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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 愛知県最低賃金が改定されます
愛知県最低賃金は、令和 4 年 10 月 1 日から時間額 986 円に改正されます（現行 955 円から
31 円アップ）
。県内の事業所で働くすべての労働者（常用・臨時・派遣・パートアルバイト
等）に適用されます。使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければ
なりません。
賃金が時間給以外で定められている場合（月給・日給等）
、賃金を 1 時間当たりの金額に換

算して時間額 986 円と比較します。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichiroudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase.html
◎勤務先最寄りの愛知労働局労働基準監督署
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/kantoku/kantoku.html
☆２ 幅広い人材の採用、社員の再就職・出向を支援します！
（公財）産業雇用安定センターでは、人材有効活用の観点から、
「失業なき労働移動」を目
指し、再就職・出向等を無料で支援しています。また、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、一時的に雇用過剰となっている企業から人手不足が生じている企業への異業種間の
在籍型出向の支援にも取り組んでいます。
（無料）
＜支援内容＞
・再就職・出向等の人材マッチング支援
・人材育成・交流、キャリアステップアップのための出向支援
・新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に雇用過剰となっている企業に対する出
向支援 など
https://www.sangyokoyo.or.jp
◎（公財）産業雇用安定センター 愛知事務所
電話 052-583-8876
☆３ 産業雇用安定助成金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主
が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対し
て、その出向に要した賃金や経費の一部が助成されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
◎産業雇用安定助成金コールセンター（受付時間 9:00～21:00 土日・祝日含む）
電話 0120-603-999

☆４ 愛知県トラック協会が就職面談会を開催します
（一社）愛知県トラック協会では、愛知県内で物流業界への就職・転職を希望する方のため
の合同企業説明会「就職面談会」を開催します。物流業界の様々なシゴトについて加盟企業
から直接聞ける就職イベントです。
（無料）
・日時：9 月 18 日（日）11：00～17：00
・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）8 階展示場（名古屋市中村区）
・定員：なし（予約不要）
https://www.meidaisha.co.jp/aitokyo/
◎（一社）愛知県トラック協会 企画広報課
電話 052-825-5000
★★公募・募集★★
★５ 「愛知県産業立地セミナー2022 IN 東京」の参加者を募集します
県では、愛知県の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。県知事によるプレゼンとともに、トヨタ紡織株式会社の企業講演を予定しています。
今回は会場参加のほか、セミナー内容の後日配信も実施します。企業・団体において現在事
業活動をされている方の参加をお待ちしています。
（無料）
・日時：11 月 15 日（火）16：00～18：20
・場所：会場参加 グランドプリンスホテル高輪（東京都港区)、後日配信 YouTube
・定員：会場参加 150 名、後日配信 人数制限なし
・申込期限：11 月 4 日（金）
https://www.pref.aichi.jp/press-release/seminar-tokyo2022.html
◎産業立地通商課 立地指導・調整グループ
電話 052-954-6342
★６ 「職場のメンタルヘルス対策セミナー」の参加者を募集します
県では、中小企業の経営者や人事労務担当者の皆様を主な対象に、職場のメンタルヘルス対
策セミナーを開催します。セミナーでは休業開始から職場復帰までのスムーズな支援等に

ついて、特定社会保険労務士の山下智章氏からご講演いただきます（無料）
※本セミナーは実践的な内容を学びたい方向けのステップアップコースとなります。
・日時：9 月 27 日（火）13:30～16:00
・場所：豊田商工会議所 2 階多目的ホール（豊田市）
・定員：50 名（申込先着順）
・申込期限：9 月 20 日（火）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawa/mental-toyota2022.html
◎西三河県民事務所産業労働課 豊田加茂産業労働・山村振興グループ
電話 0565-32-7498

★７ 「仕事と介護の両立支援セミナー」の参加者を募集します
県では、要介護者の急増などに伴う労働者の離職を防止するため、主に中堅・中小企業の経
営者・管理者等向けに、社員が継続的に働ける職場環境の改善に取り組むことで、企業のイ
メージアップを図り、人材の確保と定着につなげることを目的として「仕事と介護の両立支
援セミナー」を開催します。（無料）
・日時：10 月 17 日（月）13：30～16：00
・場所：岩倉市生涯学習センター研修室 2（岩倉市）
・定員：30 名（申込先着順）
・申込期限：10 月 11 日（火）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/owari/0000087864.html
◎愛知県尾張県民事務所 産業労働課 産業労働グループ
電話 052-961-8346
★８ 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）改正育児・介護休業法のポイント等について、
（2）1 から学ぶ労働時間の
基礎～労働時間の適切な管理・運用をするために～
・日時：11 月 4 日（金）13：30～16：30
・場所：新城市商工会館 3 階大研修室（新城市）
・定員：40 名(申込先着順)
・申込期限：10 月 21 日（金）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shinshiroshitara/roudoukouza2022.html
◎東三河総局新城設楽振興事務所
電話 0536-23-2116
★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、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）
「NC 旋盤（プログラミング応用編）
」
・日程：10 月 22 日（土）9：30～16：50、23 日（日）9：30～16：00（2 日間）
・定員：6 名
・申込期限：9 月 23 日（金）
・受講料：4,420 円
（２）
「初めて学ぶ消防設備（第４類消防設備設計・製図編）
」
・日程：10 月 29 日（土）9：30～16：50、30 日（日）9：30～16：00（2 日間）
・定員：15 名
・申込期限：9 月 30 日（金）
・受講料：2,600 円
（３）
「知っておきたい！！ビジネスコミュニケーション」
・日程：12 月 7 日（水）9：30～16：50、8 日（木）9：30～16：00（2 日間）
・定員：10 名
・申込期限：11 月 28 日（月）
・受講料：1,820 円

・場所：岡崎高等技術専門校本校（岡崎市）
こちらにない講座についてもオーダーメイド型講座として設定することが可能ですので、
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
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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