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▼イベント関連情報 

◎愛知県産業立地セミナー2018 IN 東京        【愛知県】 

◎日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ 2018」 

            【愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所】 

◎平成 30 年度あいち経営者人材育成塾(森岡塾)     【愛知県】 

◎第４回知的財産経営サロンの開催          【愛知県】 

◎少年少女発明クラブ見学会の開催          【愛知県】 

◎あいち働き方改革サポートセミナー         【愛知県】 

▼その他 

◎平成３０年度後期技能検定を実施します！      【愛知県】 
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*------------------------------------------------------------* 

◎愛知県産業立地セミナー2018 IN 東京        【愛知県】 

*------------------------------------------------------------* 

愛知県では、首都圏の企業の皆様に、愛知県の優れた交通インフラ、 

厚い産業集積等の立地環境や、立地優遇施策等をご紹介します。 

〔開催日〕平成 30 年 11 月 20 日(火) 16:00～18:00 

〔会 場〕グランドプリンスホテル高輪 

〔参加費〕無料 

〔定 員〕200 名※要事前申込 

〔詳 細〕http://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/seminar-tokyo2018.html 

〔問合せ〕愛知県 産業労働部 産業立地通商課 

     TEL:052-954-6342 FAX:052-961-7693 



     E-mail:ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp 

*------------------------------------------------------------* 

◎日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ 2018」 

            【愛知県、名古屋市、名古屋商工会議所】 

*------------------------------------------------------------* 

〔開催日〕平成 30 年 11 月 7 日(水)から 10 日(土)まで 

〔会 場〕ポートメッセなごや（名古屋市港区） 

〔内 容〕幅広い分野から過去最大級、1,400 以上の企業・団体が出展、 

     新たなビジネスパートナーや新製品・技術情報などを探し、 

     異業種交流を図る絶好の機会です。 

〔詳 細〕http://www.messenagoya.jp 

〔問合せ〕メッセナゴヤ実行委員会事務局（名古屋商工会議所内） 

     TEL:052-223-5708 

*------------------------------------------------------------* 

◎平成 30 年度あいち経営者人材育成塾(森岡塾)     【愛知県】 

*------------------------------------------------------------* 

〔開催日〕平成 30 年 10 月 23 日(火)、11 月 12 日(月)、 

     11 月 26 日(月)、平成 31年 1月 21 日(月) 全４回 

〔会 場〕愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

〔内 容〕愛知県では、森岡副知事を塾長とした中小企業経営者向け 

     人材育成セミナーの参加者を募集しています。 

     セミナーでは、人材育成に関する講話や講義、中小企業の 

     取組事例から学ぶケーススタディ、グループ演習などを通 

     じて自社のあり方を振り返り、これからの取組の指針とな 

     る人材育成計画を作成することを目指します。 

     セミナーに参加して他社の取組みを始めとした、様々な人 

     材育成方法を学び、自社の経営に活かしてみませんか。 

〔詳 細〕https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/30moriokajyuku.html 

〔問合せ〕愛知県 産業労働部 労政局 産業人材育成課 

     TEL:052-954-6365 

*------------------------------------------------------------* 

◎第４回知的財産経営サロンの開催          【愛知県】 

*------------------------------------------------------------* 



〔開催日〕平成 30 年 10 月 18 日（木）17：30～19：00 

〔内 容〕愛知県では、「知財経営」の推進を図るため、中小企業の 

     経営者等を対象として「知的財産経営サロン」を開催しま 

     す。第４回では、「社長さんのお困りごと～経営者はつら 

     いよ～」というテーマで、弁理士を講師としたサロン形式 

     の講座を行います。ぜひ御参加ください。 

〔会 場〕日本弁理士会東海支部（名古屋商工会議所８階） 

〔詳 細〕https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2018.html 

〔問合せ〕愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援グループ 

     TEL:052-954-6370 E-mail:san-kagi@pref.aichi.lg.jp 

*------------------------------------------------------------* 

◎少年少女発明クラブ見学会の開催          【愛知県】 

*------------------------------------------------------------* 

〔開催日〕(1)平成 30 年 11 月 18 日(日) 

     (2)平成 31 年 1 月 12 日(土) 

     (3)平成 31 年 1 月 19 日(土) 

     (4)平成 31 年 2 月 9 日(土) 

