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2020/7/14

〜 9/30

（全 7 回）

事業者の方、労働者の方を対象に、
新型コロナウイルス感染症の影響による経営、
雇用、労働、生活 ( 住居・資金 ) に関するご相談にお答えします！

事業者 からの相談例

〔助成金等の相談〕

雇用調整助成金の内容や申請方法を教えてほしい。
テナント料の支払いが苦しい、家賃支援給付金について知りたい。

〔労務管理に関する相談〕
感染症第２波に備え、

在宅勤務や時差勤務に対応するため就業規則を見直したい。

〔経営相談〕

労働者 からの相談例

感染症の影響で受注が減った、資金繰りなどを相談したい。

〔労働相談・就労支援〕

会社の業績不振で労働契約が更新されるか心配。
会社を解雇された、新しい就職先を探している。
〔生活相談〕

収入が減って今後の生活が不安、住居家賃の支援について知りたい。
仕事がなくなり生活費に困っている、外国語で相談したい。
I lost my job and am in trouble with my living expenses.
I'd like to consult in English.
Está sem trabalho, está tendo problemas para viver.

Gostaria de se consultar em Português.
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仕事や生活について外国語で相談ができます。お金は要りません。
ますく

ひとり

ふたり

き

マスクをして、一人か二人で来てください。

にほんご

You can consult about work and living in English or some other languages (listed above).

Consultation is free of charge. Please wear a mask and come with no more than 2 people.

É possivel se consultar-se sobre trabalho e sobre a vida em Português. As consultas são gratuitas.
Comparecer no local no máximo de duas pessoas e favor utilizar a máscara na hora da consulta.
主催：愛知県 協力：愛知労働局、
（公財）愛知県国際交流協会、愛知県よろず支援拠点（実施機関：
（公財）あいち産業振興機構）
、
（公財）愛知県労働協会
開催日時・場所等詳細は裏面をご覧ください➡

●尾張地域

※全日 10：00am 〜 4：00pm 開催

2020.7.14( 火 )

ウインク
あいち
2020.7.28( 火 )
WINC
2020.8.5( 水 )
AICHI
(Nagoya)
2020.9.2( 水 )

●三河地域

中会議室 Conference Room 1102,1103
名古屋市中村区名駅 4-4-38
( 愛知県産業労働センター )
: JR 名古屋駅桜通口から徒歩 5 分

中会議室 Conference Room 1202,1203
中会議室 Conference Room 1101,1102
６階 展示場 6F Exhibition Hall

※全日 10：00am 〜 4：00pm 開催

西三河県民事務所
2020.8.24( 月 ) Nishimikawa Citizens Aﬀairs Oﬃce (Okazaki)
10 階 大会議室 10F Main Conference Room

岡崎市明大寺本町 1-4
: 名鉄東岡崎駅から徒歩 5 分

豊橋商工会議所
2020.9.14( 月 ) Toyohashi Chamber of Commerce & Industry
406,407

豊橋市花田町字石塚 42-1
:JR・名鉄豊橋駅東口ペデストリアン
デッキ (5 番階段 ) から徒歩 8 分

刈谷市産業振興センター
2020.9.30( 水 ) Kariya Industrial Promotion Center
303,304,305,504,505

刈谷市相生町 1-1-6
:JR・名鉄刈谷駅 ( 北口 ) から
徒歩 3 分

〇相談内容に応じて下記の相談員が対応します（本会場では、各種助成金等の申請はできません。）
。
主な相談内容

相談員

事業者

各種助成金、制度融資、労使間の問題、労務管理・労働関係法令、
障害者雇用、働き方改革取組支援、新しい生活様式取組支援、
就業規則等の整備
経営課題解決策、各種給付金・助成金、資金繰り

社会保険労務士※
愛知働き方改革推進支援センターアドバイザー
愛知県職員 等
よろず支援拠点コーディネーター※
（中小企業診断士等）

労働者

解雇・雇止め、賃金、休暇等の労働条件やハラスメント等の職場
環境に関する問題、就労支援、住居確保給付金等の生活資金、
県営住宅の案内、高等技術専門校等での職業訓練、
職業適性相談（簡易検査）

社会保険労務士※
愛知労働局職員
愛知県労働協会職員
愛知県職員 等

外国人の生活上の相談、就職相談

愛知県国際交流協会多文化ソーシャルワーカ―
外国人雇用促進事業運営事務局キャリアカウンセラー

※社会保険労務士、よろず支援拠点コーディネーターとのご相談をご希望の方は、各開催日の４日前までに
事前予約をお願いします。
〇ご相談は 1 回につき 50 分以内で対応させていただきます。
〇ご相談者はマスク着用の上、2 名以内でお越しください。
〇新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日、来場者数の調整を行う場合があります。
社会保険労務士、よろず支援拠点コーディネーター ( 中小企業診断士等 ) の事前予約は、下記よりお申込みください。

TEL ：052-881-5751

(Japanese only) 受付時間 9：30 〜 17：30 ※土・日・祝日を除く。

WEB：https://marugotosoudankai-aichi.com/
本事業は愛知県から委託を受け、名古屋ショーケース㈱が運営しています。

２０２０緊急雇用労働相談事業：愛知県労働局労働福祉課

