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平成３０年度事業報告 

（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日） 

 

世界の民間航空機市場の拡大が予想されている中、当センターは中部５県からなる国際戦

略総合特区「アジア No.1 航空宇宙産業クラスターの形成」実現に向けて、次の３つの重点項

目を柱として各種事業を実施した。 

 

１．販路開拓 

   航空機産業の発展には国内外からの受注拡大が必要であり、国内・海外の各種商談会や

展示会に参加する企業に対しハンズオン支援が必要となっている。 

 ２．人材の育成・強化 

今後の航空機産業の拡大に伴い不足が予想される人材の確保と育成が求められている。 

 ３．サプライチェーンの強化 

中核企業を中心とした一貫生産体制が構築され本格的な生産が進みつつある中、国際競争 

力を高め、世界的なサプライヤー企業群を産み出していくため、域内外の企業等との連携 

が重要となっている。  

  

なお、以下の受託事業を含め、各種事業を展開した。 

①地域中核企業創出・支援事業（委託者：中部経済産業局） 

（アジア No.1 航空宇宙産業クラスター形成のための中核企業創出・支援事業） 

   ②航空機製造技能者育成事業業務委託（委託者：愛知県） 

③航空宇宙産業海外販路開拓に係わる調査支援業務（委託者：エアロコーチ） 

④愛知県・名古屋市航空宇宙産業展示会・商談会出展支援業務（委託者：㈱新東通信） 

 
 

定量的指標は以下のとおりであった。 

①会員の拡大        ： ５法人加入    （前年度８法人） 

②構造組立初級講座     ： ２９名受講     １４名認定証授与 

（前年度７５名受講   ４８名認定証授与）  

③設計人材養成講座     ：  －名受講    （前年度  ７名）   

④試験評価人材養成講座   ： １０名受講    （前年度  ９名）  

⑤ミラサポ事業の利用企業  ：   １４件    （前年度１４件） 

⑥ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ･ﾒﾙﾏｶﾞの情報発信 ：  １２８件    （前年度７８件）  
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１．販路開拓 

（１）国際航空宇宙展２０１８東京での販路開拓支援 

１１月に東京ビッグサイトで開催された国際航空宇宙展２０１８東京（ＪＡ２０１８）に、

「Chubu Aerospace Industries 中部航空宇宙産業クラスター」としてブース出展し、中部地

域から出展するクラスターや企業等と連携して国内外にアピールすると共に出展企業の販

路開拓を支援した。 

ＪＡ２０１８では、知見・経験豊富な４名のコーディネーターが、国内外クラスターやバ

イヤー企業等へ中部地域クラスター・企業の売り込みを行うとともに、事前準備段階を含め、

ＪＡ２０１８の主催者である日本航空宇宙工業会（ＳＪＡＣ）とも連携しながら国内外バイ

ヤーとの商談マッチングを支援した。期間中、当センターに依頼のあった９件の面談と２１

件の商談支援を実施した。 

 

    

 

（２）海外ビジネス商談トレーニングの実施と個別コンサルティング  

ＪＡ２０１８（１１月）やエアロマートトゥールーズ（１２月）への参加企業の商談能力

向上を支援するため、独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）との共催で、実践的な

ロールプレイング形式で欧米航空機産業企業と面談を行う、「商談トレーニング」を２回開

催した。 

９月１０日に開催した１回目のトレーニングには、中部地域の企業５社が参加し、９月２ 

５日に実施した２回目のトレーニングには、中部地域の企業４社が参加した。 

また、商談トレーニング等に合わせて、出展企業がニーズの合致した海外企業等と商談マ 

ッチングができるように、コーディネーターが８社を訪問して個別コンサルティングを実施

した。 

      （参考）【国際航空宇宙展2018東京 開催実績】（主催者発表） 

〇 開催期間： 平成３０年１１月２８日（水）～３０日（金） 

〇 会   場： 東京ビッグサイト 東７、８ホール 

〇 主 催： 一般社団法人 日本航空宇宙工業会、株式会社東京ビッグサイト 

〇 出展者数： ５２０社・団体 （国内：３９８、海外：１２２） 

〇 出展国数： １７ヶ国・地域 

〇 参加者数： ２７，４５８人 （来場者： １９，９３７人、出展者： ７，５２１人） 
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（３）エアロマート・トゥールーズでの企業商談支援と情報収集  

