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≪今回の注目トピックス！！≫
[自動車・次世代自動車分野]
◎「自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展２０１８名古屋」

特別企画展示「"モノづくり"、"知恵、技、匠"」における出展企業の募集について【出展料無料】
１ 内容：公益社団法人自動車技術会主催の「自動車技術展：人とくるまのテクノロジー展2018 名古屋」

が、2018 年
7 月11日（水）～13 日（金）の3 日間に亘って、ポートメッセなごやにて開催されます。この展

示会では、
一般展示に加えて、社会の関心の高いトピックスに焦点を当てた、主催者企画による出展料無料の

特別企画
展示が実施されます。今回、この特別企画展示の出展企業を募集します。
名古屋で4 回目となる2018 年の特別企画展示では、「“モノづくり”、“知恵、技、匠”」を

キーワードに、
新たな技術への可能性を持ち、様々な分野に渡り重要である“要素技術”にスポットを当て、知

恵・技・匠
を駆使し、更に進化する数々のユニークな技術を日本各地から発掘して展示する企画となります。

この展示を
通じ、異業種間の融合が促進され、新たな技術を生み出す機会となることが期待されます。
特別企画展示への出展をご検討いただける場合は、下記の問合せ先までメールにてご連絡くださ

い。
折り返し、「展示アンケート」をお送りしますので、アンケートへご回答の上、期日までにご提出

をお願い
します。なお、「展示アンケート」をもとに、来年春までに公益社団法人自動車技術会の事務局に

よる出展
企業選定が行われます。選定の結果、特別企画展示にご出展いただけない場合もありますのでご承

知ください。
【2017年報告書】人とクルマのテクノロジー展2017名古屋 展示会報告書 リンク
http://expo-nagoya.jsae.or.jp/wp-

content/uploads/2017/09/0a722ed88b9e73c43e9e0e58979ba523.pdf
２ 日時：2018年7月11日（水）～13日（金）
３ 場所：ポートメッセなごや
４ 来場者数： 40,000名（見込み）
５ 募集内容：特別企画展示「"モノづくり"、"知恵、技、匠"」における出展
６ 出展料：主催者企画のため無料（県内で４企業程度選定予定）
７ 応募期日：11月6日（月）までに「展示アンケート」をメールで提出してください。
８ 問合せ先・「展示アンケート」提出先：愛知県産業労働部産業振興課 自動車産業グループ

メールアドレス：sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp TEL：052-954-6376 担当：土本、福田

◎「あいちITSワールド2017」を開催します。
愛知県ITS推進協議会及び中部経済新聞社は、ITSを県民の皆さんにもっと知っていただくため、11月23日

から
26日までの４日間、ポートメッセなごやにて「あいちITSワールド2017」を開催します。（「名古屋モー

ターショー」
同時開催）



ITSワールドでは、自動運転に関する特別講演や、大学のITS研究を発表するステージイベントなどを実施
予定で、
ただいま参加者を募集しています！ステージイベントの参加者は、名古屋モーターショーに無料で入場でき

ます！
詳しくは、愛知県ITS推進協議会ホームページへ！（https://aichi-its.jp）/

◎水素エネルギー社会形成研究会 平成29年度第3回セミナーの参加者を募集します。【無料】
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/suiso291101.html

県では、平成27年3月に「水素エネルギー社会形成研究会」を設置し、水素エネルギー社会の形成に向け
た

地域の気運を醸成するため、企業や地域の先進的な取組や最新の技術動向等に関するセミナーを定期的に
開催して

います。今回のセミナーでは、水素活用の意義と課題に関する講演及び水素社会の実証事業に関する講演
を以下の

とおり行います。是非御参加ください。
１ 日時：11月1日（水）13：45～16：35（受付開始：13：15）
２ 場所：愛知芸術文化センター 12階 アートスペースＡ（名古屋市東区東桜一丁目13番2号）
３ 対象：水素エネルギー社会形成研究会 会員

ただし、本研究会はどなたでも加入することができ（会費：無料）、加入申込みと同時に、本セ
ミナーの

参加申込みができます。
４ 定員：200名（申込先着順）
５ 参加費：無料
６ 内容：〇講演1『水素活用の意義と課題』

東京理科大学イノベーション研究科教授・研究科長 橘川 武郎（きっかわ たけお）氏
〇講演2『ミルクだけじゃない！北海道鹿追町・帯広市

「家畜ふん尿由来水素を活用した水素サプライチェーン実証事業」』
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社

