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平成２７年度事業報告 

（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日） 

 

１．平成 27 年度航空宇宙産業フォーラム・推進会議の開催 （定款第４条第１項第６号） 

  三田敏雄中部航空宇宙産業技術センター会長を座長とし、東海地域の産学官のトップクラスの

メンバー（副知事、取締役クラス等）によるクラスター全体の事業展開・成果を議論・確認する

「航空宇宙産業フォーラム・推進会議」が開催され、事務局として支援した。主催者である中部

経済産業局より井内局長の挨拶があり、「人材育成、定着、育成に向けた取り組み」、「サプライ

チェーンの強化」、「新市場開拓の促進」及び「新技術の創出、支援機能の向上」について、平成

２６年度の取り組みの総括と今後の取り組みについて説明が行われた。また、今年度の国外クラス

ターとの連携及び国内クラスター・ミニクラスターとの連携等について、主要な内容が説明された。各自

治体からは、高校の就職指導者、高校生への理解促進、若年層に対する国・業界を挙げた取り組み及

び航空機・航空機産業に親しむ施設の取り組み等について主要な内容が報告された。 

① 日 時：平成２７年６月１０日（水）１５：４０～１７：３０ 

② 場 所：名古屋栄ビルディング １２階 大会議室 

③ 参加者：１４４名 （内推進会議メンバー：１７名） 

 

２．航空機部品供給システム研究会の定例講演会の開催       （定款第４条第１項第２号） 

（愛知県と共催で、2回開催） 

（１）第 18 回定例講演会 

テーマ： 航空機装備品・部品市場の参入に向けて 

① 日 時： 平成２７年１１月１９日（木） １３：３０〜１５：３０ 

② 場 所： 名古屋銀行協会 ５階 大ホール（名古屋市中区丸の内） 

③ 参加者： １５３名 

講演１ 「ＫＹＢ（株）航空機器事業の紹介及び今後の展望について」 

ＫＹＢ（株）技術統括部 航空技術部 専任課長    井上 康彦 氏 

講演２ 「コア技術を自動車そして航空機産業へ」 

多摩川精機販売（株） 代表取締役社長        新井 昭文 氏 

 

（２）第 19 回定例講演会 

テーマ： 航空機産業の装備品市場の現状及び展望について 

① 日 時： 平成２８年３月１８日（金） １３：３０〜１６：２０ 

② 場 所： 名古屋銀行協会 ５階 大ホール（名古屋市中区丸の内） 

③ 参加者： １９１名 
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講演１ 「我が国航空機産業の動向と今後の展望について」 

経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課  

  航空機部品・素材産業室 室長補佐    木山 雅之 氏 

講演２ 「航空機産業への参入糸口」 

横井経営技術研究所 代表              横井 圭一 氏 

講演３ 「愛知県の航空宇宙産業振興への取組」 

愛知県産業労働部 産業振興課 次世代産業室    瀬古 隆史 氏 

   

３．新分野進出支援事業            （定款第４条第１項第２号、４号、５号、６号） 

（事業名：新分野進出支援事業「アジア No.1 航空機産業クラスター形成支援事業」） 

   （経産省：４，１３３万円） 

東海地域が「アジア No.1 航空機産業クラスター」の形成に向けて成長するためには、サプラ

イチェーン強化、国内装備品の拡大及び新技術の創出等に取り組み、系列を超えた受注獲得、海

外 Tier1 企業からの直接受注獲得を実現することなどが必要となっている。 

Ｃ－ＡＳＴＥＣは、中部経済産業局から委託を受けた新分野進出支援事業「アジア No.1 航空

機産業クラスター形成支援事業」において、 

 クラスター形成・連携 

 サプライチェーン強化（企業間強化） 

 設計・製造認証支援（個社技術の強化） 

に向けた事業を行った。この事業は、Ｃ－ＡＳＴＥＣ内でプロジェクトマネージャ１名とコーデ

ィネータ５名に委嘱して実施した。 

 

