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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 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。オンライン相談（Webex）も可
能です。また、9 月には「働く人の悩みごと相談会」内でこころの相談も行います。是非、

ご活用ください。
（無料）
・日時：
【社会保険労務士相談】
9 月 1 日（木）
、10 日（土）、16 日（金）
、22 日（木）
、29 日（木）
【公認心理師・臨床心理士相談】
9 月は実施しません。10 月以降の日程は記者発表後改めてお知らせします。
※全日 13:00～16:00
・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）
専門労働相談に関すること
https://www.pref.aichi.jp/press-release/srs20220409.html
働く人の悩みごと相談会（9 月 3 日（土）
、10 日（土）
）
http://rodoshien-aichi.jp/contents/docs/hataraku.pdf
◎労働福祉課労働相談グループ
電話 052-589-1405
☆２ 公正な採用選考啓発キャンペーンについて
県及び愛知労働局では、9 月を「公正な採用選考啓発強化月間」と定め、啓発冊子の配布等
の啓発キャンペーンを実施します。
憲法が保障する「職業選択の自由」を実現するためには、雇用する側が応募者に広く門戸を
開き、適性と能力のみを基準とした公正な採用選考を行うことが重要です。また、新型コロ
ナウイルス感染症及びワクチンの接種に関連した誤解や偏見による不当な就職差別も許さ
れません。
皆様方におかれましても、就職の機会均等の確保を図るため、人権を正しく理解し、社会的
責任の自覚の上に立った対応をお願いいたします。
https://www.pref.aichi.jp/press-release/kouseisaiyo-campaign2022.html
◎就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループ
電話 052-954-6367
☆３ 自動車運送事業のための「働きやすい職場認証制度」のご紹介

国土交通省では、バス・タクシー・トラックといった自動車運送事業の運転者不足に対応す
るための総合的な取組の一環として、令和 2 年 8 月に「働きやすい職場認証制度」
（正式名
称：運転者職場環境良好度認証制度）を創設いたしました。
本制度を通じ、職場環境改善に向けた各事業者の取組を「見える化」し、求職者のイメージ
を刷新し、運転者への就職を促すとともに、更なる職場環境改善の取組を促すことで、より
働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保を図って参ります。
【国土交通省自動車局】
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000025.html
【一般財団法人日本海事協会】※国土交通省指定の認証実施団体
https://www.untenshashokuba.jp/
◎国土交通省中部運輸局自動車交通部
電話 052-952-8035
★★公募・募集★★
★４ 「異物・異臭分析、不良解析セミナー ～分析技術とトラブル解決事例を紹介します
～」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。製品開発現場や製造工程で問題となる様々な異物・異
臭・不良品の分析技術について、「異物・異臭分析、不良解析セミナー」を会場及びオンラ
イン形式で開催します。(無料)
・日時:9 月 16 日(金)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
・定員:会場

ビデオ会議システム「Cisco Webex Meetings」

20 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:9 月 14 日(水)17:00
https://www.pref.aichi.jp/press-release/20220818.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
★５ 「基礎から学ぶデザイン経営セミナー」の参加者を募集します

県では、デザインの力を企業のブランド価値やイノベーション力の向上に資する経営手法
であり、企業の競争力向上に寄与することが期待されている「デザイン経営」を県内企業に
広く普及するため、この度「基礎から学ぶデザイン経営セミナー」をオンライン配信で開催
します。
「デザイン経営って何だろう？」
「会社にデザインをどうやって活用するの？」そん
な疑問を最前線で活躍するデザイナーが、分かりやすく解説します。是非ご参加ください！
（無料）
・日時：9 月 29 日（木）13：30～15：30
・開催形式：オンライン配信（Cisco Webex Meetings)
・定員：100 名（要事前申込、申込先着順）
・申込期限：9 月 26 日（月）
https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/design2022.html
◎愛知県 産業科学技術課 研究開発支援グループ
電話 052-954-6370
★６ 働き方改革支援事業フォーラムの参加者を募集しています
県では、中小企業の経営者や人事労務担当者等を対象に、
「働き方改革」の取組を着実に進
めていくためのフォーラムの参加者を募集しています。働き方改革の次のステージを見据
えた企業の課題と未来についての基調講演や働き方改革に取り組む 2 企業の事例発表及び
パネルディスカッションを行います。働き方改革に関心のある中小企業の経営者、管理職、
人事労務担当者等の方は、是非ご参加ください。
（無料）
・日時：9 月 15 日（木）14：00～16：45
・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）5 階小ホール（名古屋市中村区）
、オン
ライン（Zoom）
・定員：会場 50 名程度、オンライン 150 名程度（申込先着順）
・申込期限：9 月 15 日（木）10：00
https://www.bluebird.or.jp/aichi-forum
◎働き方改革支援事業事務局（県業務委託先）
電話 0565-77-6910

