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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 「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。
（無料）
・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（会場：BusinessCentreNagoyaNishiki（名古屋市中区）
）
、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/
◎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 Camp2022 運営事務局（株式会社ツクリエ）
（申込み先）
E-Mail aichi@tsucrea.com
★３ 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。現在、次の講座について参加
者を募集しています。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： 改正育児・介護休業法のポイント等について
・日時：9 月 28 日（水）13：30～16：30
・場所：豊橋商工会議所 4 階 406 会議室（豊橋市）
・定員：40 名(申込先着順)
・申込期限：9 月 20 日（火）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/higashimikawa/sangyo-kouza041.html
◎東三河総局企画調整部産業労働課
電話 0532-54-2582
★４ 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
県では、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。
「機械系 3DCAD 基礎（Inventor 編）
」
・日程：9 月 17 日（土）9：30～16：50
9 月 18 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：8 月 19 日（金）
・受講料：2,600 円
「第二種電気工事士筆記試験対策（理論編）
」
・日程：9 月 24 日（土）9：30～16：50
9 月 25 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：20 名
・申込期限：8 月 25 日（木）
・受講料：1,820 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
★５ 女性役員のパイオニアが一挙集結！「あいち女性リーダー講演会」の参加者を募集し
ます
県では、責任ある立場で働くことの魅力や女性リーダーの仕事内容等をお伝えする「あいち
女性リーダー講演会」
（全 5 回）を開催します。県内外で活躍する女性リーダーによる講演
や対談、参加者によるグループディスカッションを実施します。
（無料）
・日時：9 月 16 日（金）14:00～17:00（会場開催及びオンライン開催）
10 月 14 日（金）13:00～16:00（オンライン開催）
11 月 10 日（木）13:00～16:00（オンライン開催）
12 月 8 日（木）13:00～16:00（オンライン開催）
2023 年 1 月 18 日（水）14:00～17:00（会場開催及びオンライン開催）
・場所：三菱ＵＦＪ銀行名古屋ビル 10 階「ホール」(名古屋市中区）
（第 1 回・第 5 回会場）
・オンライン開催の形式：オンラインライブ配信（Zoom を使用）
・対象：リーダーを目指す県内企業で働く女性管理職等（キャリアアップを目指す管理職等）
（5 回連続での講座参加を推奨）
・定員：50 名程度(申込先着順)
・申込期限：9 月 9 日（金）
https://aichi.jyokatsu.jp/leaders/
◎男女共同参画推進課

女性の活躍促進グループ（あいち女性の活躍促進プロジェクトに

関すること）
電話 052-954-6657
◎三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社（県業務委託先）
（参加者募集、会場、参
加方法等に関すること）
電話 052-307-0967
★６ 「2023 愛知環境賞」へのエントリーを募集しています
県では、サーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルに関する取組など、資源循環や環
境負荷低減を推進する先駆的で効果的な県内の〈技術・事業〉
〈活動・教育〉を「愛知環境
賞」として表彰しています。現在、
「2023 愛知環境賞」の選考対象となる取組を募集してい
ますので、多くの企業、団体からのご応募をお待ちしています。

・申込期限：9 月 30 日（金）
https://aichi-shigen-junkan.jp/kankyoushou/
◎環境局資源循環推進課 循環グループ
電話 052-954-6233
★７ 名古屋商工会議所×大阪商工会議所 中堅・中小製造業向け DX 支援 スタートアッ
プマッチングピッチ
名古屋商工会議所では、大阪商工会議所との共催にて、スタートアップとモノづくり企業を
マッチングさせるピッチイベントを実施します。
「中堅・中小製造業の DX 支援」をテーマ
に、大阪、名古屋を拠点とするスタートアップの製品・サービスをピッチ形式でご紹介！デ
ジタル活用による現場改善・生産性向上をめざす製造業の皆さま、ぜひご参加ください。
・日時：8 月 26 日（金）15：00～17：30
・開催形式：会場・オンライン併催
・場所：
（1）名古屋商工会議所 5 階会議室 ABC（名古屋市中区）
（2）オンライン（Zoom）
・定員：
（1）50 名（2）制限なし
・申込期限：8 月 25 日（木）
https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail.html?eid=3965
◎名古屋商工会議所産業振興部 IT・知財・スタートアップユニット 中桐
電話:052-223-8603
E-mail:nakagiri@nagoya-cci.or.jp
★８ 「第 22 回 Japan Venture Awards」の応募者を募集しています
中小企業基盤整備機構では、「第 22 回 Japan Venture Awards（JVA）
」の応募者を募集して
います。JVA は、革新的かつ潜在成長力の高い事業や、社会的課題の解決に資する事業を行
う、創業後概ね 15 年以内の志の高いベンチャー企業の経営者と、それを支えるベンチャー
キャピタリストを表彰する制度です。ご応募お待ちしております。
・公募：7 月 12 日（火）～8 月 25 日（木）
・審査：9 月～11 月
・表彰式：12 月 8 日（木）虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区）

※表彰式はハイブリット方式（リアルとオンライン）で開催予定です。
https://j-venture.smrj.go.jp/
◎第 22 回 JVA 運営事務局
電話：03-5539-2868
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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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