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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 「オートモーティブ ワールド 2023」愛知県ブースへの合同出展企業を募集します 

 

県では、クルマの先端技術展「オートモーティブ ワールド 2023」愛知県ブースへ合同出展

する県内の中小自動車関連企業を募集します。出展企業の販路拡大を支援するとともに、新

事業創出などのビジネスチャンスの機会を提供しますので、ぜひご応募ください。出展に伴

う出展料とブース全体の統一的な装飾については、県が負担します。 

 

・日時：2023年 1月 25日（水）～27日（金） 



・場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1） 

・募集企業数：5社程度（出展の可否は、審査のうえ、後日、書面で通知します。） 

・申込締切：8月 5日（金）17:00（必着） 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/automotiveworld2023.html 

 

◎産業振興課 自動車グループ 

電話：052－954－6376 

 

★２ 第 1 回高校生ロボットＳＩリーグ成果披露イベントの出展企業、団体等を募集しま

す 

 

県では、モノづくり現場の自動化を担うロボットシステムインテグレータの人材創出を目

的に、高校生の参加チームがモノづくりの自動化に取り組む競技会「高校生ロボットＳＩリ

ーグ」を実施しており、2022年 12月には、成果披露イベントを開催する予定です。この度、

成果披露イベントのブース展示やワークショップ等に出展する企業、団体等を募集します。 

 

・日時：12月 10日（土）、11日（日） 

・場所：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）ホールＣ（常滑市） 

・申込期限：7月 29日（金）17:00 

・出展料：1小間（2.97m×2.97m）当たり 100,000円（税抜） 

 

https://sileague.aichi.jp/works.html 

 

◎産業振興課 基盤産業グループ 

電話：052-954-6345 

 

★３ 「Aichi-Startup ビジネスプランコンテスト 2022」を開催します 

 

県では、「Aichi-Startup戦略」を策定し、この戦略に沿って、スタートアップ・エコシステ

ムの形成・充実に努めています。この取組の一環として、ビジネスプランコンテストを通じ

てスタートアップの創出につなげる「Aichi-Startup ビジネスプランコンテスト 2022」を

昨年度に引き続き開催します。 

 

・対象：愛知県内で起業する意志のある者（学生、社会人、個人、団体問わず） 

    下記 2つの募集テーマのうち、いずれか 1つに該当するビジネスプランを持つ者 

・募集テーマ： 



（1）県内事業会社（モノづくり企業等）の課題を解決する AI・IoTなどを活用したアイデ

ア又はプロダクト 

（2）愛知県の社会的課題を解決するアイデア又はプロダクト 

・募集締切り：7月 28日（木）23:59 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/aichi-startup-biz-contest2022.html 

 

◎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 

 

★４ 「Aichi Startup Camp 2022」の参加者を募集します 

 

県では、起業を目指すスタートアップの育成プログラムを実施しています。この度、愛知県

内での起業を考えている方、起業後間もない方を対象にした、週末開催のワークショップ

「Aichi Startup Camp 2022」の参加者を募集します。社会人だけでなく、新しい市場を狙

ったビジネスアイデアをお持ちの学生の方も参加をお待ちしています。 

 

・日時：基本講座【BASIC】5日間、実践講座【ADVANCE】5日間 

・開催形式：原則オフライン（一部プログラムはオンライン開催） 

・定員：30名程度（チーム参加は 3名まで可） 

・申込期限：8月 31日（水） 

 

https://aichistartupcamp2022.tsucrea.com/ 

 

◎愛知県スタートアップ推進課（事業に関すること） 

 電話 052-954-6859 

 Aichi Startup Camp 2022 運営事務局（株式会社ツクリエ）（申込み先） 

 E-Mail aichi@tsucrea.com 

 

★５ 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、在職者の方を対象として、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。 

 

「mbedマイコン基礎」 

・日程：8月 20日（土）9:30～16:50、21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：7月 21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 

 