１２月にフランスで開催されたエアロマート・トゥールーズにコーディネーターを派遣し、

当地域からの出展企業のＢtoＢ支援を行うとともに、平成２７年６月にＭＯＵを締結したド

イツの航空宇宙産業クラスターであるハンブルク・アビエーション、平成２８年９月にＭＯ

Ｕを締結したフランス航空宇宙産業クラスター及びＥＡＣＰ（European Aerospace Cluster 

Partnership）と面談を行い、クラスター間の企業連携につなげるためのクラスター相互の

交流方策について議論した。 

また、ドイツのＢＤＬＩ（ドイツ航空宇宙工業会）、ハンブルク・アビエーション、フラ

ンスの航空宇宙産業クラスターのエアロスペースバレーや ASTech の関係者と面談して、欧

州のサプライチェーン関連の動き、Ｒ＆Ｄ（RESEARCH AND DEVELOPMENT）の方向性、及び人

材育成についてのヒヤリングを行った。 

 

（４）ドイツ訪日団との会合 

ドイツ経済エネルギー省がドイツ国内の航空宇宙関連連企業３社と共に来日し、９月１３

日（木）に当地域を訪問した。 

午前は、中部経済産業局の会議室において交流会が開催され、当センターも参加して相互

の情報交換を行った。交流会では、中部経済産業局からグレーター名古屋としての東海３県

の航空産業の紹介が行われ、C-ASTEC からは、当センターの概要・活動状況の紹介及び当地

域の航空宇宙産業に携わる企業６３社を掲載した英文企業ディレクトリー（Directory of 

Aerospace Enterprises）を紹介した。 

午後には、愛知県産業労働センター（ウインクあいち）１８階 セミナールームにおいて

ドイツ政府「航空産業ミッション」セミナーが開催され、ドイツの航空宇宙産業の現状、ド

イツ政府の支援を受けた航空宇宙産業研究支援策の説明及び訪日企業からの技術・製品紹介

が実施された。 

 

（５）あいち・なごや航空宇宙産業海外販路開拓推進コンソーシアムへの参画 

  愛知県における航空宇宙産業の継続的な発展のため、県内企業の海外販路開拓を地域が一 

体となって推進するための事業実施を目的に設立されたコンソーシアムに参画した。 

  １）設立年月日：平成３０年８月２４日 

 ２）構成員：愛知県、名古屋市、（公財）あいち産業振興機構、（公財）名古屋産業振興公

社、（一社）中部航空宇宙産業技術センター 

  ３）会議開催状況 

   ①第 1回運営委員会（平成３０年８月２４日開催） 

     ・主な議事：設立趣旨、平成３０年度事業計画・収支予算 

   ②第２回運営委員会（平成３０年１１月１９日開催） 

     ・主な議事：平成３０年度事業計画（変更）・収支予算（変更） 

           コンソーシアム設立後の取組み状況報告 

   ③第３回運営委員会（平成３１年３月２２日開催） 
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     ・主な議事：平成３０年度事業報告・収支決算、平成３１年度事業計画・収支予算 

           規約の改正、報告事項（パリ・エアショー２０１９出展計画） 

 

