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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 「事業復活支援金」の申請受付が開始されています 

 

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小法人・個人事業者の事業の



継続・回復を支援する「事業復活支援金」の給付申請を受け付けています。 

 

・対象：以下の（1）、（2）をともに満たす中小法人・個人事業者 

（1）新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 

（2）2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月の売上高が、2018 年 11 月～2021 年 3 月の

間の任意の同じ月の売上高と比較して 30%以上減少した事業者 

・給付額：中小法人等 上限最大 250 万円、個人事業者等 上限最大 50万円 

・申請期間：1月 31 日（月）～5月 31 日（火） 

 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

 

◎事業復活支援金事務局 相談窓口 

 電話 0120-789-140 

 

★★公募・募集★★ 

★２ 「あいち女性起業家・経営者支援プログラム COMPASS 2021 Final DemoDay」の参

加者を募集します 

 

県では、「あいち女性起業家・経営者支援プログラム COMPASS」に参加した女性起業家・経

営者が事業内容の発表を行う Final DemoDay を開催します。あわせて、女性起業家の商品や

サービスを紹介する体験・展示ブースも設置いたします。地域の未来をつくるビジネスに会

いにお越しください。（無料） 

 

・日時：2月 22 日（火）10：00～12：00（ブース展示のみ）、13:30～16:20（プレゼン及び

ブース展示） 

・場所：愛知県女性総合センター（ウィルあいち）3階 大会議室（名古屋市東区） 

・定員：100 名（先着順） 

・内容 

（１）女性起業家によるプレゼンテーション 

（２）ブース展示・交流タイム 

 

https://sstartup.jp/compass/2020 

 

◎産業政策課 広報・企画調整グループ 

 電話 052-954-6330 

 

★３ 「海外展開知財支援セミナー」（オンライン開催）の参加者を募集します 



 

県では、海外展開を行っている、又は、海外展開を検討している中小企業の方を対象に「海

外展開知財支援セミナー」を開催します。本セミナーでは、主要な国際出願制度及び海外に

おける知財制度の注意点、模倣被害の実態や支援策等、また、近年懸念されている経済安全

保障に関連する知的財産の流出について解説します。是非御参加ください。（無料） 

 

・日時：2月 24 日（木）14:00～16:40 

・場所：オンライン開催（Cisco Webex Meetings） 

・定員：80 名（先着順、要事前申込） 

・申込期限：2月 15 日（火）17：00 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/kaigai2021.html 

 

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ 

 電話 052-954-6370 

 

★４ あいち・なごや海外連携アクセラレーション事業―BEYOND―「成果報告会」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、県内スタートアップの

海外展開及び県内中小企業等と海外スタートアップとの協業を支援するプログラムを実施

しています。この度、プログラムに参加した県内企業の成果報告会及びコロナ禍での海外進

出準備に関する講演の参加者を募集します。（無料） 

 

・日時： 2 月 21 日（月）14:00～17:10 

・場所：コラボベース NAGOYA（名古屋市中村区） 

    ※オンライン（YouTube LIVE を使用）でも開催 

・定員：会場参加 20 名（先着順）、オンライン参加 制限なし 

・申込期限： 2 月 21 日（月）11：00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/beyond2021-6.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 

 

★５ 「働き方改革ワークショップ」（オンライン開催）の参加者を募集します 



 

県では、県内企業の働き方改革の取組を支援するため、「働き方改革ワークショップ」をオ

ンラインで全 3回開催しますので、県内企業の経営者、管理職、人事労務担当者、労働者等

の皆様は、是非御参加ください。（無料） 

 

・日時（申込期限）、テーマ 

（第１回）2月 3日（木）14：00～16：30（申込期限：2月 1日（火））、多様な働き方によ

る生産性の向上 

（第 2回）2月 17日（木）14：00～16：30（申込期限：2月 15 日（火））、人事評価・モチ

ベーション 

（第 3回）2月 21日（月）14：00～16：30（申込期限：2月 17 日（木））、管理職のマネジ

メント力 

・開催方法：オンライン（ZOOM を使用） 

・定員：各回 10 名（先着順） 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/workshop2202.html 

 

◎労働福祉課労使関係グループ（事業全体に関すること） 

 電話 052-954-6361 

 働き方改革支援事業事務局（各セミナーの申込み・内容に関すること） 

 電話 052-232-0022 

 

★６ 2023 年 3 月大学等卒業予定者などを対象とした｢大学生等会社合同説明会｣の参加企

業を募集します 

 

県では、県内の経済団体等と連携して、2023 年 3 月卒業予定の大学生等や卒業後おおむね

3 年以内の若年者を対象とする「大学生等会社合同説明会」を開催します。当日は、1企業

当たり 1ブースを設け、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行った上で、対面式により

開催します。新卒者を始めとする若年求職者の採用をお考えの企業は、是非お申込みくださ

い。 

 

・日時：4月 20 日（水） 11：00～17：00  

・場所：愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 6 階展示場（名古屋市中村区） 

・募集企業数：100社（予定） 

・参加費：61,000 円（税込み） 

・募集期間：1月 12 日（水）～2月 4日（金） 

※申込多数の場合は、よりマッチング効果が見込まれる職種等を総合的に考慮の上、決定し



ます。 

 

https://www.gousetsu2023.com/entry 

 

◎就業促進課分室あいち若者職業支援センター（ヤング・ジョブ・あいち内）（事業に関す

ること） 

 電話 052-232-2351 

 大学生等会社合同説明会運営協議会事務局（公益財団法人愛知県労働協会内)（申込みに

関すること） 

 電話 052-222-0800 

 

★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：2月 21 日（月）13：30～16：00 

・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：外国人留学生の動向と大学の取り組み 

・内容：外国人留学生が在籍する大学（8校）の留学生担当者より、各大学の取り組みや留

学生の動向などをお話いただきます 

・定員：会場参加 40 名、オンライン参加 80名 

・申込期限：2月 17 日（木）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 0120-106-566 

 

★８ 「外国人留学生と企業の交流会～㏌トヨタ博物館～」を開催します 

 

県では、「外国人留学生と企業の交流会～㏌トヨタ博物館～」を開催します。留学生と企業

でチームを組んでワークショップを行うなど、愛知のものづくり企業の魅力に触れながら、

交流できる内容となっています。留学生と企業が出会い、お互いの理解を深める絶好の機会

です。是非御参加ください。（無料） 



 

・日時：2月 26 日（土）11：00～16：30 

・場所：トヨタ博物館（長久手市） 

・定員：企業 20 社（1社 1名）・留学生 40 名（要事前申込み） 

・申込期限：2月 18 日（金）15：00 

 

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 0120-106-566 

 

★９ 「第 3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。国内外を問わず、旅行者が旅行先や宿泊先、旅先でのレストラン

等を検討する際に、Google 検索や Google マップを活用することが増えています。今回のセ

ミナーでは「Google ビジネスプロフィール（旧 Google マイビジネス）」の活用を通した、

旅行者の集客力を上げる方法を学ぶことができます。市町村や観光協会のインバウンド担

当者にも役立つ内容ですので、ぜひご参加ください。（無料） 

 

・日時：2月 16 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：2月 9日（水）17：00 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai-kanko/inbound-onlineseminar-3.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  
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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 
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