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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 愛知県デジタル技術活用相談窓口をご利用ください 

 

県では、IoT や AI、産業用ロボット等のデジタル技術活用促進を目的に「愛知県デジタル技

術活用相談窓口」を設置し、各分野に精通した専門家が中小企業等からの技術利活用におけ

る課題相談、現地での業務改善アドバイス、技術導入事業者とのマッチング支援、各種補助

金の活用相談等を行います。具体的なご相談でなくても、IoT や AI などの技術が業務の中

でどう活用できそうかなどのご相談にも対応しますので、ぜひご利用ください。（無料） 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/aichi-pref-iot/digital-katsuyo2022.html 

 

◎（事業に関すること） 

 産業振興課次世代産業室 デジタル技術活用促進グループ 

 電話 052-954-7495 

 （相談窓口の申込みに関すること） 

 有限責任監査法人トーマツ 

 電話 052-565-5955 

 

☆３ 令和 4年度「愛知県複合技能士称揚状」の交付申請の受付を開始します 

 

県では、技能者の技能水準の向上と、技術革新や産業構造の変革に対応できる技能者の育成

を図るため、1 級又は単一等級に合格した方のうち、複数職種（作業）の技能検定に合格し

た方を愛知県複合技能士として称揚しており、「愛知県複合技能士称揚状」を交付していま

す。令和 4年度の交付申請の受付を開始します。 

 

・対象：県内に在住又は在勤で、次の称揚基準のいずれかを満たす方のうち、過去に称揚状

の交付を受けていない方。 

(1)2 職種以上の技能検定において、いずれも１級又は単一等級に合格していること。 

(2)2 職種以上の技能検定において、片方が１級又は単一等級に合格していて、もう片方が

2 級の技能検定に合格していること。 

(3)同一職種の 2 作業以上において、いずれも 1級又は単一等級の技能検定に合格している

こと。 

 ※特級は称揚の対象になりません。 

・申請方法：所定の申請書類を提出してください。（交付申請書は、必ず自署の上、提出し



てください。） 

・提出期限：5月 16 日（月）～6月 30 日（木）（当日消印有効） 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/fukugou2022.html 

 

◎産業人材育成課 技能振興グループ 

 電話 052-954-6375 

 

★★公募・募集★★ 

★４ 「メッセナゴヤ 2022」INVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUM ブースの共同出展企業を

募集します 

 

県、名古屋市及び（公財）名古屋産業振興公社は、「INVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUM」

を 2022 年 3 月 25 日（金）に設立し、外国・外資系企業の県内進出・定着を地域一体となっ

て支援しています。本コンソーシアムでは、2022 年 11 月 16 日（水）～18日（金）に開催

される日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ 2022」に出展する外資系企業等を募

集します。 

 

・出展期間：11 月 16 日（水）～18 日（金）10：00～17：00 

・会場：ポートメッセなごや（名古屋市港区） 

・内容：「メッセナゴヤ 2022」INVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUM ブースに出展する外資

系企業等に対し、出展料金、ブース設営・装飾費用を負担します。 

 ※オンライン出展料、輸送費、旅費や通訳費などは、出展者に御負担いただきます。 

・対象：愛知県内に事業所がある又は愛知県へ新規に事業所を設置する予定がある外資系企

業等 

・募集数：10社程度（申込者多数の場合は選考の上、決定） 

・申込期限：6月 10 日（金）17:00 

 

https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000152537.html 

 

◎INVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUM 事務局（名古屋市経済局イノベーション推進部産業

立地交流室内） 

 電話 052-972-2422 

 申込先メールアドレス a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp 

 

★５ 「2022 年度愛知ブランド企業」を募集します 

 



県では、県内製造業の実力を広くアピールするため、オンリーワンやシェアトップなど、世

界に誇る独自の技術や製品を持つ優れたモノづくり企業を「愛知ブランド企業」として認定

しています（2003 年度から認定を開始し、現在 400 社を認定）。この度、新規で認定を希望

する企業を募集します。 

 

・申請期間：5月 11 日（水）9：00～6月 17 日（金）17:00 

・申請資格：愛知県内に本社又は工場を有する製造業の企業 

 

https://www.aichi-brand.jp 

 

◎産業振興課 基盤産業グループ 

 電話 052-954-6345  

 

★６ 「愛知県新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業費補助金」の補助対

象事業の公募を開始しています 

 