（１）クラスター形成及び国内外クラスターとの連携 

地域企業やサプライチェーンの把握にかかわる取り組み及びネットワーク形成に向けた準

備を目的として次の作業等を実施している。 

１）航空機産業機能整備高度化委員会の開催 

海外先進クラスターと比較して不足している機能（中核支援組織の機能、立地環境等）

について検討するため、地域の産学官による「航空機産業機能整備高度化委員会」を設置

した。 

この委員会は、１１月３０日（月）と２月１８日（木）にダイテックサカエ会議室で開

催して、構造組立技能職を中心とした航空機人材の育成、一貫生産体制の構築・加速化と全国

クラスターフォーラムの開催等のサプライチェーンの強化及び JA2016、エアロマート 2017 をター

ゲットとした地域戦略等について協議した。 

   

 ２）国内航空機産業クラスターフォーラムの開催 

地域内外のクラスター形成を加速するため、国内各地２２のクラスターのプロジェクトリ

ーダーや中核企業等が、課題、運営ノウハウ、ビジネス展開手法等を共有できる場として、「国

内航空機産業クラスターフォーラム」を開催した。 
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① 日 時 ： 平成２７年１２月１５日（火） １３：３０～１７：２０ 

       平成２７年１２月１６日（水）  ９：３０～１５：４０ 

② 場 所 ： じゅうろくプラザ ５F 会議室 （岐阜市） 

③ 参加者 ： １３９名  

 

[講 演]  １２月１５日（火） 

 講演１ 「我が国航空機産業の現状と課題」 

経済産業省 製造産業局航空機武器宇宙産業課 航空機部品・素材産業室長 北廣雅之 氏 

 講演２ 「一貫生産に向けた産業クラスター活用について」 

川崎重工業（株） 航空宇宙カンパニー 生産本部 資材部長           杉谷尚志 氏 

川崎岐阜協同組合 専務理事                              水野伸幸 氏 

 講演３ 「民間航空機エンジン部品生産への産業クラスター活用について」 

三菱重工業（株） 防衛・宇宙ドメイン 飛昇体事業部 工作部 次長       吉田浩之 氏 

（株）放電精密加工研究所 取締役事業部長                     安藤洋平 氏 

 

[分科会活動]  １２月１６日（水） 

   第一分科会： 「航空機産業への参入に向けて」 

    第１部： 新規受注等に向けた課題検討： 顧客ターゲットの設定 

    第２部： 受注体制構築に向けた課題検討： 核となり責任を担う中核企業のあり方 

   第二分科会： 「一貫生産構築に向けた能力強化」 

    第１部： 製造・生産管理についての課題検討： 一貫生産等に必要な管理費用の協議 

    第２部： 材料調達・品質保証についての課題検討： 非破壊検査工程認定、ＮＡＤＣＡＰの取得 

第三分科会： 「支援機能強化」 

    行政・支援機関の課題検討： 支援メニュー、支援機関の機能分担 

 

３）イノベーション・セミナーの開催 

航空機産業に関する総合的な視点からの知識と経験の提供を目的として、航空分野のビジネスモデル、

政策・制度、技術研究開発、人材育成等をテーマにしたイノベーション・セミナーを東京大学航空イノ

ベーション統括寄付講座及び東京大学航空イノベーション研究会と連携して開催した。 

今回のセミナーは、完成機産業の立ち上げとその次を見据え、航空機産業発展に向けた基盤整備と人

材育成に焦点をあてた。 

① 日 時： 平成２８年２月３日（水）１３：３０～１７：２５ 

② 場 所： キャッスルプラザ ４F  『鳳凰の間』（名古屋市） 

③ 参加者： １１１名 

 

[第１部 講演会] 

 講演１ 「航空機産業の世界の潮流と国内の動向」 

東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授       鈴木 真二 氏 
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講演２ 「航空機産業の発展のための基盤整備」  