資源・エネルギー事業部営業部 マネジャー 新妻 大明（にいづま ひろあき） 氏
〇講演3『岐阜県八百津町における再エネ水素による水素社会の実証』

株式会社清流パワーエナジー代表取締役 酒井 康弘（さかい やすひろ） 氏
７ 申込方法：詳細につきましては、HPをご覧ください。（締切：10月25日（水））

◎水素ステーションの更なる整備促進に向け、地域事業者等を対象にした「FCV、水素ステーションに関する
意見交換会」の参加者を募集します。【無料】

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/29ikenkoukan.html
県では、企業や県内の市町村を会員とする「あいちFCV普及促進協議会」を設置し、燃料電池自動車

（FCV）の
普及促進、水素ステーションの整備促進に向けた幅広い取組を実施しています。

その取組の一環として、中部FCV水素供給インフラ整備推進会議と共催で、グループによる意見交換を
通じた地域

事業者等の交流を図るため、「FCV、水素ステーションに関する意見交換会」を開催します。ご参加の皆
様との交流を

図るチャンスとなりますので、是非ご参加ください。
１ 日時：10月24日（火）13：30～16：00
２ 場所：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）4階 第7会議室 （名古屋市千種区吹上二丁目6番3

号）
３ 対象：水素ステーションの整備やビジネスについて興味関心がある地域事業者等
４ 定員：50名（申込先着順）参加には事前申込みが必要です。定員に達した場合は募集を締め切ります。
５ 参加費：無料
６ 内容
（1）講演（60分）

ア 水素ステーション整備の現状と課題
東邦ガス株式会社 技術研究所 環境・新エネルギー技術グループ 総括 東馬 英治（とうま え

いじ）氏
イ 水素社会モデル形成の意味

東海学園大学 経営学部 教授 西村 眞（にしむら まこと）氏
 （2）意見交換会（70分）

・意見交換会はグループで実施します。受付時にグループ番号札を配布します。
・各グループに割り振られた討議テーマで自由に議論していただきます。

討議テーマ例：「水素ステーションを自立可能にする新たなビジネスモデルとは」
 「水素ステーションと併設でき、相乗効果が得られる施設とは」 等

・各グループに1名、中部ＦＣＶ水素供給インフラ整備推進会議の会員が参加し、サポートします。
・意見交換会は参加者同士の交流を図ることを目的としています。高度な知識を要するものではあ



りません
ので、お気軽に御参加ください。

・複数名でご応募の場合、それぞれが分かれてグループにご参加いただく場合がありますのでご了
承ください。

〇「新エネルギー情報発信セミナー2017」及び「次世代自動車フォーラム2017」の参加者を募集します【無
料】
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/messe2017.html
１ 内容：エネルギー・環境・資源に関する諸問題の解決に向け、また、産業の更なる発展に向け、新エネ

ルギー関連
産業の振興に向けた取組や、次世代自動車の普及に向けた取組が注目されています。
県では、新エネルギー分野における、企業の新たな取組の創出等を促す事を目的とする「新エネ

ルギー情報
発信セミナー2017」と、次世代自動車に関する企業の取組を紹介し、その魅力を発信する「次世

代自動車
フォーラム2017」を、メッセナゴヤ2017において、開催します。

２ 日時：11月10日(金) 10:30～15：45
３ 場所：ポートメッセなごや イベント館2階 ホール（名古屋市港区金城ふ頭2丁目2番地）
４ プログラム
１）「新エネルギー情報発信セミナー2017」10:30～12：45

(1)対象：企業や自治体関係者など新エネルギー分野における事業展開・取組に関心のある方
(2)定員：300名（参加には事前申込が必要です。先着順で定員になり次第、締め切ります。）
(3)内容

講演1「新たなエネルギーシステムの構築に向けた経済産業省の取組」
経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギーシステム課 課長 山影 雅良（やまかげ まさよし）氏
講演2「Tsunashima サスティナブル・スマートタウン構想への取組」

パナソニック株式会社 ビジネスソリューション本部 CRE事業推進部
事業開発課 坂本 道弘（さかもと みちひろ）氏

２）「次世代自動車フォーラム2017」13:30～15：45
(1)対象：次世代自動車に関心のある方
(2)定員：300名（参加には事前申込が必要です。先着順で定員になり次第、締め切ります。）
(3)内容
講演1「燃料電池自動車MIRAIの開発並びに水素社会実現に向けたチャレンジ」

