
◆━◇━◆━◇━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━ 

┃あ い ち 産 労 情 報 お 届 け 便 ┃282 号┃ 

┃   ～あいち産業労働ニュースメルマガ～  ┃   ┃ 

┗━◇━━━━━━━━━━━━━━━◆━◇━◆━◇━◆ 

 ┃令和 3年 12 月 28 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 愛知県中小企業者等応援金の申請をお忘れなく 

 

現在、以下の愛知県中小企業者等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）【一般枠】（10 月分）、【酒類販売事業者枠】（10 月分） 

申請期限：2022 年 1 月 14 日（金） 

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

 

（２）【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） 

申請期限：2022 年 1 月 14 日（金） 

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

 

◎ 愛知県中小企業者等応援金コールセンター 

 電話 0120-100-476（12/29～1/3 を除く） 

 

☆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 

 

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：先着順方式（Web 受付）・2022 年 1月 4 日（火）～29日（土） 

・食事券引換期間：2022 年 1月 6 日（木）～31日（月） 

・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 セミナー「ユーザベース CEO が語る、グローバル展開における失敗と挑戦」の参加者

を募集します 

 

愛知県及び名古屋市が地域の支援機関と連携して設立した「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、「NewsPicks」を始めと



した情報プラットフォーム事業を展開する株式会社ユーザベースの創業者で代表取締役

Co-CEO の稲垣裕介氏をお迎えし、これまでのグローバル展開における挑戦を、失敗事例な

どを交えてお話しいただくセミナーを開催します。講演の後には講師と参加者との交流会

も行います。（無料） 

 

・日時：2022 年 1月 26 日（水）19:00～20:30 

・場所：なごのキャンパス HOME ROOM（名古屋市西区） 

    ※講演のみオンライン（YouTube を使用）でも開催 

・定員：会場参加 50 名（先着順） オンライン参加 無制限 

・申込期限：2022 年 1月 26 日（水）16:00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/beyond2021-5.html 

 

◎株式会社アドライト（コンソーシアム委託事業者） 

 電話 03-6823-1270 

 

★４ 第 4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、1 月に開講する実務担当者向け「テレワーク・スクール」の参加者を募集します。

（無料） 

 

・日時：2022 年 1月 28 日（金）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：2022 年 1月 26 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（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 

 



★５ 「労働問題個別相談会」を開催します 

 

県では、コロナ禍における労務管理や各種助成金の活用方法、職場のトラブル、適職探し、

メンタルヘルスなど、様々な労働問題について、社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士、

ハローワーク職員など専門の相談員が解決のお手伝いをします。まずはご相談ください。

（無料・秘密厳守） 

 

・開催場所・日時 

(1)愛知県産業労働センター（ウインクあいち）(名古屋市中村区） 

：2022 年 1 月 12 日(水)・20 日(木）・27日(木）（11階 1105 会議室）、2月 15 日(火）・18 日

(金）・28日(月）・3月 11 日(金）（12 階 1209 会議室) 

(2)愛知県知多総合庁舎 3 階 大会議室(半田市）：2022 年 1 月 13 日（木） 

(3)ハローワーク豊田（豊田公共職業安定所）プレハブ会議室(豊田市) ：2022 年 1 月 17 日

（月） 

(4)愛知県東三河総合庁舎 3階 301、302 会議室(豊橋市) ：2022 年 2 月 1日（火） 

(5)ハローワーク半田（半田公共職業安定所）半田地方合同庁舎 2階共用大会議室(半田市）：

2022 年 2月 8日（火） 

(6)穂の国とよはし芸術劇場プラット 研修室（大）(豊橋市) ：2022 年 3月 7 日（月） 

全日程で 10:00～12:00、13:00～15:00（相談は 1回あたり 60 分以内） 

※（2）、（4）、（6）の会場ではハローワーク職員の相談はありません 

・対象：県内の中小・小規模事業主、個人事業主、労働者、離職者等 

・申込方法：社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士への相談は電話による事前予約制 

・相談方法：会場での対面相談（新型コロナウイルス感染防止対策をしっかり行います。） 

      

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

 

◎労働福祉課 労働相談グループ 

 電話 052-589-1405 

 

★６ 愛知県立岡崎高等技術専門校スキルアップ講座「初めて学ぶ電気理論」の参加者を募

集します 

 

県では、県内各高等技術専門校において、在職者の方を対象としたスキルアップ講座（在職

者対象訓練）を実施しています。「初めて学ぶ電気理論」講座は、電気に関する基礎的知識

が習得できる内容となっており、電気分野に興味のある方や第二種電気工事士の勉強を始

めようと考えている方にお勧めの講座です。 

 



・日時：1日目：2022 年 2 月 1日(火)9:40～16:45、2 日目：16 日（水）9:40～15:50 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）17 階 あいち労働総合支援フロア セ

ミナールーム（名古屋市中村区） 

・受講料：1,820 円（講座初日に現金でお支払いください。また、おつりが無いようご用意

ください。） 

・定員：20 名（定員を超えた場合は抽選により決定します） 

・申込期限：2022 年 1月 24 日(月) 

 

https://www.aichivti.ac.jp/soshiki/sangyojinzai/skill-up.html 

 

◎岡崎高等技術専門校 訓練課 

 電話 0564-51-0775 

 

★７ 「第 2回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。「あいち観光戦略 2021-2023」の検討委員を務めた株式会社行楽

ジャパン代表取締役社長 袁静氏（観光庁インバウンド地方誘客促進専門家・農林水産省農

泊専門家）に他県でのインバウンド受入成功事例の紹介や、愛知県の観光施設への有益なア

ドバイスをいただくとともに、中国人旅行者の海外旅行に対するニーズについて、最新の話

題をお話しいただきます。ぜひご参加ください。（無料） 

 

・日時：2022 年 1月 26 日（水）15：00～16：30 

・開催形式：オンライン会議システム（Cisco Webex） 

・定員：50 名（先着順）   

・申込期限：2022 年 1月 19 日（水）17：00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai-kanko/inbound-onlineseminar-2.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  

 

★８ 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 

 

★９ 「就業環境整備・改善支援セミナー」を開催します 

 

厚生労働省では、「就業環境整備・改善支援セミナー」を開催しています。労務管理の基本

的な知識について、専門家が分かりやすく解説します。起業して 5年以内や新事業場を立ち

上げた方、また、労働環境の整備をお考えの経営者、労務管理担当者など、労務管理の知識

向上を図ろうとされる方は、この機会に是非お申込みください。（無料） 

 

・日時：2022 年 1月 12 日（水）～2月 9日（水）の間の火～金曜日、9：30～11：30、13：

30～15：30、16：00～18：00（1 テーマ 60分、2テーマセット） 

・開催方法：オンライン 

・定員：各回 100 人 

・申込締切：各開催日の 4営業日前（17：00）まで 

  

https://shuugyou.mhlw.go.jp/seminar.html 

 

◎就業環境整備・改善支援事業 運営事務局（厚生労働省業務委託先） 

 電話 075-741-7862 
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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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