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●発行 名古屋市

 労働情報なごや2022夏号

名古屋市では、ワーク・ライフ・バランスを推進する取組について一定の基準を満たす企業等を「ワ
ーク・ライフ・バランス推進企業」として認証しています。この度、令和4年度認証の募集を開始しま
した。 
対象   名古屋市内に事業所がある企業等（公益法人、NPO法人、個人商店なども含む） 
募集期間 令和4年９月９日（金）まで
応募方法 所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに下記の申込先まで提出してください。 

申請書などは、名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます。 
（https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/17-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html） 

認証を受けるメリット 

・名古屋市公式ウェブサイトなどで企業の取組内容についてＰＲします。 
・認定マークを名刺や印刷物などに表示できます。
・なごやジョブサポートセンターなどで求人情報とともにＰＲできます。 
・名古屋市の入札・契約における優遇措置があります。 
・名古屋市信用保証協会において、信用保証料率を優遇したSDGｓ関連保証制度の
対象となる場合があります。 
※詳しくは名古屋市信用保証協会（052-212-3011）へお問い合わせください。 

※詳しくは、名古屋市公式ウェブサイトをご覧ください。 
≪問合せ・申込み先≫ 名古屋市経済局労働企画室 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 
TEL:052-972-3146 FAX:052-972-4129 MAIL:a3145＠keizai.city.nagoya.lg.jp

募集期間 令和4年９月９日（金）まで

令和4年度名古屋市ワーク・ライフ・バランス 

推進企業を募集します！！ 

検索名古屋市 ワーク・ライフ・バランス認証

☆子育て支援企業☆☆女性の活躍推進企業☆も同時募集中！！ 

＜子育て支援企業＞
 子育てにやさしい企業活動について、一定
の得点を得た企業を「子育て支援企業」とし
て認定します。また、認定企業のうち、優れ
た活動を行っている企業を表彰します。
≪問合せ・申込み先≫ 
名古屋市子ども青少年局企画経理課
TEL 052-972-3081 FAX 052-972-4437
MAIL:
a3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

＜女性の活躍推企業＞
女性がいきいきと活躍できるような取組を
している企業を認定します。また、認定企業
のうち、優れた取組をしている企業を表彰し
ます。活躍している女性従業員も表彰します。
≪問合せ・申込み先≫ 
名古屋スポーツ市民局男女平等参画推進室 
TEL 052-972-2234 FAX 052-972-4206
MAIL:a2233@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

検索名古屋市 子育て支援企業 検索名古屋市 女性の活躍推進企業
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 名古屋市では、市内中小企業の人材マネジメント力を向上させるため、採用ブランディング、副
業・兼業等の外部人材の活用による経営課題解決、多様で柔軟な働き方導入の支援を実施します。 

 中小企業採用ブランド構築支援プロジェクト「DYNA」 
〇キックオフセミナー  
日時：令和4年8月2日（火） 午後5時30分～午後8時 
会場：ナゴヤイノベーターズガレージ、オンラインでも実施 
申込期限：令和4年7月28日（木） 
〇ワークショップ 
日時：令和4年8月24日（水）、9月1日（木）各回午後5時～午後7時30分 
会場：名古屋市内
申込期限：8月19日（金）
≪問合せ先≫ 採用ブランディング支援事業運営事務局（ミテモ株式会社） 
       TEL:03-4572-0407 MAIL: cue@mitemo.co.jp 

 副業兼業・プロボノ人材活用セミナー／個別マッチング支援  
〇セミナー 
日時：令和4年7月27日（水） 午後2時～午後4時 
実施方式：オンライン
申込期限：令和4年7月26日（火） 
〇個別マッチング支援 
支援内容：経営課題解決のためのプロジェクト設計、外部人材の募集・選定、プロジェクトの伴走
募集企業数：10社 費用：外部人材の報酬、交通費、プロジェクト実施にかかる費用は企業負担
申込期限：8月19日（金）
≪問合せ先≫ 課題解決型人材活用支援事業運営事務局（NPO法人G-net） 
           TEL: 058-263-2162 MAIL:info@furusatokengyo.jp 

 多様で柔軟な働き方セミナー／新しい働き方導入アドバイザー派遣  
〇セミナー 
日時：令和4年8月18日（木）、8月30日（火）、9月15日（木） 
   各回午後2時～午後3時30分 
会場：ウィンクあいち、オンラインでも実施 
申込期限：各開催日の1週間前 
〇アドバイザー派遣 
支援内容：多様で柔軟な働き方にかかる各種制度の導入・運用に関するアドバイス(1社6回以上) 
募集企業数：10社 
申込期限：8月31日（水曜日） 
≪問合せ先≫ 多様で柔軟な働き方導入支援事業事務局（株式会社パソナ） 
           TEL:052-561-1445  MAIL: nagoya-work@pasona.co.jp 