（６）航空機部品供給システム研究会の定例講演会の開催（愛知県と共催） 

１）第２４回定例講演会（ＪＥＴＲＯと共催） 

テーマ： 欧米航空機関連企業からの受注獲得戦略について 

① 日 時： 平成３０年８月３１日（金）１３：３０～１７：３０ 

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： １２２名  

講演１：海外での航空機市場動向とビジネス展開   

C-ASTEC コーディネーター 川合 勝義 氏 

講演２：米国における航空宇宙産業の現状  

～現場から見たサプライチェーン再編成の情報と日本企業へのメッセージ～ 

インフラ･イノベーション INC. 代表取締役  

モンタナ大学客員教授 牛丸 謙二 氏 

講演３：航空機エンジン部品の量産立ち上げに関して   

AeroEdge（株） 取締役副社長 次重 彰人 氏 

２）第２５回定例講演会、愛知県・ＪＡＸＡ 連携協力事業（ＧａＮ研究コンソーシアムと共催） 

テーマ： 電動航空機・空飛ぶクルマ 

① 日 時： 平成３１年３月１３日（水） １３：４５〜１７：３０ 

② 場 所： 名古屋大学 農学部Ｂ館 第１２講堂 （名古屋市千種区不老町） 

③ 参加者： １５４ 名 

講演１：航空機電動化コンソーシアムにおける将来ビジョンについて 

ＪＡＸＡ 航空技術部門 次世代航空イノベーションハブ  

エミッションフリー航空機技術チーム チーム長  西沢 啓 氏 

講演２：パワーデバイスの最新技術動向と電動航空機応用の可能性」 

三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所  

応用技術部  部長 山田 順治 氏 

講演３：日本発 空飛ぶクルマ‘SkyDrive’開発への挑戦」 

株式会社 ＳｋｙＤｒｉｖｅ・ 

一般社団法人 CARTIVATOR 技術責任者 山本 賢一 氏 

講演４：名古屋大学における ＧａＮ 研究開発拠点形成の推進状況 

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部  

企画戦略 Ｇｒ 首席ＵＲＡＧａＮ 研究戦略室 

  企画調整ユニットリーダ 佐藤 浩哉 氏 

なお、講演会の開催に先立ち、名古屋大学のパワーデバイス関連研究施設の見学会が

開催され、講演会終了後には懇親会が実施された。 
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２．人材の育成・強化 

（１）航空機製造技能者育成講座（構造組立初級）             

 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平 

成２７年度の試行を経て２８年度から本格実施し、本年度は３年目の講座を実施した。 

 １）ポリテクセンター中部（愛知県小牧市）での実施講座 

  ① 内 容  

経済産業省中部経済産業局平成２７年度新分野進出支援事業（アジア N0.1 航空機産

業クラスター形成支援事業）で作成したカリキュラム・テキスト及び愛知県作成の映

像教材を用いた２０日間の航空機構造組立初級研修を年間６回計画したうち、４回実

施した。 

合格者には、３重工等で構成する「航空機製造技能者認定委員会」から「技能認定証」

を授与した。講師は三菱重工業(株)、(株)ＳＵＢＡＲＵ、輸送機工業(株)からの派遣。 

  ② 受講者数： ２９名 （技能認定証授与者：１４名） 

   このうち、愛知県内中小企業より受講した１８名については愛知県の委託事業「航空 

  機製造技能者育成事業」の対象として受講料が助成された。 

 ２）(株)ブイ・アール・テクノセンター（岐阜県各務原市）での実施講座 

上記と同じカリキュラムとテキストを使用し、当センターと連携して講座を開講し、

合格者には技能認定証を授与した。講座は２０日間を（その１～４）に４分割して受講

が可能であり、最終講座（その４）までの受講者２名、技能認定証授与者２名となった。 

 

（２）高等専門学校での航空宇宙技術講座  

航空宇宙産業の次代の担い手を開拓することを目的として、国立高等専門学校機構（本部） 

及び中部地域の工業高等専門学校と連携し、航空宇宙関連企業等の技術者等に講師を依頼し

て、就職を控えた高専学生を対象に航空宇宙技術講座を開講した。 

講座は、主として、高等専門学校の４年生、５年生、専攻科生を対象にして、航空機・宇 

宙ロケット製造及び構造部品などの全体概要、製造現場における航空機宇宙ロケット製造に

係る要素技術について学ばせるとともに、学校教育で学ぶ機械、制御、材料、電気・電子、

通信、情報などが航空機のどの部分にどのように関わっているのか俯瞰できるようにするこ

とを目的とした。 

講義は、全国の高専をネットワークで結んだシステムを使用して岐阜、釧路、仙台、鶴岡、 

小山、木更津、石川、長野、沼津、豊田、鳥羽、鈴鹿、香川、津山、佐世保の１５校の高等

専門学校にライブ配信された。アンケートの結果からは、９割近くの受講生が専門知識の習

得や今後の学生生活に役に立つと思う、または、ある程度役に立つと思うとの回答であった。 

 

（３）航空機技術 － 設計現場からのレッスン（協力：名古屋大学） 

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、 

構造、材料、装備及び３日間集中コースの受講生を募集したが、受講申込者が少なく開講を
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見送った。 

 

