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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】
（1/21～3/6・3/7～3/21 実施分）
の申請を受け付けています

（１）1/21～3/6 実施分（特例受付）
・申請期間：5 月 23 日（月）～6 月 22 日（水）
（当日消印有効）
（２）3/7～3/21 実施分（申請期間延長）
・申請期間：3 月 30 日（水）～6 月 22 日（水）
（当日消印有効）
https://www.pref.aichi.jp/press-release/covid19-aichi/kyoryokukintokurei2205.html
◎協力金専用コールセンター
電話 052-228-7310
☆２ 愛知県内中小企業の海外展示会への出展を支援します
県では、
「愛知県アジア展開支援事業実行委員会」を設立し、展示会に出展する県内中小企
業を支援します。支援対象展示会は、
「FBC ASEAN 2022 ものづくり商談会」
、
「METALEX 2022」
及び「Manufacturing Indonesia」とし、出展料及びオンライン出展用 PR 費用を補助すると
ともに、出展後のフォローアップ支援を行います。是非お申込みください。
・申込期限：7 月 15 日（金）
https://www.pref.aichi.jp/press-release/exhibition2022.html
◎愛知県アジア展開支援事業実行委員会事務局
（愛知県経済産業局産業部産業立地通商課 海外展開支援グループ内）
電話 052-533-6650
☆３ 2023（令和 5）年度採用愛知県職員（職業訓練指導員）募集のご案内
県では、2023（令和 5）年度に採用する職業訓練指導員の選考試験を実施します。職業訓練
指導員は県立の職業能力開発施設で勤務し、訓練生の就職やスキルアップなどに必要な技
能・技術・知識についての指導や就職支援を行います。皆様のご応募をお待ちしております。
・募集人員：職業訓練指導員（機械）約 5 人、
（電気・電子・コンピュータ制御）若干人
・勤務地：県内の高等技術専門校・愛知障害者職業能力開発校等
・試験日程・会場：7 月 3 日（日）
・愛知県自治研修所（名古屋市中区）
・応募締切：6 月 17 日（金）（当日消印有効）

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinjika/sidouinbosyuuannai.html
◎労働局 労働福祉課 総務・人事・広報グループ
電話 052-954-6358
☆４ 「個別労働関係紛争に係るあっせん制度」をご利用ください
県では、個々の労働者と使用者との間で起きた労働条件の変更や解雇等の労働に関するト
ラブルについて、労働委員会の公益委員、労働者委員、使用者委員各 1 名が話合いによる解
決のお手伝いをする「あっせん」を行っています。
（無料）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodoi/0000062962.html
◎労働委員会事務局 審査調整課 総務・調整グループ
電話 052-954-6833
☆５

ウクライナ情勢の影響で輸出入にお困りの事業者の皆様向け支援策リーフレットに

ついて
経済産業省と中小企業庁では、ウクライナ情勢の影響で輸出入にお困りの事業者の皆様（主
に中小企業・小規模事業者）向けに、お使いいただける支援策をリーフレットにまとめ、ホ
ームページで公表しています。支援策の詳細は各 HP をご覧ください。
（経済産業省 HP)
https://www.meti.go.jp/ukraine/index.html
（中小企業庁 HP）
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/index.html
◎各種施策に関してはリーフレット記載の各施策担当までお問い合わせください
★★公募・募集★★
★６

海外ビジネスセミナー「海外ビジネスは人が命！～経験者と考える各国で活躍する

駐在員の姿～」の参加者を募集します
県では、県内企業が多く進出し、愛知県サポートデスクを設置する 4 か国（中国、ベトナ
ム、インド、インドネシア）を対象に、現地勤務経験者等からご本人の経験を基に、対象国