東京大学 総括プロジェクト機構 

 航空イノベーション総括寄付講座 特任准教授        渋武 容  氏 

講演３ 「航空機産業発展のための人材育成」 

（株） ANA 総合研究所 航空・産業政策グループ 主席研究員     山田 圭一 氏  

 

[第２部 パネルディスカッション] 

テーマ： 航空機産業の発展がもたらすものと発展のために求められるもの 

    モデレーター： 東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 鈴木 真二 氏 

    パネラー： 

東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授       李家 賢一 氏 

 帝京大学 経済学部 観光経営学科 教授                 酒井 正子 氏 

宇宙航空研究開発機構（JAXA） 航空技術部門 事業推進部  

計画マネージャ                      渡辺 安  氏 

三菱重工業（株） 交通・輸送ドメイン 事業戦略推進室 主幹       伊藤 一彦 氏 

 三菱商事（株） 新産業金融事業グループ 産業金融事業本部 

                本部長補佐                        宍戸 昌憲 氏 

 

４）海外先進クラスター・海外企業との連携関係の構築 

欧州航空機産業クラスターの中核的支援組織であるハンブルク・アビエーションを通じて

欧州と当地域のビジネスパイプを構築するために、グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協

議会（GNIC）と共に、ハンブルク・アビエーションと地域間連携及び企業間連携の活性化に

関する覚書（ＭＯＵ：Memorandum of Understanding）を平成２７年６月１６日（火）15:30       

（現地時間）、パリ・エアーショーの会場内で締結した。 

今後、このＭＯＵに沿って、ハンブルク・アビエーションと両地域の航空機産業の発展を

共通目的として、次の事業において連携することになった。 

① 会合、会議、ワークショップへの共同参加 

② ＢtoＢイベントの組成 

③ サプライヤー発展の促進活動に関する情報交換 

④ 人材教育機能の構築に関するベストプラクティス交換 

 

５）ビジネス交流・プロモーションを展開するためのツールの整備  

新規の国際ビジネスを展開していく第一歩として、海外航空機クラスター参画企業に当地

域の中核企業情報を提供できるよう、英語による企業情報を整備した。将来の中核企業とな

る可能性のある企業に関する企業情報も併せて整備した。 

 

（２）サプライチェーンの強化 

地域企業やサプライチェーンの把握にかかわる取組やネットワーク形成に向けた作業等を

実施している。 
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１）中核企業育成連絡会議の開催 

松阪航空機部品生産協同組合、名誘協力会、川崎協同組合及び中部航空宇宙産業技術セン

ターのプロジェクト管理者、プロジェクト・マネージャー及びコーディネータ等が集まり、

個別プロジェクト支援型事業とネットワーク形成型支援事業の課題や対応、新たな中核企業

候補の育成手法・育成事業等について情報を共有することを目的とした「中核企業育成連絡

会議」を開催した。 

① 日 時： 平成２７年１２月３日(木) １０：００〜１２：００ 

② 場 所： 中部経済産業局 ２Ｆ 小会議室 

 

２）個別マッチング会の開催 

中核企業や中核企業候補等を支える企業を発掘するために、川下企業４社（旭金属工業（株）、

ＫＹＢ（株）、シンフォニア・テクノロジー（株）及び多摩川精機（株））による逆見本市形

式の個別マッチング会を開催した。 

個別相談会は１月２２日（金）にＡＰ名古屋名駅で開催し、装備品メーカー４社が、全国

から応募のあった１６社と２４件の面談を行った。応募は、１８府県の２７社から４９件あ

り、その中から装備品メーカーによって面談会社が選ばれた。 

 