★６ サテライトオフィス活用セミナー（第 1回）の参加者を募集します 

 

県では、県内中小企業等の経営者や実務担当者を対象に、在宅勤務が抱える課題解決にも有

効なサテライトオフィスについて、企業の活用事例を交えて解説し、実際に見学・体験もで

きる「サテライトオフィス活用セミナー」を開催します。是非、ご参加ください。（無料） 

 

・日時：8月 26日（金）14:00～15:30 

・開催形式：会場開催 ツドイコ名駅東カンファレンスセンター Hルーム（名古屋市中村

区）、オンライン開催（Zoom） 

・定員：会場参加 20名、オンライン 80名（先着順） 

・申込期限：8月 24日（水） 

 

https://www.aichi-telework.pref.aichi.jp/seminar/ 

 

◎あいちテレワークサポートセンター 

 電話 052-581-0510 

 

★７ テレワーク・スクール（第 1回・第 2回）の参加者を募集します 

 

県では、テレワークの普及・導入を促進するため、県内中小企業等の経営者や実務担当者を

対象に、テレワークツールの活用方法を実際に体験しながら学べる「テレワーク・スクール」

を開催します。是非、ご参加ください。（無料） 

 

・日時：（第 1回）8月 19日（金）14:00～16:30、（第 2回）9月 15日（木）14:00～16:30 

・開催形式：会場開催 ツドイコ名駅東カンファレンスセンター Hルーム（名古屋市中村

区）、オンライン開催（Zoom） 

・定員：会場参加 20名、オンライン 20名（先着順） 



・申込期限：（第 1回）8月 17日（水）、（第 2回）9月 13日（火） 

 

https://www.aichi-telework.pref.aichi.jp/seminar/ 

 

◎あいちテレワークサポートセンター 

 電話 052-581-0510 

 

★８ 働き方改革の講師の派遣を希望する企業等を募集します 

 

県では、ポストコロナ時代を見据え、中小企業等における働き方改革の取組を着実に進めて

いくため、働き方改革に造詣が深い講師の派遣を希望する企業等を募集しますので、お知ら

せします。専門の講師が申込企業・団体のニーズに合わせた講義（「働き方改革サポートセ

ミナー」）をします。派遣費用は無料ですので、企業内研修・勉強会等の機会に是非御活用

ください。 

 

・派遣期間：2022年 7月 7日（木）から 2023年 2月 10日（金）まで 

平日の 9:00から 17:00までの間で、1時間から 3時間程度（応相談） 

・派遣場所：申込企業・団体が手配した会場（オンラインでの実施も可能です。） 

・派遣対象：県内の企業・団体（原則、20名以上での申込みが必要（応相談）） 

・申込期限：希望日のおおむね 2か月前まで 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/seminar22.html 

 

◎ 働き方改革支援事業事務局（講師派遣の申込み・内容に関すること） 

 電話 0565-77-6910 

◎ 労働福祉課労使関係グループ（事業全般に関すること） 

 電話 052-954-6361 

 

☆☆お知らせ☆☆ 

☆９ 専門労働相談を実施しています 

 

県では、労務管理や就業規則の見直し、各種助成金の活用方法、ハラスメント対応、メンタ

ルヘルスなど様々な労働問題でお悩みの事業主・労働者に対し、社会保険労務士、公認心理

師・臨床心理士による「専門労働相談」を実施しています。是非、ご活用ください。（無料） 

 

・日時： 

【社会保険労務士相談】  



7月 21日（木）、28日（木）、8月 4日（木）、18日（木）、25日（木） 

【公認心理師・臨床心理士相談】  

7月 16日（土）、26日（火）、8月 9日（火）、20日（土） 

※全日 13:00～16:00 

※社会保険労務士の 9 月の日時は Webページに掲載 

・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） 

・定員：1日 3枠（要事前電話予約） 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/srs20220409.html 

 

◎労働福祉課 労働相談グループ 

 電話 052-589-1405 
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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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