★７ 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：
（１）中小企業の月 60 時間超の時間外労働割増賃金率の引き上げについて （２）
労働時間の適切な管理と生産性向上について
・日時：10 月 3 日（月）13：30～16：30
・場所：愛知県西三河総合庁舎 10 階大会議室（岡崎市）
・定員：40 名(申込先着順)
・申込期限：9 月 26 日（月）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawa/rodokoza-okazaki.html
◎西三河県民事務所産業労働課
電話 0564-27-2720
★８ 「デジタル技術を活用した新事業開発リーダー養成研修」の参加者を募集します
県では、デジタル人材の育成支援の取組の一環として、デジタルテクノロジーを活用した事
業開発に関心のあるビジネスパーソンを対象に、デジタルビジネスモデルの基礎やデジタ
ル技術、マネジメント手法などを習得することで、新規事業を創出するリーダーを育成する
「新事業開発リーダー養成研修」を開催します。(無料)
＜名古屋会場＞
・日時：10 月 1 日（土）
、22 日（土）
、23 日（日）
、29 日（土）
、30 日（日）
各日とも 9：30～17：00
・場所：愛知県女性総合センター(ウィルあいち) 3 階会議室 6（名古屋市東区)
※10 月 1 日(土)のみ 3 階会議室 3
＜刈谷会場＞
・日時：11 月 16 日（水）
、17 日（木）
、18 日（金）
、24 日（木）、25 日（金）
各日とも 9：30～17：00
・場所：刈谷市産業振興センター 3 階 305 会議室（刈谷市）
※名古屋会場または刈谷会場のどちらかで全ての日程に参加できる方を対象とします
・定員：各日程 20 名(名古屋会場・刈谷会場とも申込先着順)

・申込期限：9 月 21 日（水）
https://www.netlearning.co.jp/aichidx/for_leader.html
◎産業人材育成課 人材育成グループ（事業に関すること）
電話 052-954-6365
◎株式会社ネットラーニング（県事業委託先）
（申込み・研修に関すること）
メール aichidx_inq@nl-hd.com
★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。
（１）
「旋盤作業の基本操作 I」
・日程：10 月 1 日（土）9：30～16：50、2 日（日）9：30～16：00（2 日間）
・定員：10 名
・申込期限：9 月 2 日（金）
・受講料：2,600 円
（２）
「旋盤作業の基本操作 II」
・日程：10 月 8 日（土）9：30～16：50、9 日（日）9：30～16：00（2 日間）
・定員：10 名
・申込期限：9 月 2 日（金）
・受講料：2,600 円
（３）
「機械系 3DCAD 基礎（Inventor 編）
」
（追加募集）
・日程：9 月 17 日（土）9：30～16：50、18 日（日）9：30～16：00（2 日間）
・定員：10 名
・申込期限：9 月 9 日（金）
・受講料：2,600 円
（４）
「第二種電気工事士筆記試験対策（理論編）
」
（追加募集）
・日程：9 月 24 日（土）9：30～16：50、25 日（日）9：30～16：00（2 日間）
・定員：20 名
・申込期限：9 月 9 日（金）

・受講料：1,820 円
（５）
「Studuino マイコンによる I/O 制御基礎」
・日程：10 月 8 日（土）9：30～16：50、9 日（日）9：30～16：00（2 日間）
・定員：10 名
・申込期限：9 月 9 日（金）
・受講料：4,420 円
（６）
「機械系 2DCAD 基礎（AutoCAD Mechanical 編）
」
・日程：10 月 15 日（土）9：30～16：50、16 日（日）9：30～16：00（2 日間）
・定員：10 名
・申込期限：9 月 9 日（金）
・受講料：2,600 円
（７）
「3DCAD を活用した板金展開図基礎（Inventor 編）
」
・日程：10 月 22 日（土）9：30～16：50、23 日（日）9：30～16：00（2 日間）
・定員：10 名
・申込期限：9 月 16 日（金）
・受講料：2,600 円
・場所：岡崎高等技術専門校本校（岡崎市）
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
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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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