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

★★公募・募集★★ 

★１ 「基盤産業支援セミナー～挑戦する経営者～」の参加者を募集します 

 

県では、新規事業に携わる経営者から理想論だけではないリアルな新規事業展開の実態を

語っていただき、新たな事業の展開につなげる“きっかけづくりの場”とすることを目的と

した「基盤産業支援セミナー」を開催します。製造業を取り巻く環境の不確実性が高まる中、

企業の継続と成長のためには新たな事業の展開に取組んでいくことが重要です。ぜひご参

加ください。（無料） 

 

・日時：1月 27 日（木）14：00～16：00 



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

・定員：150 名（先着順） 

・申込期限：1月 25 日（火） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/kiban-seminar2021.html           

 

◎産業振興課 自動車・基盤産業グループ 

 電話 052-954-6376 

 

★２ 「愛知県産業立地・再投資促進セミナー」の参加者を募集します 

 

県では、県内企業の当地域への再投資を促すため、愛知の立地環境の魅力や支援制度を紹介

するセミナーを開催します。国・県による施策紹介のほか、カーボンニュートラルをテーマ

とした基調講演や本県立地企業による事例紹介を予定しています。会場のほか、オンライン

でも開催します。是非御参加ください。（無料） 

 

・日時：2月 16 日（水）15：00～17：00 

・開催形式：会場参加：名古屋国際センター別棟ホール (名古屋市中村区)、オンライン参

加：ライブ中継 Zoom、録画配信 YouTube 

・定員：会場参加 80 名（先着順）、ライブ中継 500 名、録画配信 人数制限なし 

・申込期限：2月 4日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/reinvest-2021.html 

 

◎産業立地通商課 立地指導・調整グループ 

 電話 052-954-6342 

 

★３ 「第８回せとしん知財活用ビジネスマッチング交流会」の参加者を募集します 

 

瀬戸信用金庫では、本県及び公益財団法人あいち産業振興機構と連携し、大企業等が保有す

る「開放特許」を活用して、県内中小企業の新製品開発等を支援する交流会を開催します。

中小企業にとっては、大企業等の「開放特許」を活用することで、開発のヒントが得られる、

開発に要する時間と費用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：2月 17 日（木）13:30～17:00 

・場所：瀬戸信用金庫本店 エンゼルホール・ギャラリーひまわり（瀬戸市） 



・申込期限：2月 10 日（木） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/matching040217.html 

 

◎瀬戸信用金庫 営業支援部 営業企画グループ 

 電話 0561-86-0215 

 

★４ 中産連×愛知県共催「自動車産業フォーラム 2022」～大手自動車メーカー、自動車

部品メーカーが語る最新技術講座！～の参加者を募集します 

 

県では、（一社）中部産業連盟と共催で「自動車産業フォーラム 2022」を開催します。本講

座は大手自動車メーカー、自動車関連メーカーの実務家・技術者の方々に企画段階からご協

力いただき、次世代自動車に関わる主要テーマに特化し、具体的内容に踏み込んだプログラ

ムで開催します。「今後のビジネスチャンスのヒント」や「求められる技術」を理解してい

ただきます。 

 

・日時：第 1部 2月 24 日（木）13:00～3 月 10 日（木）13:00 

     第 2部 3月 17 日（木）13:00～3 月 31 日（木）13:00 

・開催方法：オンライン  

※録画配信のため配信期間中であれば、お好みの時間に何度でもご視聴頂けます。 

・参加費：第 1部＋第 2部通し 49,500 円(55,000 円) 

     第 1部のみ又は第 2部のみ 27,500 円(30,800 円) ※()内は会員外価格 

     第 1 部＋第 2 部通しの場合、2 人目から参加費を半額（中産連会員 24,750 円、

中産連会員外 27,500 円） 

      

https://www.chusanren.or.jp/sc/sdata/3813.html 

 

◎一般社団法人中部産業連盟 マネジメント事業部 安藤・江口・石原 

 電話 052-931-9826 

 

★５ 「テレワーク導入支援アドバイザー」の支援先企業を募集します 

 

