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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 愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】
（3/7～3/21 実施分）の申請受付
を受け付けています
・申請期間：3 月 30 日（水）～5 月 18 日（水）
（当日消印有効）
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin18-uketukekaishi.html
◎協力金専用コールセンター

電話 052-228-7310
☆２ オンライン労働相談を開始します
県では、高度な知識や判断が必要な労働に関する専門的な相談に対応するため、弁護士によ
る相談と、専門労働相談(社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士による相談)を実施して
います。今年度より来所のほか、オンラインでも労働相談に応じますので、お気軽に御相談
ください。
（無料）
【弁護士による労働相談】
・相談日：労働福祉課労働相談グループにお問合せください
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000000053.html
【専門労働相談(社会保険労務士、公認心理師・臨床心理士による労働相談)】
・相談日：Web ページに掲載
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kobeturoudousoudannkai.html
・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「労
働相談コーナー」
（名古屋市中村区）
・予約締切：相談日の 3 日前まで（要事前電話予約）
◎労働福祉課 労働相談グループ
電話 052-589-1405
☆３ 名古屋市スタートアップ企業支援補助金のご案内
名古屋市では、市内で新たに創業する方や創業後 5 年以内の市内中小企業者に対して、創業
時等に必要な経費の一部を助成します。
・募集期間：第 1 期募集 4 月 1 日（金）～5 月 10 日（火）
、第 2 期募集 7 月 1 日（金）～
8 月 10 日（水）
・補助率：補助対象経費の 1/3 以内
・補助限度額：100 万円
※補助金の助成には審査があります
https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000080543.html

◎名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課
電話 052-735-2100
★★公募・募集★★
★４ 「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
県では、瀬戸信用金庫、
（公財）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・新事業創出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、新製品開発のヒントが得
られる、新製品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：5 月 18 日（水）13:30～17:00
・場所：瀬戸信用金庫 名古屋研修センター（熱田支店 4 階）
（名古屋市熱田区）
・内容：大企業等の開放特許技術の紹介、大企業等との個別面談（住友理工（株）
、中部電
力（株）
、（株）ユピテル、岐阜大学）
・締切：5 月 10 日（火）
https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/matching040518.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
★５ 「自動車関連製造業向け 自社技術・事業領域の拡大マッチング交流会～大手企業の
開放特許を活用～」の参加者を募集します
県では、
（株）名古屋銀行、財務省東海財務局、経済産業省中部経済産業局、名古屋市、
（公
財）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・新事業創出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、新製品開発のヒントが得られる、新製品開発に要す
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：7 月 11 日（月）13:30～17:00
・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 1（名古屋市中村区）
・内容：シーズ企業 4 社の個別相談会（
（株）イトーキ、住友理工（株）
、中部電力（株）
、
富士通（株））
・締切：6 月 24 日（金）

https://www.pref.aichi.jp/press-release/aichi-chizai/matching040711.html
◎名古屋銀行 営業企画部 自動車サプライチェーン支援室
電話 052-962-4484

★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）
・テーマ：職場のハラスメント防止対策
・日時：6 月 1 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） 1 階 セミナールーム 1・2（名古屋市東
区）
・定員：50 名（申込先着順）
・申込期限：5 月 25 日（水）（必着）
https://www.pref.aichi.jp/press-release/rodokoza040601.html
◎労働福祉課 調査・啓発グループ
電話 052-954-6359
★７ この道一筋「あいちの名工」を募集します
県では、県内の事業所に勤務し、優れた技能を持ち、その技能を通じて社会に貢献された方
を「愛知県優秀技能者（あいちの名工）
」として表彰しています。令和 4 年度愛知県優秀技
能者表彰の被表彰候補者を募集します。
・対象：次の項目の全てに該当する方
(1) 県内の事業所に勤務する方（自営業者を含む）
(2) 表彰の行われる日において、現役の技能労働者として活躍されている方
(3) 優れた技能を有し、評価・実績を有している方
(4) 技能を通じて、後進の指導育成、作業改善による生産性の向上、文化財等の保存など
により社会に貢献した方

(5) 社会人として模範と認められる方
・応募方法：市町村、商工会議所、商工会、産業団体等からの推薦による
・応募期間：6 月 1 日（水）～6 月 30 日（木）
（当日消印有効）
https://www.pref.aichi.jp/press-release/meikouboshuu.html
◎産業人材育成課 技能振興グループ
電話 052-954-6375
★８ 「技術経営（MOT）セミナー2022」の参加者を募集します
技術経営（MOT）研修実行委員会（（公財）科学技術交流財団他で構成）では、企業の経営者、
技術者・研究者の皆様を対象に、MOT に関するセミナーを開催します。
・内容
＜基礎コース＞ ＭＯＴを知る！「新事業企画のエッセンスはこれで」
（全 3 回）
＜実践コース＞ ＭＯＴを使う！「ＭＯＴマーケティングの実践道場」
（全 2 回）
・日時
＜基礎コース＞ 8 月 4 日（木）10：00～17：00、18 日（木）10：00～12：00、25 日（木）
10：00～15：00
＜実践コース＞ 9 月 13 日（火）
・14 日（水）各日とも 10：00～17：00
・開催形式・場所
＜基礎コース＞ Web セミナー（Zoom ミーティング）
＜実践コース＞ 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）15 階 科学技術交流財団
研究交流センター（名古屋市中村区）
※実践コースについて、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、オンライン開催に変更
する場合があります。
・定員
＜基礎コース＞ 60 名程度（先着順）
＜実践コース＞ 15 名（先着順、最少催行人数 8 名）
※実践コースについて、最少催行人数に満たない場合は別途ご連絡します。
・参加費
＜基礎コース＞

6,000 円 ＜実践コース＞ 30,000 円

・申込期限
＜基礎コース＞

7 月 20 日（水） ＜実践コース＞ 8 月 30 日（火）

https://astf.jp/mot2022/

◎（公財）科学技術交流財団
電話 0561-76-8326
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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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