の特徴及びその国の実情に応じた“より適任な”人材の資質、ローカルスタッフと円滑に
コミュニケーションするための心得・工夫をお伝えする海外ビジネスセミナーを開催しま
す。是非お申込みください。（無料）
・日時：7 月 11 日(月）～7 月 15 日(金）
、各日 17：00～18：00（日本時間）
・開催形式・定員：
（１）国別セミナー（7 月 11 日(月）～7 月 14 日(木）)：オンライン形式（ZOOM ウェビ
ナー）
・各日 50 名程度
（２）トークセッション（7 月 15 日(金）
）
：ハイブリッド形式（会場及びオンライン(ZOOM
ウェビナー)）、会場参加 50 名（申込先着順）
・オンライン参加 100 名程度
・トークセッション会場：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）
・申込期限：7 月 5 日（火）
https://www.pref.aichi.jp/press-release/businessseminar2022-1.html
◎産業立地通商課 海外展開支援グループ
電話 052-533-6650
★７ 「愛知県産業立地セミナー2022 IN 大阪」の参加者を募集します
県では、愛知県の優れた交通インフラ、厚い産業集積等の立地環境や、立地優遇施策等を紹
介するセミナーを開催します。県知事プレゼンのほか、本県立地企業であるシンフォニアテ
クノロジー(株)の講演等を予定しています。今回は会場参加のほか、セミナーの後日配信も
実施します。是非御参加ください。
（無料）
・日時：7 月 25 日（月）16：00～18：20
・場所：会場参加 ホテルグランヴィア大阪 20 階「名庭」の間（大阪市北区)、後日配信
YouTube
・定員：会場参加 70 名、後日配信 人数制限なし
・申込期限：７月 15 日（金）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/seminar-osaka2022.html
◎産業立地通商課 立地指導・調整グループ
電話 052-954-6342

★８ 「計測分析に関する講演会～新規導入装置『微小部蛍光 X 線分析装置』による幅広い
材料での元素分析～」の参加者を募集します
あいち産業科学技術総合センターでは、分析機器を用いた分析や評価を通して、企業の新製
品開発や課題解決を支援しています。この度、従来よりも微小領域の分析や広範囲の面分析
が可能な微小部蛍光 X 線分析装置を導入しましたので、本装置に関する講演会(オンライン
併用)を開催します。(無料)
・日時：7 月 7 日(木)13：30～15：45(受付開始 13：00)
・開催形式：会場開催 あいち産業科学技術総合センター 1 階 講習会室（豊田市）
オンライン開催

ビデオ会議システム「Cisco Webex Meetings」

・定員：会場 30 名（各社 1 名、申込先着順）
オンライン 100 名(申込先着順)
・申込期限：7 月 5 日（火）17：00
https://www.pref.aichi.jp/press-release/20220603.html
◎あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 計測分析室
電話 0561-76-8315
★９ 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。
「プログラムコードを書かない IoT プログラミング」
・日時：7 月 30 日（土）9：30～16：50、31 日（日）9：30～16：00（2 日間）
・場所：岡崎高等技術専門校本校（岡崎市）
・定員：10 名
・申込期限：6 月 30 日（木）
・受講料：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

★10 「ビジネスマッチング」の参加企業を募集しています
県が 2018 年に「地方創生に関する包括協定」を締結した明治安田生命の名古屋本部が「ビ
ジネスマッチング」を開催します。新たなビジネスの創出等に繋がる機会ですので、関心が
ある企業様は、ぜひご参加ください。
（無料）
・形式：(1)申込みいただいた情報を掲載した名簿を作成し、参加企業に配布
(2)希望する企業とのビジネスマッチングを明治安田生命が調整
(3)調整後、対面または非対面による面談を実施
・対象：ビジネスマッチングに関心がある企業、団体
・申込方法：以下の問合せ先に、メールまたは電話にて申込希望の旨をご連絡ください。
申込書様式を送付いたします。
・申込締切：6 月 29 日（水）
◎明治安田生命 名古屋本部 ビジネスマッチング事務局（渡部）
電話 052-962-1235
メール ka-watanabe@meijiyasuda.co.jp
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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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