県では、中小企業等を対象に、テレワークの導入に向けて、IT コーディネータや社会保険

労務士、中小企業診断士等のアドバイザーによる派遣相談を実施しています。労務管理や情

報セキュリティ等の不安や課題を一緒に解決し、テレワークのスムーズな導入と定着を支

援します。是非御利用ください。（無料） 

 



・対象：テレワーク導入を検討している県内中小企業等 

・募集数：40社（原則申込順により派遣を決定します） 

・派遣回数：1社あたり 3回まで（1回あたり約 3時間/オンライン対応可） 

・申込期限：1月 31 日（月） 

 

https://www.aichi-telework.pref.aichi.jp/advisor/ 

  

◎労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ（事業に関すること） 

 電話 052-954-6360 

 あいちテレワークサポートセンター（申込みに関すること） 

 電話 052-581-0510 

 

★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） 

 

（１）第 2回講座 

・テーマ：改正育児・介護休業法のポイント等について、男性の育児休業取得促進について 

・日時：2月 9日（水）13：30～16：00 

・場所：愛知県女性総合センター（ウィルあいち）セミナールーム 1・2（名古屋市東区） 

・定員：50 名（先着順） 

・申込期限：2月 2日（水）（必着） 

 

（２）第 3回講座 

・テーマ：パートタイム労働者等の社会保険加入拡大について、ポストコロナ時代における

労務管理のポイント 

・日時：3月 3日（木）13：30～16：00 

・場所：愛知県三の丸庁舎 8階大会議室（名古屋市中区） 

・定員：50 名（先着順） 

・申込期限：2月 24 日（木）（必着） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/rodokoza031005.html 

 

◎労働福祉課 調査・啓発グループ 

 電話 052-954-6359 



 

★７ 「あいちワーク・ライフ・バランスシンポジウム」の参加者を募集します 

 

県では、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の一環として、「あいちワーク・ラ

イフ・バランスシンポジウム」を開催し、「経営戦略としての働き方改革～リーダーの意識

改革から～」をテーマに、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指して課題に取り組む企業

の事例紹介等によるパネルディスカッション、「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」の

表彰式を実施します。（無料） 

 

・日時：2月 16 日（水）14：30～16：30 

・場所：中電ホール（名古屋市東区） 

・開催形式：会場、オンライン Youtube ライブ配信 

・定員：会場 100 名（先着順）、オンライン定員なし 

・申込期限：2月 7日（月） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/wlb-symposium.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 「あいちモノづくり企業女性活躍推進フォーラム」の参加者を募集します 

 

県では、モノづくり企業における女性の活躍を促進するため、「女性管理職の育成・登用に

向けて」をテーマに、｢あいちモノづくり企業女性活躍推進フォーラム｣を開催します。先進

企業による講演や好事例紹介の他、女性管理職登用に向けた効果的な手法を説明します。

（無料） 

 

・日時：2月 15 日（火）15:00～17:00 

・場所：豊田産業文化センター「小ホール」（豊田市） 

・定員：会場 100 名、オンライン 500 名（先着順） 

・申込期限：2月 8日（火） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/monojo-kanrisyoku.html 

 

◎男女共同参画推進課 女性の活躍促進グループ 

 電話 052-954-6657 

 



★９ 「東海スタートアップカンファレンス 2022」の参加者を募集します 

 

Tongali・中部オープンイノベーションカレッジ・名古屋商工会議所の共催で「ものづくり

産業とスタートアップ ―ポスト・パンデミック時代の協力関係―」をテーマに「東海スタ

ートアップカンファレンス」を開催します。皆さまのご参加をお待ちしています。（無料） 

 

・日時：2月 1日（火）14:00～18:00 

・開催形式・定員・申込期限：会場参加（150 名・1 月 28 日（金）・先着順）、オンライン

（Zoom ウェビナーライブ配信）（500 名・2月 1日（火）） 

・場所：ミッドランドスクエア オフィスタワー 5 階 ミッドランドホール（名古屋市中村

区） 

 

https://tongali.net/events/startup-conf2022/ 

 

◎名古屋大学 Tongali プロジェクト事務局 

 電話 052-747-6490 
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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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