（３）設計製造認証及び製造技術支援 

１）設計技術認証支援 

装備品メーカーが、国際基準に対応したソフトウェア設計・製造技術に関するノウハウ、

管理手法を共有できるよう、欧米の航空局が要求するソフトウェア認証基準 DO-178C に対応

できるソフトウェア設計技術の勉強会を開催するとともに、欧米の航空局が指定する規定に

沿ってソフトウェアを設計・製造するための参考書が作成された。勉強会の実施にあたり、

米国連邦航空局（ＦＡＡ）から委任されたソフトウェア認証に係るＤＥＲ（Designated 

Engineering Representative）等の専門家を招へいしてアドバイスを受けた。 

この事業は、公募の結果、ＭＨＩエアロスペースシステムズ（株）に再委託した。勉強会

は３回開催され、参考書に沿ってソフトウェアの認証プロセスが説明された。 

１回目：１２月 ３日（木）〜 ４日（金） １０：００〜１７：００ 

２回目： １月 ７日（木）〜 ８日（金） １０：００〜１７：００ 

３回目： ２月１２日（金）               １０：００〜１７：００ 

 

２）製造技術支援 

製造技能職に必要な技能レベルの検討と将来の中小企業に対する製造技術向上の支援につ

いて検討するために、企業関係者及び有識者により構成する「航空機製造技能者養成機関マ

ネジメント委員会」を設置した。 

また、平成２６年度新産業集積創出基盤構築支援事業にて作成したカリキュラム及びテキ

ストを用いて、試行実証を行うとともに、カリキュラム及びテキストの改訂及び講師用指導

要領を作成するため作業部会である「カリキュラム等検討会」を開催した。 
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ⅰ）航空機製造技能者養成機関マネジメント委員会 

平成２５年度次世代航空宇宙関連産業国際競争力強化支援事業における「航空機産業支援機能高

度化委員会」において、生産技能職人材育成に係わる講座の平成２８年度開設が提言された。 

この提言を念頭において、工程表、各機体メーカー及びパートナー等に横断的に必要とされる技

能レベル、教育内容（カリキュラム及びテキスト等）の共通化を図ると共に、教育の提供にあたり

必要とされる組織体制・運用等について検討するために、航空機関連企業、自治体、教育機関等で

構成する航空機製造技能者養成機関マネジメント委員会を設置した。 

このマネジメント委員会は７月１３日（月）、９月２９日〈火〉、１１月２４日（火）及び３月４

日（金）に開催して、航空機製造技能者育成講座（構造組立初級）のカリキュラムとテキスト等に

ついて調整するとともに、平成２８年度に航空機製造技能者育成講座（構造組立初級）を開講する

ための課題や対応策について検討を行った。 

航空機製造技能者育成講座（構造組立初級）は、平成２８年度から、ポリテクセンター中部とブ

イ・アール・テクノセンターの２拠点で開講される。 

 

ⅱ）実証試行の実施 

実証試行は２回実施し、１回目は新分野進出支援事業で実施し、２回目は愛知県委託事

業で実施した。 

a）第１回実証試行の結果 

① 日 時：平成２７年９月７日(月)～１０月８日(水）(２０日間。台風のため１日延期) 

 ② 場 所： ㈱ブイ・アール・テクノセンター アネックス・テクノ２（岐阜県各務原市） 

③ 受講者：７社から９名が参加（機体組立企業５社から６名、派遣企業２社から３名） 

④ 講 師：重工メーカー、人材育成機関の実技指導者:６名で構成 

｛川崎重工業㈱、富士重工業㈱、三菱重工業㈱、㈱ブイ・アール・テクノセンター、 

(学)中日本航空専門学校｝  

⑤ 技能認定：講座最終日に学科試験及び実技試験を実施。補講・再試験を含め８名合格。 

     修了証（受講参加証）の他に、合格者には技能認定証（*）を交付した 

（* 発行者：航空機製造技能者養成機関マネジメント委員会） 

⑥ 講座見学会の開催：２回開催し、１５社(団体)から３８名が参加 

 

b）第２回実証試行の結果（実施者：愛知県） 

① 日 時：平成２８年１月２５日(月)～２月２２日(月)(２０日間) 

