年 12 月 23 日（木）～2022 年 1 月 5 日（水）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 

 

☆３ 愛知県の特定最低賃金が改定されます 

 

県では、県内で適用される最低賃金のうち、特定の産業に適用される「特定最低賃金」が 12

月 16 日から以下のとおり改定されます。なお、特定の産業に該当しない場合は、地域別最

低賃金の 955 円が適用されます。 

 

【特定最低賃金（1時間）】 

・製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業：996 円 

・はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業：968 円 

・輸送用機械器具製造業：976 円 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000006115.html 

 

◎ 勤務先最寄りの愛知労働局労働基準監督署（以下 Web ページよりご確認ください。） 

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/kantoku/kantoku.html 

 

☆４ 「ポストコロナ時代における規模別・業種別に見た中小企業の経営課題に関する調査

結果」を公表しています 

 

中小企業支援機関の（公財）全国中小企業振興機関協会では、経済産業省中小企業庁と連携

して「ポストコロナ時代における規模別・業種別に見た中小企業の経営課題に関する調査」

を実施しました。このたび、新型コロナウイルス感染症の影響下における「デジタル」「サ

ステナビリティ（持続可能性）」「事業承継、働き方など」に関する中小企業の取組状況と課

題について取りまとめました。本調査報告書及びサマリー（要旨）は、当協会のホームペー

ジで公表していますので、ぜひご覧ください。 

 

https://www.zenkyo.or.jp/chiiki/chosakekka.htm 

 



◎公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 

 電話 03-5541-6688 

 

★★公募・募集★★ 

★５ Web セミナー「インドビジネスは、本当に難しい！？～経験者が語るインドビジネス

の真実～」の参加者を募集します 

 

県では、企業の海外展開に関するセミナーを定期的に開催しています。今回は、インド市場

の特徴・最新動向、インド進出企業による事例を紹介する基調講演と、長年インドビジネス

に携わってきた様々な分野の専門家が、ご本人の経験をもとに、インドにおけるビジネスの

メリットやリスクをお伝えするパネルディスカッションを実施します。（無料） 

 

・日時:2022 年 1 月 17 日（月）16:00～17:45 

・形式:オンライン（ZOOM によるライブ配信） 

・対象: 海外展開をしている、又は検討している愛知県内の事業者（特に、インドビジネス

に関心のある方、すでにインドビジネスに取り組んでいる方） 

・内容：基調講演（インドの最新市場動向、インド進出企業事例紹介）とインドビジネス経

験者によるパネルディスカッション 

・定員:100 名（先着順） 

・申込期限:2022 年 1 月 11 日（火） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/2022india-seminar.html 

 

◎産業立地通商課 海外展開支援グループ 

 電話 052-533-6650 

 

★６ 若者職場定着支援シンポジウム「若者が定着する魅力ある職場づくり」の参加者を募

集します！ 

 

県では、若者が企業に定着し、主体的に能力を発揮することにより、「活性化した職場に更

に人が集まる」という好循環を生み出すための秘訣について学んでいただくシンポジウム

「若者が定着する魅力ある職場づくり」の参加者を募集します！（無料） 

 

・日時：2022 年 1月 28 日（金）14：00～16：10 

・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（名古屋市中村区） 

・対象：県内企業の経営者、管理職、人事担当者など 

・内容：基調講演では人が活性化し定着する取組の秘訣を、事例発表及びパネルディスカッ



ションでは採用と定着に関する効果的な取組を紹介します。 

・定員：90 名程度（会場）、90名程度（オンライン Zoom） 

・申込期限：2022 年 1月 26 日（水） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/2021wakamono3.html 

 

◎労働福祉課 企画・勤労福祉グループ 

 電話 052-954-6899 

 

★７ 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 

 

★８ リフォーム実践講座の参加者を募集します 

 

県では、主に現在職業に就いている方を対象として、短期間で様々な知識や技術を身につけ

るためのスキルアップ講座（在職者対象訓練）を開催しています。壁装（クロス貼り）の施

工法を学びたい方は、是非お申込みください。 

 

・日時：2022 年 2月 19 日（土）9：00～16：30、20 日（日）9：00～15：40 

・場所：愛知県立東三河高等技術専門校（豊川市） 



・定員：10 人 

・申込期間：2022 年 1月 3 日（月）0：00～１月 21 日（金）23：59 

・受講料：2,600 円 

 

https://www.aichivti.ac.jp/site/higashimikawa/skillup2021.html 

 

◎愛知県立東三河高等技術専門校 訓練課 

 電話 0533-93-2018 
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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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