〔開催クラブ〕(1)安城 (2)名古屋 (3)北名古屋 (4)刈谷 

〔会 場〕(1)安城市文化センター 

     (2)トヨタ産業技術記念館 

     (3)北名古屋市環境学習センター（西春中学校内） 

     (4)ふれあいプラザゆうきそう 

〔内 容〕少年少女発明クラブは、子どもたちの創造性育成に大きく 

     貢献しています。愛知県では、地域で運営されている発明 

     クラブの活動に関心のある方、ご支援ご協力を検討されて 

     いる企業関係者等を対象とした見学会を開催します。ぜひ 

     御参加ください。 

〔定 員〕各回 10 名（先着順・無料） 

〔詳 細〕https://www.pref.aichi.jp/site/womenomics/kengaku2018.html 

〔問合せ〕愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援グループ 

     TEL：052-954-6370 E-mail:san-kagi@pref.aichi.lg.jp 

*------------------------------------------------------------* 

◎あいち働き方改革サポートセミナー         【愛知県】 

*------------------------------------------------------------* 



働き方改革は本来の目的を理解し、自社に合った取組を進めることが 

大切です。なぜ今、働き方改革が必要か、何から取り組むかについて、 

自社の課題の「見える化」を図りながら考えます。受講料は無料です。 

是非、ご参加ください。 

〔開催日〕導入講座「ゼロからはじめる働き方改革」 

      (1)平成 30 年 11 月 12 日(月) 

      (2)平成 30 年 11 月 19 日(月) 

      (3)平成 30 年 11 月 30 日(金) 

     実践講座「長時間労働の是正」 

      (4)平成 30 年 10 月 31 日(水) 

     ※開催時間はいずれも 13:00～16:30 

〔会 場〕(1)名古屋市 愛知県産業労働センター17階セミナールーム 

     (2)津島市 愛知県海部総合庁舎 401 会議室 

     (3)半田市 愛知県知多総合庁舎 3階大会議室 

     (4)岡崎市 愛知県西三河総合庁舎 701 会議室 

〔 詳  細 〕

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/hatarakikatakaikaku-saposemi2.html 

〔問合せ〕愛知県 産業労働部 労政局 労働福祉課 労使関係グループ 

     TEL:052-954-6361 
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▼その他 
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*------------------------------------------------------------* 

◎平成３０年度後期技能検定を実施します！      【愛知県】 

*------------------------------------------------------------* 

〔内  容〕技能検定は、働く人達の技能や知識を一定の基準によっ 

      て検定し、これを公証する国家制度であり、職業能力開 

      発促進法に基づき実施されています。 

〔受付期間〕平成 30 年 10 月 1 日(月)から 10 月 12 日(金)まで 

〔詳  細〕https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/30kenteikouki.html 

〔問 合 せ〕愛知県職業能力開発協会技能検定課 

      TEL:052-524-2034 
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愛知県の産業用地や優遇制度等の詳しい情報、資料をお求めの際は 



こちらまでお問合せください。 

▼愛知県産業立地サポートステーション 

  愛知県産業労働部産業立地通商課 立地推進グループ 

  TEL:052-954-6372 FAX:052-961-7693 

  E-mail:ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp 

  ＨＰ:http://www.pref.aichi.jp/ricchitsusho 

▼首都圏企業の方はこちら  

  愛知県東京事務所産業誘致課（都道府県会館 9階） 

  〒102－0093 東京都千代田区平河町 2-6-3 

  TEL:03-5212-9972  FAX:03-5212-9095 

▼外資系企業の窓口はこちら 

  I-BAC(Aichi-Nagoya International Business Access Center) 

  TEL:052-223-5453  E-mail:general@i-bac.jp 

  ＨＰ:http://www.i-bac.jp/ 

●次号は、2018 年 11 月末発行予定です。（奇数月末発行） 

●このメールは送信専用のため、返信はお受けしておりません。 

●メルマガの配信停止を希望される方は、 

 下記のメールアドレスに空メールを送信してください。 

 delncci_comp@meiwp.jp 

愛知県産業立地推進協議会 

〔事務局〕名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくり・イノベーションユニット 

 TEL:052-223-8603 FAX:052-232-5752 E-mail:monozukuri@nagoya-cci.or.jp