② 場 所：(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構 中部職業能力開発促進センター 

（ポリテクセンター中部）（愛知県小牧市） 

③ 受講者：８社から１０名が参加（機体組立企業５社から７名、派遣企業３社から３名） 

④ 講 師：講師は第１回と同じ 

⑤ 技能認定：講座最終日に学科試験及び実技試験を実施し９名合格 

⑥ 講座見学会の開催：２回開催し、１３社(団体)から２２名が参加 
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ⅲ）カリキュラム及びテキストの改定作業 

２回の実証試行を通して、航空機製造技能者育成講座（構造組立初級）のカリキュラムとテキスト

等の見直しを実施し、３月４日（金）開催のマネジメント委員会に上程した。 

航空機製造技能者育成講座（構造組立初級）のカリキュラムとテキスト等の見直しは、実証試行に

参加した講師を中心として構成したカリキュラム等検討会で検討し、この検討会は１０月２７日（火）、

１１月４日（水）及び１２月１１日（金）に開催した。 

カリキュラムとテキストの改定作業は（株）ブイ・アール・テクノセンターへ委託（外注）した。 

 

４．航空宇宙産業サプライチェーン再構築支援セミナー（相談会）事業  （第４条第１項第２号） 

（愛知県委託事業 ５５．８万円） 

  愛知県下の中核企業と中小企業との連携を促進し、新たなサプライチェーンを構築し、川

下企業のニーズに対応する一貫発注に備えるための支援事業を実施した。 

 （１）第１回 

① 日時：平成２７年１１月２７日（金）１３：３０～１７：００ 

② 場所：名古屋銀行会館 ４階 

   第１部 講師 今井航空機器株式会社 今井社長 

   第２部 対談 今井社長と杉山コーデイネータによるセッション 

   ③ 相談会 ３社実施 

   ④ 参加者 ３２名 

 

 （２）第２回 

① 日時：平成２８年１月２６日（火）１３：３０～１７：００ 

② 場所：名古屋銀行会館 ４階 

   第１部 講師 株式会社加藤製作所 加藤社長 

   第２部 対談 加藤社長と杉山コーデイネータによるセッション 

   ③ 相談会 １社実施 

   ④ 参加者 ３５名 

 

５．中小企業・小規模事業者ビジネス創出等支援事業       （定款第４条第１項第３号） 

  中小企業庁の専門家派遣事業（ミラサポ）において、「中部航空宇宙産業支援プラットフォー

ム」の代表機関として、構成機関９行（愛知銀行、大垣共立銀行、十六銀行、第三銀行、中京

銀行、名古屋銀行、百五銀行、八十二銀行、三重銀行）と共に、中小企業からの相談事務に対

応。  

平成２７年度対応件数 ： ３社３件 

 

 

 

 



 
 

8

６．航空機現場技能職実技研修等実施業務             （定款第４条第１項第４号） 

        (愛知県委託事業：８２８万円) 

航空機製造・組立現場における人材不足に対応して、航空機製造人材の確保・育成を図る目的

で、中堅・中小企業の航空機製造現場技能職（初任者、経験者）を対象に実技研修を実施。 

第１回 ： (株)パーソナック航空機事業部に委託 

平成２７年１０月１９日～１１月１６日（２０日間） 受講者５名 

第２回 ： (株)パーソナック航空機事業部に委託 

平成２７年１１月２４日～１２月２１日（２０日間） 受講者５名 

第３回 ： 平成 26 年度に中部経済産業局が作成した標準カリキュラム・テキストを用い

平成 28 年度より本格稼働する航空機製造技能者育成講座（構造組立初級）の

試行を兼ねて、ポリテクセンター中部で実施。（再掲） 

        平成２８年１月２５日～２月２２日（２０日間）   受講者１０名 

 

７．人材養成講座（C-ASTEC 自主事業）              （第４条第１項第４号） 

当センター自主事業として以下の２講座を開講した。 

（１） 航空機技術 － 設計現場からのレッスン（協力：名古屋大学）    (５０．５万円) 