トヨタ自動車株式会社 Mid-size Vehicle Company MS製品企画
チーフエンジニア 田中 義和(たなか よしかず)氏

講演2「三菱自動車における予防安全技術開発への取組」
三菱自動車工業株式会社 車両技術開発本部

チーフテクノロジーエンジニア 白石 恭裕（しらいし やすひろ）氏
５ 申込方法：詳細につきましては、HPをご覧ください。（締切：10月31日（火））

ご来場の際は、メッセナゴヤ2017の入場登録が必要となります。

〇あいち自動運転ワンストップセンターの設置について
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/autorunonestop.html

県は、民間事業者の公道での自動運転の実証実験を促進するため、「あいち自動運転ワンストップセン
ター」を、

産業労働部産業振興課内に設置します。
本センターは、平成29年9月5日（火曜日）に開催された国家戦略特別区域諮問会議の審議を経て、同

日、
内閣総理大臣の認定を受けた、「愛知県 国家戦略特別区域 区域計画」に基づき設置されるものです。

自動運転の実証実験を希望する民間事業者と実証地域となる市町村等とのマッチングを推進し、実証実
験実施の

際には、民間事業者等に対し、関係法令上の手続に係る各種相談への対応や情報提供、関係機関との調整
等を行う。

○あいち自動運転推進コンソーシアムの設置について～参画を希望する企業、大学、市町村等を募集します～
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/h29konso.html
１ 内容：自動運転分野については、国内外の自動車メーカーの他、電機メーカーやIT分野の新興企業等も

技術開発
に参入するなど、世界規模で開発競争が加速しています。政府においても、東京オリンピック・

パラリン
ピック競技大会が開催される2020年までに、無人自動運転移動サービスの実現を目指し、制度・

インフラ
面の環境整備や研究開発等が総合的・計画的に進められているところです。こうしたことから、



県は、
自動運転システムに関係する企業・大学等や自動運転システムの導入を目指す県内の市町村等が

連携した、
「あいち自動運転推進コンソーシアム」を設置しました。本コンソーシアムは、県内各所におけ

る自動運転
の実証実験を推進し、将来的には、自動運転に係るイノベーションの誘発により、新たな事業

を創出し、
オールあいちによる自動運転の社会実装を目指すことを目的に活動していきます。
そこで、この度、参画を希望する企業・大学・市町村等を募集します。

２ あいち自動運転推進コンソーシアムの主な事業内容
（1）最先端の技術を活用した自動運転の実証実験
（2）自動運転の実証実験を希望する企業・大学等と市町村とのマッチング
（3）自動運転の実証実験に係る手続きのワンストップサービス
（4）自動運転システムを活用した地域の先進事例の情報共有
（5）自動運転に係る新事業、新ビジネスモデル創出に向けた調査、研究等

３ 公募開始日：7月28日（金）から随時募集

○「愛知県自動走行公道実証実験実施要項」を策定・運用しています
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/0000080845.html
１ 内容：「自動車安全技術プロジェクトチーム」（事務局 愛知県産業振興課自動車産業グループ）が窓

口となり、
企業や大学等の皆様が愛知県内で実施する自動走行の実証実験が円滑に進むよう、愛知県警察や

道路管理
者等の関係機関と調整しております。
調整に当たって、「愛知県自動走行公道実証実験実施要項」を平成28年7月に策定し運用してい

ますので
企業や大学等の皆様におかれましては、事前に、愛知県産業振興課自動車産業グループに対し

て、「自動
走行公道実証実験実施届出書」を提出いただき、当制度をご活用ください。

〔航空宇宙分野〕
〇航空機装備品関連“win-win”マッチング支援事業
「マッチング公募説明会・相談会」の参加者を募集します！【無料】
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/soubihin2017.html
１ 内容：県では、県内の中小サプライヤー企業による航空機装備品分野での事業参入・拡大を支援するた

め、国内
装備品メーカーの製造・開発ニーズに対する提案を募集し、提案採択企業とニーズ提供企業との

マッチング
を実施します。さらに、本事業では、マッチングのみにとどまらず、マッチング前後において、

航空機産業
に精通した専門家が技術面だけでなく経営面も含めた多角的な視点からコンサルティングを行

い、ビジネス
化に向けた具体的なロードマップをお示しする等のサポートも実施します。
今回、ニーズに対する提案公募に先立ち、マッチング公募説明会を開催しますので、是非御参

