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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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********************************************************************
★１ 中小・小規模企業向け「デジタル技術導入モデル実証事業」の実証企業を募集します
県では、デジタル化に取り組みたいと考える中小・小規模企業を対象に、デジタルツールを
試行的に導入し、業務改善に取り組んでいただく企業を募集しています。使用するツールは、
生産、物流、販売、企画、バックオフィス（経費申請、労務管理等）の 5 業務 12 ツールの
中から選ぶことができます。デジタル技術の導入に興味がある方、検討中の企業は、ご応募
ください。
（無料）
・実施時期：2022 年 9 月から 2023 年 1 月頃まで
・募集企業数：20 社
・申込期限：8 月 24 日（水）17：00

https://www.pref.aichi.jp/press-release/aichi-pref-iot/modelverification2022.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（事業全体に関すること）
電話 052-954-7495
有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所（県業務委託先）
（申込み・支援内容に関するこ
と）
電話 052-565-5955
★２ 中小企業向け「産業用ロボット導入支援研修会」の参加者を募集します
県では、産業用ロボットの基本的な知識から、発注や導入における実践的なスキルまでを短
期間で学ぶことを目的とした「産業用ロボット導入支援研修会」を開催します。産業用ロボ
ットの導入・活用を計画・検討している御担当者様にとって、分かりやすく効果的に実践ス
キルを身につけられる内容ですので、是非御参加ください。(無料)
・日時：2022 年 9 月 9 日（金）から 2023 年 1 月 20 日（金）までの期間内で計 9 日間
（35 時間）程度
・場所：国立大学法人名古屋工業大学等（名古屋市昭和区）
・定員：20 名（先着順）
・申込期限：8 月 5 日（金）正午まで
https://www.pref.aichi.jp/press-release/aichi-pref-iot/industrial-robot2022.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（事業に関すること）
電話 052-954-7495
国立大学法人名古屋工業大学 産学官金連携機構

なごやロボット・IoT センター（申込

み先）
電話 052-735-7547
★３ 「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
★４ 2023 年度技能五輪全国大会・全国アビリンピックへの出場を目指す選手に対する訓
練経費を助成します
県では、2023 年 11 月に愛知県国際展示場を主要会場として開催が予定されている技能五輪
全国大会・全国障害者技能競技大会（全国アビリンピック）に向けた地元選手への支援とし
て、訓練経費の一部を助成します。つきましては、その申請受付を 7 月 15 日（金）から開
始しましたので、お知らせします。
・申請期間：7 月 15 日（金）～8 月 12 日（金）
（申請先着順）
・助成対象者：中小企業者、職業訓練法人、競技職種関係団体、社会福祉法人等
・助成金額：1 競技あたり上限 15 万円
https://www.pref.aichi.jp/press-release/gorinabi-ikusei-2022.html
◎産業人材育成課 技能五輪・アビリンピックグループ
電話 052-954-6972
★５ 「あいち技の伝承士」
（熟練技能者）の派遣先を募集します
県では、若手技能者の技能向上を図るため、中小企業や工科高校等に熟練技能者「あいち技
の伝承士」を講師として派遣し、オーダーメイド型の実技指導を行っています。講師派遣に
かかる費用は愛知県が負担します。現在、派遣先を募集しています。
（無料）

・派遣期間：2023 年 2 月 28 日（火）まで
・指導対象：中小企業の若手従業員（外国人技能実習生含む）、工科高校等の生徒
・派遣日数：中小企業 3 日程度、学校等 8 日程度
・申込期限：初回派遣希望日の 1 か月程度前
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/bank.html
◎産業人材育成課 技能振興グループ
電話 052-954-6375
★６ テレワーク試行支援（関連機器の貸出し）を希望する企業を募集します
県では、テレワークの導入を検討している県内中小企業等に対して、テレワーク関連機器を
貸し出し、実際の職務環境の中で利用する機会を設けることで、そのメリットや効果を体感
していただく事業を実施しています。是非、ご活用ください。（無料）
・対象：テレワークの導入を検討している県内中小企業等
・支援内容：テレワーク関連機器の貸出し（1 か月）、貸出機器の設定、専門家によるフォ
ローアップ（3 回まで）
・募集数：10 社（先着順）
・申込期限：2023 年 1 月 31 日（火）まで
https://www.aichi-telework.pref.aichi.jp/trial-support/
◎あいちテレワークサポートセンター
電話 052-581-0510
★７ 「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動 2022」の賛同事業所を募集中です
県と他の行政機関、労使団体等で構成するあいちワーク・ライフ・バランス推進協議会では、
仕事と生活の調和が実現した社会を目指して「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動」
を実施し、この取組にご賛同いただける事業所を募集中です。
・対象：愛知県内の企業・団体・事業所
・賛同項目：A. 多様な働き方の推進、B. 年次有給休暇の取得促進、C. 時間外労働の削減、
D. 定時退社、E. 「新しい生活様式」を踏まえた職場環境整備、F. 育児、介護、病気や不
妊治療との両立支援や離職した人の復帰支援、G. メンタルヘルス対策、H. 管理職や従業

員の意識改革（１項目からでも賛同できます。）
・申込期限：11 月 30 日（水）
https://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/
◎労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
電話 052-954-6360
★８ 「留学生採用・定着研修会」を開催します
県では、外国人留学生の採用・定着に関する研修会を開催します。実際の就労審査を行って
いる出入国管理局の講義や、長く働いてもらうための採用手法の検討など、外国人材の雇用
を円滑に進めていただくための実践的なプログラムです。（無料）
・日時：8 月 30 日（火）13：30～16：30
・会場：名古屋国際センター別棟ホール
・テーマ：定着（活躍）につながる留学生の採用について
・申込期限：8 月 26 日（金）15：00
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 052-687-8810