航空機の設計現場の体験を踏まえて、実践的な設計能力を有する技術者の養成を目指して実

施。講師は(株)中菱エンジニアリングとＪＡＸＡに依頼。教室は名古屋大学の協力を得た。 

受講者数：５８名 

    ３日間集中コース    ４月２０、２１、２２日    ２２名 

    構造          ４月 ４、１１、１８日     ８名 

    材料          ４月２５日           ６名 

    装備          ９月２６、１０月３、１７日  １０名 

    風洞試験と数値流体力学 １０月１７日         １２名 

    

（２） 航空機開発関連試験評価人材養成講座                (７６．０万円) 

   航空機開発における試験評価業務のうち、飛行試験を中心とした座学・実習により飛行試験

評価能力を有する技術者の育成、創出を目的として実施。講師は(株)中菱エンジニアリング

に依頼。 

   受講者数：２１名 

１２月５、１２、１９、１月９、１６日 

関連試験全体概要、飛行試験実施要領、飛行特性（各論、試験方法等）の座学。 

１月２３日 フライトシミュレータ見学 

名城大学理工学部交通機械工学科ビークル制御研究室のフライトシミュレータを借

用し、ダイヤモンドエアサービス(株)のパイロットによるデモンストレーションを 

実施。 

２月６、１３日  実飛行試験データを用いて解析・評価実習。 
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８．航空宇宙海外販路開拓支援実行委員会       （第４条第１項第２号、第５号、第８号） 

（東京エアロスペースシンポジウム２０１５出展支援実行委員会）（事業予算３２２万円負担金制） 

愛知県、名古屋市、あいち産業振興機構、名古屋産業振興公社、名古屋コンベンションビュー

ロー、Ｃ－ＡＳＴＥＣの６団体による実行委員会組織として実施。（Ｃ－ＡＳＴＥＣ事務局） 

「東京エアロスペースシンポジウム２０１５」 

① 会期：平成２７年１０月１４日～１６日の３日間  会場：西展示棟 西４ホール  

 ② 主催：東京都、（株）東京ビックサイト 

 ③ 結果：出展参加 ２６５社／２５１小間 

 ④ 入場者数：２３，６８７人（海外入場者８３人） 

 

  支援実施内容 

  （１）商談出店等支援事業 

    国内外の大手航空宇宙関連企業の参加が見込まれる、「東京エアロスペースシンポジウム

２０１５」に参加を希望する当地区の中堅・中小企業に対して、コーデイネータを活用する

などし、商談及び出展支援（出展料５０％割引）を実施した。 

   ① 支援企業（出展参加企業以下８社：１０コマ＋事務局１コマ） 

    （株）NSR JAPAN、（株）タマディック、（株）テクノプラスト、（株）パイオニア風力機 

    井澤金属（株）、（株）石井機械製作所、長江紙器（株）、鉄原実業（株） 

   ② センター出展（１コマを東京ビックサイトより提供） 

    ＊スタッフィング ジャパン（株）、（株）兼房の２社がセンター会員企業のブースで活動 

  （２）商談実習等支援事業 

     国内外への販路開拓を目指す当地域の中堅・中小企業等を対象に、取引実務に関する商

談実習等を開催するとともに、ワークショップを開催し、国内外大手航空宇宙関連企業と

の交流を図る。 

    ○コーデイネータ３名（杉山氏・横井氏・高山氏）による出展参加企業への支援を実施。

商談時・ブースでの立ち合いとアドバイス対応。 

    ① 商談実習の開催 

     平成２７年８月２０日（木）名古屋商工会議所 ３階 

     ○講師：ハップンマーケテイング社 代表 高山 祐一 氏 

      参加者：４５名／２５社（愛知県下企業：３０名・１２社） 

・実行委員会支援参加企業及び関連企業 

・岐阜県・三重県出展参加企業       

    ② ワークショップ開催  

平成２７年１０月１５日（木）プレゼンテーションエリアにて実施 

○プレゼン参加企業：NSRJAPAN、スタッフィングジャパン、加藤製作所、旭金属 

        海外企業：ＡＣＧアビエーション社（仏：ｴｱﾛｽﾍﾟｰｽﾊﾞﾚｰｸﾗｽﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ） 