加ください。
また、当日は説明会終了後に個別相談会（事前予約制）も実施しますので、併せて御活用くださ

い。 なお、
提案を応募するには本説明会への参加が必須となります。

２ 日時：10月20日(金)
【説明会】13:20～16：10（開場：13:00）
【相談会（事前予約制）】16:20～17：20

３ 場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 18階 セミナールーム（名古屋市中村区名駅4-4-
38）
４ 参加費：無料
５ 定員：50社（１社２名まで）(申込先着順)
６ 参加資格：愛知県内に事業所を有する中小企業
７ ニーズ提供企業：三菱重工業株式会社・東京航空計器株式会社・ナブテスコ株式会社 ほか
８ 申込方法：10月19日(木)13：00までに参加申込書に必要事項を御記入の上、メールにて申込み。

※参加申込書については以下webページからダウンロード※折り返し、申込み受付完了の旨御連絡しま
す。

※定員に達した場合は、以下Webページで御案内します。 http://www.asisa.jp/
９ 問合せ先（事業運営事業者（県委託先））：一般社団法人航空宇宙産業支援機構（担当：藤田）《E-

mail》info@asisa.jp



○平成29年度「航空機製造人材育成支援補助金」の公募について
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/290401jinzaiikusei.html
１ 内容：県では、航空機の生産拡大に伴う製造人材需要に対応して、航空機製造現場の業務に従事する人

材を育成す
るため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部中部職業能力開発促進センター

（ポリテク
センター中部）及び株式会社ブイ・アール・テクノセンターが実施する「航空機製造技能者育成

講座（構造
組立初級）」を従業員に受講させる中小企業者に対し、受講期間中の人件費の一部を支援する

「航空機製造
人材育成支援補助金」を創設しました。

２ 補助対象事業：愛知県内に事業所を有する中小企業者で、受講後に、航空機製造現場の業務に従事させ
ることを

前提として、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部中部職業能力開発
促進センター

（ポリテクセンター中部）及び株式会社ブイ・アール・テクノセンターが実施する「航
空機製造

技能者育成講座（構造組立初級）」を従業員に受講させる者
３ 補助限度額： 一人当たり上限250千円
４ 補助対象経費：従業員の講座受講期間中の基本給、通勤手当、社会保険料事業主負担分等

※予算の範囲内で補助金を交付します。
５ 申込期限：「航空機技能者育成講座(構造組立初級)」の開催コースごとの受講開始7日前

（該当日が休日、祝日の場合はその翌日）

○平成29年度
月人材養成講座 航空機技術－設計現場からのレッスン【有料】
https://www.c-astec.jp.net/
１ 内容：（一社）中部航空宇宙産業技術センターでは、航空機設計に関わる人材養成講座の受講生を募集

しています。
スケジュール・受講料など詳細につきましては、HPでご確認ください。

〔ロボット分野〕
◎「愛知県ロボットセミナー」の参加者を募集します【無料】
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/robotseminar2017.html
１ 内容：平成32年（2020年）愛知県国際展示場において開催される「ワールドロボットサミット

（World Robot Summit）」の機運醸成を図るため、「愛知県ロボットセミナー」を、メッセナゴ
ヤ2017

において、開催します。
２ 日時：11月8日（水）13:30～16：50
３ 場所：ポートメッセなごや 交流センター３階 会議ホール（名古屋市港区金城ふ頭2丁目2番地）
４ プログラム
（１）講演１「愛知県はロボット産業拠点を目指す」（30分）

愛知県副知事 森岡 仙太
（２）講演２「ロボット革命の実現に向けて～ロボット政策とWorld Robot Summitについて～」（40分）

経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 講師未定
（３）講演３「ロボット・AIのさらなる普及に向けて～WRSへの期待」（60分）

ソフトバンクロボティクス株式会社 取締役兼CCRO
コンテンツマーケティング本部長  蓮実 一隆 氏

５ 申込方法：詳細につきましては、HPをご覧ください。（締切：11月2日（木））
ご来場の際は、メッセナゴヤ2017の入場登録が必要となります。

○「あいちロボット産業クラスター推進協議会」会員募集
http://www.pref.aichi.jp/sangyoshinko/jisedai/robot/entry.html