県では、新型コロナウイルス感染症の社会経済への影響に対応するための新サービス・新製

品（商品）の開発及び販路拡大に要する経費を支援する「愛知県新型コロナウイルス感染症

対策新サービス創出支援事業費補助金」の公募を行います。 

 

・募集期間：5月 10 日（火）～6月 20 日（月）17：30（必着） 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/hojo2022/hosei-hojo-koubo2022.html 

 

◎（スタートアップを除く県内中小企業者に関すること） 

 中小企業金融課 団体指導グループ 

 電話 052-954-6335 

 （スタートアップに関すること） 

 スタートアップ推進課 創出・成長支援グループ 

 電話 052-954-6859 

 

★７ デジタル技術導入補助金の公募を開始しています 

 

県では、確実に企業のデジタル化・DX を後押しするため、生産性の向上や労働力不足の解

消を目的に、今年度から新たに補助制度を創設します。当補助金では自社の新たな業務プロ

セスを構築するために、新たなデジタルツールやサービスを実証する際に要する経費の一

部を補助します。 



 

・補助対象者：「あいち産業 DX推進コンソーシアム」に加入している県内に事業所を持つ中

小企業、小規模企業者 

・補助対象事業：製造現場の生産ラインの稼働状況等を可視化するためのデジタルツールや

サービスの導入等 

・補助率：中小企業：2分の 1以内、小規模企業者：3分の 2以内 

・限度額：30万円以上 100 万円以下 

・公募説明会： 

（1）会場：5月 20日（金）14:00～15:00（要事前申込み、申込先着順、50 名） 

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18階 セミナールーム（名古屋市中村区） 

（2）Web 配信：5月 25 日（水）～6月 30 日（木）（要事前申込み） 

※説明会への参加は補助金の応募の必須要件ではありません。 

・公募締切：6月 30 日（木）17:30 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/digitalhojyokin-koubo2022.html 

 

◎産業振興課次世代産業室 デジタル技術活用促進グループ 

 電話 052-954-7495 

 

★８ 岡崎高等技術専門校「在職者向けのスキルアップ講座」の参加者を募集しています 

 

岡崎高等技術専門校では、現在職業に就いている方を対象として、急速な技術の進歩や産業

構造の変化の中で、より一層の職業能力の向上を目指す新しい知識や技術を身につけるた

めの短期間の様々な職業訓練を実施しています。ぜひご参加ください。 

 

(1)「フライス盤作業の基本操作１」 

・日程：6月 18 日（土）、19日（日） 

・定員：10 名 

・申込期限：5月 20 日（金） 

(2)「ビジネスで役立つ Word・Excel（入門編）」 

・日程：6月 20 日（月）、21日（火） 

・定員：15 名 

・申込期限：5月 31 日（火） 

(3)「第二種電気工事士技能試験対策」 

・日程：6月 25 日（土）、6月 26 日（日） 

・定員：20 名 

・申込期限：5月 30 日（月） 



(4)「フライス盤作業の基本操作 2」 

・日程：6月 25 日（土）、26日（日） 

・定員：8名 

・申込期限：5月 27 日（金） 

(5)「3DCAD を活用した板金展開図基礎（Inventor 編）」 

・日程：6月 25 日（土）、26日（日） 

・定員：10 名 

・申込期限：5月 20 日（金） 

(6)「TIG 溶接入門」 

・日程：6月 28 日（火）、29日（水） 

・定員：10 名 

・申込期限：5月 27 日（金） 

 

・日程はいずれも 1日目は 9：30～16：50、2 日目は 9：30～16：00 

・場所はいずれも岡崎高等技術専門校本校（岡崎市） 

・受講料：1講座あたり 2,600 円 

 

https://www.aichivti.ac.jp/site/okazaki/skillup2022.html 

 

◎労働局 岡崎高等技術専門校 在職者訓練担当 

 電話 0564-51-0775 

 

★９ 「留学生インターンシップ事業（夏季）」の受入企業を募集します 

 

県では、外国人留学生の県内企業への就職を支援するため、「留学生インターンシップ」を

実施します。留学生をインターンシップ生として受け入れ、組織の活性化・国際化、今後の

採用に向けた自社のＰＲなどに活用してみませんか？  

 

・対象：愛知県内に事務所等を有し、商業・法人登記を有する会社その他の法人等 

・受入期間：8月上旬～9月下旬のうち 1～２週間程度（実働 5日～10 日間程度） 

・受入に要する費用：無料 

・申込期限：5月 31 日（火） 

 

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 
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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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