聴講者：約５０名（２６社） 
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９．戦略産業支援のための基盤整備事業（戦略分野コーディネータ事業） 

「国内外企業間のマッチング機会提供」          （第４条第１項第５号、第６号） 

    （経済産業省委託、(一社)日本航空宇宙工業会再委託事業 約４７９万円） 

  国内の企業と国外の企業間の連携事業を推進するための調査を行い、国内外企業間のマッチ

ング機会を提供する目的で、クラスター調査等を実施。 

①  国内クラスターの調査 

国内の代表的クラスターにつき、体制、実績、得意分野等に調査・分析を実施 

② 海外クラスターの調査 

    ドイツ、フランスのクラスターを中心に、活動実績の調査・分析を実施 

③ マッチング機会の提供 

    シンガポールエアショーにおいて、中小企業と公設試の連携事例集を国外企業に配布し、 

情報提供を実施。 

  また、本事業の中で研究開発ロードマップの作成に関して、欧州委員会との協議を実施。 

 

１０．航空機関連技術動向調査                  （定款第４条第１項第２号） 

強化すべき技術の方向性を把握することを主目的にして、国内外の航空機関連技術動向調査

を行い会員向けに情報提供。 

 

１１．各種イベント協力・研究支援等            （第４条第１項第２号、第４号） 

 ① 第８回航空機産業セミナー 後援 

    主催：大垣共立銀行、岐阜県研究開発財団 

    ９月１７日（水）、岐阜グランドホテル  

② 第１１回全国学生室内飛行ロボットコンテスト 協賛 

    主催：一般社団法人 日本航空宇宙学会 

    ９月２５～２７日、大田区総合体育館 

③ Aerospace Matching in Nagoya 後援 

  主催：名古屋商工会議所 

  １０月２日（金）、１２月３（木）～４日（金）、名古屋商工会議所、名古屋港、 

航空自衛隊岐阜基地 

④ ＹＡＣ各務原 水ロケットまつり２０１５ 後援 

   主催：かかみがはら航空宇宙科学博物館・日本宇宙少年団各務原分団 

１０月１１日（日）、かかみがはら航空宇宙科学博物館 

⑤ 航空宇宙フェア２０１５ 協賛 

  主催：日本航空宇宙学会中部支部 

  １０月２４日～２５日（日）、電気文化会館 

⑥ 三重県産業支援センター 講師派遣 

主催：三重県  

１１月１１日（水）産業支援センター 会議室 
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⑦ 第６回次世代ものづくり基盤技術産業展－ＴＥＣＨ Ｂｉｚ ＥＸＰＯ２０１６ 協賛 

    主催：名古屋国際見本市委員会 

    １１月１６日～１８日、吹上ホール 

  ⑧ 第１回広島県航空産業セミナー 講師派遣 

主催：広島県産業連携支援センター 

１２月２日（木） 同センター 会議室 

⑨ 第２回広島県航空産業セミナー 講師派遣 

主催：広島県産業連携支援センター  

２月４日（木） 同センター 会議室 

⑩ 愛銀ビジネスサポートセミナー 共催 

主催：愛知銀行  

３月３日（木） 愛知銀行名古屋駅前ビル 多目的ホール 

⑪ 小牧市航空機産業参入セミナー 後援  

主催：小牧市   

３月４日（金） 小牧労働センター 大研修室 

 

１２．損害保険代理店業務                    （第４条第１項第７号） 

  ・無人機（マルチヘリコプター）の損害賠償保険等 

  ・海外旅行保険（インターネット契約サービス） 

  ・その他 

 

１３．総会・理事会の開催 

（１）第３回定時総会 

   開催日・場所： 平成２７年６月１０日（水） 名古屋栄ビルディング１２階 特別会議室 

   報告事項： 

① 平成２６年度事業報告書について 

② 平成２７年度事業計画及び収支予算について 

議  案： 

    第１号議案 平成２６年度計算書類等の件 

第２号議案 役員（理事・監事）の選任の件 

 

