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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 「あいち健康長寿産業クラスター推進協議会」総会・講演会の参加者を募集します 

 

あいち健康長寿産業クラスター推進協議会（事務局：県次世代産業室）では、健康長寿産業

に興味をお持ちの企業や福祉用具・機器等の活用に関心のある施設等の方々を対象に、最新

の健康長寿産業に関する動向や具体的な取組について紹介する講演会を開催します。会員

に限らず、どなたでも参加いただけますので、是非御参加ください。（無料） 



 

・日時：3月 29 日（火）14：00～17：00 

・開催形式：会場開催 国立長寿医療研究センター 教育研修棟 1階大研修室（大府市）、

オンライン開催（Cisco Webex Meetings を使用） 

・定員：会場参加・オンライン参加 各 50 名（申込先着順） 

・申込期限：3月 25 日（金）12：00 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/hli/kenkoutyoujukouenkai03.html 

 

◎次世代産業室 ロボット産業グループ 

 電話 052-954-6352  

 

★２ 2022 年度「新あいち創造研究開発補助金」の説明会の参加者を募集します 

 

県では、次世代自動車や航空宇宙など、今後の成長が見込まれる分野で、企業等が行う研究

開発・実証実験を支援する「新あいち創造研究開発補助金」について、2022 年度の公募を

予定しています。それに先立ち、公募についての説明会を開催します。（無料） 

 

・日時：2月 17 日（木）10：30～4月 6日（水）17：30 

・開催形式：オンライン録画配信（YouTube）  

・定員：なし 

・申込期限：4月 6日（水）12:00 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/shin-aichi/koubo2022.html 

 

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ 

 電話 052-954-6370 

 

★３ 「知の拠点あいち重点研究プロジェクトⅣ期」の研究テーマを公募します 

 

県では、「あいち科学技術・知的財産アクションプラン 2025」において設定した「研究開発

の方向性」に基づき、最新の社会情勢を織り込みつつ、地域産業が抱える技術的課題の解決

を図るため、「知の拠点あいち重点研究プロジェクトⅣ期」を実施します。この度、実施に

当たり、その研究テーマを公募します。 

 

・公募期間：2月 25 日（金）～4月 28 日（木）12:00 

・提案者：県内中小企業 1社以上および県内大学等 1機関以上で構成される研究チーム 



・公募対象：3プロジェクト 9研究開発分野 

・採択件数：1研究開発分野ごとに研究テーマ 3件、計 27研究テーマ 

・研究テーマの選定枠 

 （1）通常枠（採択件数は、各研究開発分野の 3分の 2程度）：公募対象の研究開発分野に

かかる新規研究テーマ 

 （2）スタートアップ等活用枠（採択件数は、各研究開発分野の 3分の 1程度）：過去の重

点研究プロジェクト（Ⅰ～Ⅲ期）の研究成果をシーズとして活用し、活力あるスタートアッ

プ等が研究チームに新たに参画する発展的研究テーマ 

・研究規模：1研究テーマにつき、1年度当たり上限 3,400 万円程度 

・研究期間：3年度間（2022～2024 年度の予定） 

・応募方法：県 Webページ「あいち電子申請・届出システム」から電子申請 

 

https://www.pref.aichi.jp/san-kagi/kagaku/ 

 

◎産業科学技術課 科学技術グループ 

 電話 052-954-6351 

 

★４ 「産業洗浄セミナー」の参加者を募集します 

 

県では、モノづくりの現場で発生する様々な課題解決を支援するため、セミナーを開催して

情報提供を行っています。「産業洗浄セミナー」では、洗浄についての様々な技術や事例に

ついて紹介します。「洗浄」は、様々な産業において重要な工程です。要求される清浄度が

高まる一方で、洗浄現場の環境・安全問題も注目されています。本セミナーを活用ください。

（無料） 

 

・日時：3月 24 日（木）13:30～16:20 

・開催形式：オンライン開催（Microsoft Teams を使用） 

・定員：90 名（申込先着順） 

・申込期限：3月 21 日（月・祝） 

 

https://www.aichi-inst.jp/sangyou/other/seminar/ 

 