〔ヘルスケア（健康長寿）分野〕
○「ＰＭＤＡレギュラトリーサイエンス総合相談（医療機器）出張面談in名古屋」の参加者を募集します！

http://www.smrj.go.jp/incubation/nalic/seminar/101222.html
１ 内容：県と独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部 名古屋医工連携インキュベータは、独立行政

法人医薬品・
医療機器総合機構（PMDA）の協力を得て、「PMDAレギュラトリーサイエンス総合相談（医療機



器）出張面談
in名古屋」を開催します。今回の出張面談では、医療機器分野に限定して開催し、相談に対応し

ます。
なお、当日は、中部発の医療機器産業にフォーカスした展示商談会「第4回メディカルメッセ」

も同時開催
します。

２ 対象：医療機器開発に関するシーズを有する大学、研究機関、ベンチャー企業等
３ 開催期間：12月6日（水）・7日（木）9:00～17:00
４ 開催場所：名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）（名古屋市千種区吹上2－6－3）
５ 参加費：無料（完全予約制）
６ 相談内容：レギュラトリーサイエンス総合相談（医療機器） 面談時間は20分以内
７ 予約締切：11月13日（月）正午必着

○あいち福祉用具開発ネットワークにおけるマッチング支援について
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/network-matching.html

○福祉用具の開発等に係る相談について
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/fukushiyogu-soudan.html

○福祉用具の開発を促進する「あいち福祉用具開発ネットワーク」会員募集
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/0000072873.html

○「あいち健康長寿産業クラスター推進協議会」会員募集
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/0000059426.html

〔環境・エネルギー分野〕
〇化学物質に関するセミナーの参加者を募集します【無料】
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kankyokatsudo/seminor2017.html
１ 内容：県では、化学物質に関する知識や理解を深めていただくため、県民や事業者の皆様を対象にした

セミナーを、
平成14年度から毎年開催しています。今年度も名古屋市との共催により、2回のセミナーを次の

とおり
開催します。

２ 化学物質適正管理セミナー（事業者の皆様を対象としたセミナー）
日時：10月30日（月） 13：30～16：00
場所：鯱城ホール（名古屋市中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ5階）
定員：600名（申込み先着順）※申込受付は、9月14日（木）から開始しています。

○平成29年度の「自動車エコ事業所」を募集します
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/h29ecojigyousyo.html
１ 内容：県では、エコカーの導入や公共交通機関の利用促進などの取組を積極的に実践し、「安心・快適

な暮らしを
支え、環境と自動車利用が調和した社会」の実現に大きく貢献している事業所を「自動車エコ事

業所」とし
て認定しています。また、認定した事業所には、認定証や表示板を交付するとともに、県のウェ

ブページに
掲載し、環境に配慮した事業所として広く紹介します。

２ 対象：愛知県内の事業所（個人事業者を含む。）
３ 申請受付期限：9月29日（金）

○「あいち省エネ相談」で省エネについて気軽にご相談ください
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000074847.html
１ 内容：愛知県内の中小事業者（企業、団体及び個人、農業者も含みます。）を対象に、専門家が無料

で、省エネ
対策のアドバイスを行います。電話による相談のほか、相談者の事業所や1,545箇所の相談窓口

への出張
も行います。省エネ対策を実施することで、コストダウンや二酸化炭素(CO2)排出削減に繋がり

ます。
是非、「あいち省エネ相談」をご活用ください。

２ 対象事業者：愛知県内の中小事業者（企業、団体及び個人、農業者も含みます。）



３ 受付日時：月曜～金曜（祝日、年末年始を除く） 午前9時～午後5時（正午～午後1時を除く）

〔その他の分野〕
◎『知られざるイスラエルとサガミの復活』セミナー
http://www.aichi-ms.jp/schedule/2017-10-25
１ 内容：一般社団法人あいち経営塾は、株式会社サガミチェーン代表取締役会長 鎌田敏行 氏をお招き

して、
鎌田様の伊藤忠商事株式会社時代のイスラエルでのご経験を元にした株式会社サガミの復活劇に

ついて
ご講演いただきます。

２ 日時：10月25日（水）17：00～19：00
３ 場所：あいち産業振興機構 14階 セミナールーム（名古屋市中村区名駅4-4-38）
４ 定員：25名
５ 参加費：一般：3,000円 学生・行政関係者：無料
６ 申込期限：10月24日（火）※定員に達し次第締め切ります。申込みにつきましてはHPをご覧ください。