総会記念講演会 「次期固定翼哨戒機（ＸＰ－１）の開発」 

講師：川崎重工業(株) 航空宇宙カンパニー 技術本部 大型機設計チーム 

チーフ・デザイナー 佐藤 光政 氏 

 

   交流会：参加者 １２２名   
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（２）第５回理事会 

開催日・場所： 平成２７年５月２５日（月） 名古屋商工会議所ビル 第一会議室 

   議 案： 

第１号議案 平成２６年度事業報告書及び決算報告書について 

第２号議案 役員（理事・監事）の候補者推薦について 

第３号議案 総会における書面議決について 

第４号議案 入会会員の承認について 

第５号議案 事務局長の委嘱について 

第６号議案 ハンブルグ・アビエーションとのＭＯＵ締結について 

 

（３）第５回臨時理事会（書面決議） 

開催日： 平成２７年６月１０日（水） 

   議 案： 

議案１ 会長（代表理事）、副会長及び専務理事（業務執行理事）の選定について 

 

（４）第６回臨時理事会（書面決議） 

開催日： 平成２７年１０月７日（水） 

   議 案： 

議案１ 平成２７年度収支予算書（変更）（案）の承認について 

議案２．入会会員の承認について 

議案３．顧問の変更について 

     

（５）第６回理事会 

開催日・場所： 平成２８年３月２４日（木）名古屋栄ビルディング １２階 特別会議室  

 報告事項： 平成２７年度事業報告について 

議  案： 

第１号議案 平成２８年度事業計画書及び収支予算書について 

第２号議案 航空機製造技能者認定委員会設置について 

第３号議案 入会会員の承認について 

 

１６．運営協議会の開催 

（１）第３回運営協議会 

開催日・場所： 平成２８年２月２６日（金） 名古屋商工会議所ビル 第６会議室 

   議 案： 

  １）平成２７年度事業実施報告について 

   ２）平成２８年度事業計画及び収支予算について 

   ３）航空機製造技能者認定委員会設置について 
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（２）定例運営事務局会議 

  産業界代表（三菱重工業㈱、川崎重工業㈱、ＡＥＴアビエーション㈱）から航空宇宙産業振 

 興に必要な課題の提案、センター運営についての助言などをしていただき、事業に取り込むべ 

 き課題など及びその進め方について相互に議論をする場。必要に応じて、関係機関等にも出席

を要請。 

 

１７．庶務事項 

・登記事項  

  平成２７年７月 代表理事、理事、監事の変更 登記 

   

１８．その他 

（１）外部委員会等への参加 

 ①愛知県航空宇宙海外販路開拓支援事業費補助金審査委員会 委員 

 ②名古屋市航空宇宙産業設備投資促進補助金意見聴取会 委員 

 ③愛知県地域訓練コンソーシアム 委員 

 ④航空宇宙産業販路開拓支援実行委員会 委員 

⑤岐阜県航空宇宙・医療福祉機器産業等競争力強化支援事業費助成金審査委員会 委員 

 ⑥「国外の航空機開発及び航空機システム開発に関する動向調査」航空機システム連携ＷＧ委員 

 ⑦みえ航空宇宙産業研究会 オブザーバー 

⑧海外航空宇宙産業との取引マニュアル作成検討委員会 オブザーバー 

 ⑨航空機整備士・製造技術者養成連絡協議会 製造技術者ＷＧ 構成員 

 ⑩（一社）中部経済連合会 航空宇宙特別委員会 委員 

 

（２）航空宇宙産業等に関する情報発信                       

①ホームページ 

・ニュース・イベント情報発信 ７１件 

・情報公開（事業計画・報告、収支予算・決算） 

・航空機関連技術動向調査報告書 

②Ｃ－ＡＳＴＥＣメールマガジンの発行       

 