（４）航空機開発関連試験評価人材養成講座               

  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した。講師は(株)中菱エンジニア 

リング及びダイヤモンドエアサービス(株)に依頼した。（受講者数は１０名） 

①  １０月２７、１１月１０、１７、１２月１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 

② １２月８日：(株)タマディックのフライトシミュレータを借用し、ダイヤモンドエア    

サービスのパイロットによる模擬操縦と飛行特性に関する解説を実施 

③  １２月１５、２２日：実飛行試験データを用いて解析・評価実習 

 

３．サプライチェーン強化  

（１）航空機エンジン部品加工トライアル事業 

サプライヤー強化が求められる航空機エンジン分野において、製造力増強のため、新規参 

入及び既存参入企業の強化を目的としてエンジン部品製造への参入機会を創出する事業を 

名古屋商工会議所に委託し、公益財団法人新産業創造研究機構（ＮＩＲＯ）との協同事業と

して実施した。 

全国公募により選考されたエンジン分野へ参入を目指すサプライヤーが、協力企業（三菱 

重工航空エンジン及び川崎重工業航空宇宙システムカンパニー）から提供された図面に基づ

き、加工方法の検討、加工手順・治具作成、難削材の加工等を行った。 

加工等の途中、民間の品質検査機関の活用やエンジン分野に精通した専門家を実施期間に 

派遣し、加工状況、検査、各種ドキュメント作成状況についてアドバイスを行うことで、作

業精度を向上させた。また、最終的な加工物の評価結果及びアドバイスは協力企業から参加

企業へ個社毎に実施した。参加企業からは大いに参考になったと高評価を得た。 

 

 

                   

Ver.Ａ 低圧タービン・ブレード           Ver.Ｂ 高圧タービン・ケース 

（治具製作を含む工程設計）         （治具製作を含む工程設計と製品検査） 
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Ver.Ｃ ブリスク                        Ver.Ｄ シュラウド 

（工程設定、チタン合金材の加工と検査）       （工程設定、アルミ合金材の加工と検査）       

 

 

（２）航空機産業中核企業高度化委員会の開催  

航空機産業の発展に向けては、航空機部品サプライヤーの成長・強化が求められている中、 

中部地域における先導的サプライヤーの抱える課題・問題点を提起し、その解決に向けて地

域の産学金官が一体となり、協働、分担しながら地域一丸となったサポート体制を構築すべ

く、支援の方向性を議論した。 

 

１） 日 時 ： 平成３１年２月２０日（水）１３：３０～１５：３０ 

２） 場 所 ： ＡＰ名古屋．名駅 ７階Ｌ会議 

３） 出席者 ： ２２機関 ４１名 （委員：２９名、事務局：１０名） 

４） 議 題 ： 

①一貫生産体制構築（サプライチェーン強化）： 

購入品化への対応、材料調達、コスト削減要求への対応 

②内外からの受注拡大：商習慣・ルールの把握 、商談会を通じた受注拡大  

③人材力の強化：生産技術者、マネジメント人材育成、人材の確保  

④その他：新市場・新技術への対応 

 