市内中小企業の人材マネジメント力向上を支援！

＜参加企業を募集中！！＞ 

求職者から選ばれ、社員や地域社会からも求められ続ける会社を作りたい！

内部人材では対応できない経営課題の解決に一緒に取り組んでくれる人材を探している！

柔軟な働き方を取り入れ、多様な人材が活躍できる職場環境を整えたい！

https://www.mitemo.co.jp/event/dynakickoff/

キックオフセミナーの申込はこちらから 

別途、専門家による伴走支援も実施！

申込はこちらから

https://furusatokengyo.jp/event/tokai/aichi/p699

https://www.nagoya-work.com/

申込はこちらから
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厚生労働省が実施する雇用関係助成金のうち、事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練
経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度「人材開発支援助成金」に、新たな助成コース「人へ
の投資促進コース」が設けられました（令和4年度から令和6年度までの間）。
また、令和4年度から、すべての訓練コースにおいて、オンライン研修（eラーニング）による訓練
も対象化されました。 

訓練 
コース名 対象者・対象訓練 

人への投資
促進コース
【新規】 

国民からのご提案を踏まえ
て５つの助成を新設 

デジタル／
成長分野

高度デジタル人材訓練／成長分野等人材
訓練 
高度デジタル人材の育成のための訓練や
大学院での訓練を行う事業主に対する高
率助成を新設

特定訓練コ
ース 

正規雇用労働者を対象とし
た生産性向上に資する訓練
などへの経費助成等 

ＩＴ分野 
未経験 

情報技術分野認定実習併用職業訓練 
ＩＴ分野未経験者の即戦力化のための訓
練を実施する事業主に対する高率助成の
新設(OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練）

一般訓練コ
ース 

正規雇用労働者を対象とし
た訓練に対する経費助成等

サブスクリ
プション 

定額制訓練 
サブスクリプション型の研修サービスに
よる訓練への助成の新設

特別育成訓
練コース 

非正規雇用労働者を対象と
した訓練に対する経費助成
等

自発的能力
開発 

自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練費用を負
担する事業主への助成の新設

教育訓練休
暇等付与コ
ース 

教育訓練休暇制度などを導
入した事業主への制度導入
助成等 

教育訓練 
休暇 

長期教育訓練休暇等制度
働きながら訓練を受講するための休暇制
度や短時間勤務等制度を導入する事業主
への助成の拡充

各助成メニューについて解説動画を配信中です。詳しくは☞  愛知労働局 人への投資  検索

≪問合せ先≫ 愛知労働局 職業対策課 あいち雇用助成室 雇用助成第一係 TEL:052-688-5758 

ジョブ・カードとは、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担う
ツールであり、個人のキャリアアップや多様な人材の円滑な就職等を促進するため、労働市場インフラ
として、キャリアコンサルティング等の個人への相談支援のもと、求職活動、職業能力開発などの各場
面において活用するものです。 
ジョブ・カードを作成・利用することで、労働者、求職者等の個人にも、事業主の方にも、様々なメ

リットがあります。 

★詳しくは、厚生労働省の「ジョブ・カード制度総合サイト」をご覧ください。
 （https://jobcard.mhlw.go.jp/） 

人材開発支援助成金に 

「人への投資促進コース」が創設されました！ 

「ジョブ・カード」をご存じですか？？ 
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～職場でのトラブルや悩みごとはありませんか？～
【名古屋市市民相談室 労働相談】のご案内 

雇用、賃金、解雇などの労働に関する問題でお困りの市内在住または在勤の方を対象に、
市民相談室で専門家による労働相談を行っています。

相談受付：月 ～ 金曜日（祝休日・年末年始を除く）
午前９時～１１時４５分・午後１時～３時４５分

電  話：０５２－９７２－３１６３ 
場  所：名古屋市役所西庁舎１階（名古屋市中区三の丸三丁目1番1号） 
Ema i l : rodosodan@keizai.city.nagoya.lg.jp
※Ｅメールによるご相談は、氏名（可能な限り）、性別、年代、お住まい又は勤務地の区を
記入し、相談内容についてなるべく詳しくお書きください。

●編集 名古屋市経済局産業労働部労働企画室   
名古屋市中区三の丸三丁目１番１号  TEL:052-972-3145  FAX: 052-972-4129 

本紙は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

♦相談無料 

♦秘密厳守 

中小企業人材確保相談窓口 

「なごや人材サポートデスク」のご案内
名古屋市内に事業所を有する中小企業等を対象に、人材確保に関する課題に対し、課題整理

から課題解決の提案までの総合的なアドバイスを継続的・伴走的に実施しています（無料・予

約制）。また、人材確保支援セミナーを随時開催しています。 

・求人を出しても応募者が少なく、人手不足が解消できない 

 ・社員の定着率が上がらない、原因がわからない 

 ・求職者に響く自社の魅力がわからない など 

予約制 ０５２－７３３－２１１２

開所時間：月曜日～金曜日 午前9時～午後５時 

住  所：名古屋市千種区吹上二丁目6-3 

名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）６階 

（なごやジョブサポートセンター内） 

URL：https://www.nagojob.city.nagoya.jp

こんな課題を 

専任アドバイザーが

解決します！ 

中中小小企企業業のの人人材材確確保保・・人人材材定定着着をを支支援援ししまますす！！！！