○タカタ株式会社及びタカタ九州株式会社に関連した県制度融資の取扱いについて
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/safety1.html
１ 内容：国は、平成29年7月4日に、中小企業信用保険法に基づくセーフティネット保証1号の大型倒産事

業者に、
タカタ(株)及びタカタ九州(株)を指定しました。これに伴い、タカタ(株)及びタカタ九州(株)に

対して、
50万円以上売掛金債権等を有している、又は同社の事業活動に20％以上依存しており、かつ、そ

のことに
ついて、市町村の認定を受けた中小企業者は、県制度融資における、サポート資金【セーフティ

ネット】の
融資対象者となります。

２ 融資限度額：8，000万円
３ 融資期間・利率：3年 年1．1％ 5年 年1．2％ 7年 年1．3％ 10年 年1．4％
４ 保証料率：0．79％（一律）

○愛知県の中小企業経営革新支援
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/0000042990.html

〔海外展開支援〕
○豊田通商株式会社との県内企業の海外展開支援に関する協定に基づく相談対応を実施しています
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/290508.html
１ 内容：愛知県と豊田通商(株)は平成29年4月18日、県内企業の皆様の海外展開を支援するための協定を

結び
ました。豊田通商(株)は海外90カ国以上に及ぶグローバルネットワークを構築し、インドを始め

とする
4カ国7カ所でテクノパーク(工業団地)を運営する総合商社です。その知見・ネットワークを活用

し、
より充実した情報提供・相談対応ができるようになりました。あいち国際ビジネス支援センター

で受け
付けておりますので、ぜひご活用ください。

・企業の海外展開に関する相談対応・情報提供
（例）人事・労務状況、輸出入、拠点設立、現地ビジネス環境（インフラ整備状況等）

２ 相談受付：あいち国際ビジネス支援センター（名古屋市中村区名駅4丁目4－38 ウインクあいち18階）
３ 連 絡 先：０５２－５３３－６６５０

○海外ビジネスに関する中小企業の皆様専用の無料相談窓口を開設しています「国際化相談窓口」
http://www.smrj.go.jp/chubu/manage/consult/032585.html

〔技術相談・指導〕
○平成29年度 スキルアップ講座（在職者対象訓練）のご案内【有料】



http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/29zaishokusha.html
１ 内容：愛知県では、現在職業に就いている方を対象として、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、県

立高等技
術専門校や愛知障害者職業能力開発校において実施しています。
企業における人材育成や個人のスキルアップにご活用ください。

２ 対象者：主に、現在職に就いている方が対象です。
愛知障害者職業能力開発校の講座については、障害者の方に限ります。

３ 受講料：受講料は、一人一回毎に、実技コースが2，300円、学科コースが1，600円です。
障害者の方を対象に行っている講座の受講料は、無料です。
講座によっては、教材費、教科書代を別添負担(又は持参)していただくものがあります。

４ 申込方法：各講座の開催校にお問い合わせいただくか、HPをご覧ください
５ その他：県立高等技術専門校の指導員が相談に応じ、要望に沿った講座を設定し、訓練を行う「オー

ダーメイド
型スキルアップ講座」もございます。詳細については、各高等技術専門校へお問い合わせくだ

さい。

〔助成制度〕
○平成29年度商業振興事業費補助金（地域商業活動活性化事業）の追加募集を行います！
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/shinkou-tsuika.html
１ 内容：県では、地域経済の発展のため、商業団体等が自主的・主体的に取り組む商業活性化事業に対

し、1事業
90万円を上限に補助しています。対象となる事業は、集客力向上事業（夏まつり、イルミネー

ションなど）、
販売力向上事業（共同セール、見本市など）、体質強化事業（講習会、研修会など）、連携創出

事業（地域の
他団体と連携して実施する事業）です。この度、本補助金について下記のとおり、追加募集しま

す。
２ 補助額等：補助対象経費の20％

＜補助対象経費の限度額＞
上限450万円
下限100万円（ただし、連携創出事業の場合又は補助事業の実施に併せて社会的課題に対応した取組

を実施する
場合は50万円）

３ 申請期限：11月30日（木）
※予算額を越えた場合は、その時点で終了となります。また、その場合は商業流通課ホームページで公表

します。

○中小企業応援障害者雇用奨励金 ～障害者を初めて雇用する事業主を支援します～
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ouen.html
１ 内容：県では、障害者雇用の経験のない事業主（障害者の雇用義務制度の対象となる常用労働者数50～