◎あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 化学材料室 

 電話  0566-24-1841 

 

★５ 「陶磁器技術講習会」の参加者を募集します 

 



県では、モノづくりの現場で発生する様々な課題解決を支援するため、講習会を開催して情

報提供を行っています。陶磁器に色をもたらす顔料には様々な種類があり、顔料の基本的な

性質の把握は、新製品開発や製品の品質管理を行う上でとても重要です。「陶磁器技術講習

会」では、陶磁器の着色に使用される顔料の基礎知識について紹介します。ぜひご参加くだ

さい。（無料） 

 

・日時：3月 29 日（火）13:30～15:00 

・場所：あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 常滑窯業試験場 講堂（常滑

市） 

・定員：20 名程度（申込先着順） 

・申込期限：3月 24 日（木） 

 

https://www.aichi-inst.jp/tokoname/other/seminar/ 

 

◎あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 常滑窯業試験場 材料開発室 

 電話  0569-35-5151 

 

★６ 「ものづくり現場におけるリスクマネジメント」講座の参加者を募集します 

 

県では、主に在職者の方を対象として、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。この度、新入社員やものづくり現場等

において安全教育が必要な方を対象に「ものづくり現場におけるリスクマネジメント」講座

を開催しますので、是非お申込みください。 

 

・日時：5月 21 日（土）9：30～16：50、5月 28日（土）9：30～16：00 の 2 日間 

・場所：愛知県立東三河高等技術専門校（豊川市） 

・定員：10 人 

・申込期限：4月 4日（月）～4月 22 日（金） 

・受講料：1,820 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 

 

☆☆お知らせ☆☆ 

☆７ 愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】（1/21～3/6 実施分）の申請受付



を受け付けています 

 

県では、時短要請に応じて営業時間を短縮した飲食店等に対し、「愛知県感染防止対策協力

金【営業時間短縮要請枠】（1/21～3/6 実施分）」の交付を行います。 

 

申請期間：3 月 7 日（月）～4 月 25 日（月）（当日消印有効） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin17-uketukekaishi.html 

 

◎協力金専用コールセンター 

電話 052-228-7310 

 

☆８ 令和 4年度前期技能検定を実施します 

 

県では、働く人たちの技能と地位の向上を図ることを目的として、働く人たちの技能や知識

を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度である「令和 4年度前期技能検

定」を実施します。 

 

・申請受付期間：4月 4日（月）～4月 15 日（金） 

・受検案内・受検申請書の配布場所：愛知県職業能力開発協会、愛知県県民相談・情報セン

ター、各県民事務所広報コーナー、東三河総局広報コーナー、東三河総局新城設楽振興事務

所広報コーナー及び労働局産業人材育成課 

・試験実施日：6月 7日（火）～9月 11 日（日） 

※試験日時及び会場は受検票でお知らせします。 

 

実施職種については、県 HP を御覧ください。（令和 4年度前期技能検定の県 HP） 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/2022kenteizenki.html 

申請等については、愛知県職業能力開発協会 HP（試験実施機関）を御覧ください。 

http://www.avada.or.jp/project/ability_evaluation/examination/ 

 

◎愛知県職業能力開発協会 技能検定課（愛知県職業訓練会館内） 

 電話 052-524-2034 

 

☆９ 「あいち働き方改革 トリセツ vol.4  実践編」を作成しました 

 

県では、県内企業の働き方改革の取組の参考としていただくため、啓発冊子「あいち働き方

改革 取扱説明書（トリセツ）vol.4 実践編」を作成しました。この冊子では、コロナ禍



における働き方改革の取組状況等の調査結果や企業の働き方改革の取組事例、相談窓口等

を紹介しています。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

御活用ください。 

 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/torisetsu4.html 

 

◎労働福祉課 労使関係グループ 

 電話 052-954-6361 
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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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