300人の
事業主）が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて（過去3年間に対象障害者の雇用実

績がない
場合も含む。）雇用した場合に奨励金を支給します。

２ 支給額：１事業主あたり60万円（対象労働者が短時間労働者の場合は30万円）
３ 支給要件等：雇用した障害者が、愛知労働局長の「特定求職者雇用開発助成金」の支給対象となってい

ること
の条件があります。詳細はHPをご確認ください

◎熱田神宮公園野球場及び愛知県口論義運動公園のネーミングライツパートナーを募集します
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/somubu-somu/namingrights2910.html
１ 内容：愛知県では、自主財源確保のための取組として、施設に対するネーミングライツの導入を進めて

おり、
次のとおり２つの施設についてそれぞれネーミングライツパートナーを募集します。ネーミング

ライツにより
得られた財源は、施設の管理等に役立てていきます。ネーミングライツパートナーは施設に愛称

をつけること
ができる他に、施設名称を表示している看板、印刷物、ウェブページ、パンフレット等へ愛称を

掲出できます。
２ 募集施設



（１）熱田神宮公園野球場（所在地：名古屋市熱田区旗屋一丁目地内）
・毎年高校野球の愛知大会が開催され、１日２試合、年12日間程度使用されています。
・野球愛好者から「熱田球場」として広く親しまれています。
（２）愛知県口論義運動公園（所在地：日進市北新町西口論義323-8）

・県内で数少ない屋内型の公認50ｍプールを有している地域スポーツの拠点施設です。
・例年、シンクロナイズドスイミングの国体・東海ブロック予選や、日本マスターズ水泳長距離大会が開

催されています。
３ ネーミングライツ料

・熱田神宮公園野球場 年間100万円以上（税抜き）
・愛知県口論義運動公園 年間350万円以上（税抜き）

４ 契約期間：平成30年4月1日～平成33年3月31日（３年間） 
５ 募集期間：10月12日（木）～12月8日（金）
６ その他：募集要項、申請方法等の詳細はＨＰをご確認ください。
７ 問合せ先
（熱田神宮公園野球場に関すること）

愛知県建設部公園緑地課 業務・管理グループ
電 話 052-954-6525 メール koen@pref.aichi.lg.jp
（愛知県口論義運動公園に関すること）
愛知県教育委員会保健体育スポーツ課 振興・施設グループ

電 話 052-954-6796 メール sports@pref.aichi.lg.jp
（ネーミングライツ制度全般に関すること）

愛知県総務部総務課 行政経営企画グループ
電 話 052-954-6077 メール somubu-somu@pref.aichi.lg.jp

◎メールマガジンをご利用の皆さまへ
１０月２２日（日）は、衆議院議員総選挙の投票日です。
あなたの一票を大切にし、忘れずに投票しましょう。
投票時間は、午前７時から午後８時までです。
なお、山間部及び離島の一部では午後６時又は７時に終了するところがあります。
また、投票日当日に予定がある方は、１０月２１日（土）まで、期日前投票ができますので、ぜひ、御利用く
ださい。
▽第４８回衆議院議員総選挙特設ページ
http://aichi-oursenkyo.jp/
▽愛知県選挙管理委員会Facebook
http://www.facebook.com/aichisenkyo
▽愛知県選挙管理委員会Twitter
http://www.twitter.com/aichisenkyo

「衆院選 思いを託す この一票」

==================================================================================================
========
○メールアドレスの変更・メール配信停止については、
sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp
上記の電子メールアドレスに御連絡ください。（件名例：【配信停止】あいち自動車産業イノベーション

ニュース）

○新たに、あいち自動車産業イノベーションニュース（メルマガ）を配信希望される方は、産業振興課
のEメール（sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp）宛に、タイトルに「あいち自動車産業イノベーションニュース
配信希望」
と明記のうえ、メールをお送りください（本文が空でもかまいません）。

※ メール配信停止のご連絡をいただいた場合、その都度、配信リストからの削除を行っています。
万が一、今回メールが届いてしまった場合は、御迷惑をおかけして申しわけありませんが、その旨をご連絡く
ださい
ますようお願い致します。
==================================================================================================
========
(愛知県ではメールアドレスの漏えい防止のため、すべての宛先に対して
「bcc」を使用して送信しております。ご理解とご協力をお願いいたします。)
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