４．認証取得支援 

（１）航空機搭載装備品に係る国際認証の取得支援 

平成２７年度よりＭＨＩエアロスペースシステムズ株式会社（ＭＡＳＣ）に委託して開始 

した装備品メーカーの参入を支援するための国際認証研究会・研修会では、装備品の開発に

必須となる DO-178C、DO-254、ARP4754A 等の国際安全性規格について研究・研修を実施し、

この活動は平成３０年度には、ＪＡＸＡ主催「航空機装備品ソフトウェア認証技術イニシア

ティブ」との連携事業に発展した。 

  当センターはこの活動の幹事会にオブザーバーとして参加し、本年３月には第１回航空機 

装備品認証技術オープンフォーラムが一橋大学一橋講堂において開催され、活動報告等が実 

施された。 
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５．海外クラスターとの交流 

（１）欧州クラスターとのビジネス交流  

エアロマート・トゥールーズ訪問の機会に合わせ、Ｃ－ＡＳＴＥＣ後藤コーディネーターが中部経済 

産業局職員とともに、「航空機産業の発展を共通目的として互いに連携していくことを確認す

る覚書（ＭＯＵ；Memorandum of Understanding）」を締結している以下の欧州クラスターと

ミーティング・交流を実施した。 

① Aerospace Valley （12 月 4 日、6 日） 

主な打合せ項目：エアバス社サプライチェーンへの参加可能性について 

２０１９年の計画（エアロマート名古屋の参加）について 

Ｒ＆Ｄ関連（民間航空機分野の研究・イノベーションについて） 

          人材関連（人材教育、労働力確保について） 

Ｂ２Ｂ関連（バイヤーとサプライヤーの出会い） 

② Hamburg Aviation （12 月 5 日） 

主な打合せ項目：ハンブルグで開催される Interior Expo でのメンバー企業ツアー 

   パリエアショーにおける GAC (Global Aerospace Clusters)のサミットへ

の参加について 

              来年の活動（エアロマート名古屋の参加） 

人材育成関連の意見交換 

   ③ ASTech 航空宇宙クラスター （12 月 7 日） 

主な打合せ項目：Ｒ＆Ｄ関連（日・欧企業の共同開発について）、 

ファンドを利用した資金調達について 

サプライチェーンのサポートについて 

 

６．その他事業 

（１）地域未来投資促進法に基づく連携支援計画 

中部航空宇宙産業技術センターは、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業に関

する計画「航空宇宙産業のサプライチェーン強化、国内外販路開拓及び人材力強化にかかる

連携支援計画」を申請し、平成３０年１２月２１日付けをもって経済産業大臣から承認を受

けた。 

 この連携支援計画では、下図に示す１４の支援機関と当センターにより、航空宇宙産業の

地域経済牽引事業者等の抱える課題やニーズを把握し、産学官金の連携支援機関等の構成に

よる連携会議等において、サプライチェーン強化、国内外販路開拓や人材力強化に係わる共

通課題として情報共有を図るとともに、課題解決に向けた議論、支援策等の検討を行うこと

などを計画している。 
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（２）中小企業・小規模事業者ビジネス創出等支援事業        

  当センターは、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、中京銀行、名古屋銀行、百五銀行、八十二銀行、三重銀行、第三銀行）と共に、

中小企業からの相談業務に対応した。  

平成３０年度取扱件数 ： １４件 （傘下の構成機関の取扱件数含む） 

 

（３）航空機関連技術動向調査                  

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 

査報告書を改定し、平成３１年４月ホームページにおいて公表した。 

 

（４）展示会出展、各種イベント主催・共催、後援・協力等             

  １）展示会出展事業 

     ①航空宇宙フェスタ福島 

主催：福島県 

平成３０年１１月２２日（木）～２３日（祝） 

（於：ビックパレットふくしま（郡山市）） 

     ②ネクスト・イノベーション・テクノロジーフェア２０１９ 

       主催：（一社）中部産業連盟 

       平成３１年３月１９日（火）～２０日（水）（於：吹上ホール） 

  ２）主催・共催事業 

     ①航空機産業商談トレーニング＜共催＞ 

主催：ＪＥＴＲＯ名古屋 
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平成３０年９月１０日（月）（於： ジェトロ名古屋貿易情報センター） 

     ②航空機産業商談トレーニング（第２回）＜共催＞ 

主催：ＪＥＴＲＯ名古屋 

平成３０年９月２５日（火） （於： JR ゲートタワーカンファレンス） 

   ③航空機海外バイヤー・代理店商談会＜共催＞ 

     主催：ＪＥＴＲＯ名古屋 

       １１月２６日（月） （於：名古屋銀行協会） 

    ④航空機技術オープンイノベションセミナー ＜主催＞ 

～電動 航空機・飛ぶクルマ～（愛知県・JAXA 連携事業） 

主催：愛知県、C-ASTEC 

平成３１年３月１３日(水) （於：名古屋大学） 

３）後援事業 

   ①第１０回ＯＫＢ航空機産業セミナー 

     主催：大垣共立銀行 

     ４月１６日（月）（於：名古屋銀行協会） 

②アイデア水ロケット全国大会２０１８ 

     主催：岐阜かかみがはら航空宇宙博物館、岐阜県、各務原市 

     １０月７日（日）（於：岐阜かかみがはら航空宇宙博物館） 

③展示会「わたしと宇宙展」 

  主催：わたしと宇宙展実行委員会 

平成３０年１１月１３日(火)～１８日(日) （於：吹上ホール） 

     ④航空機技術オープンイノベーションセミナー 

主催：愛知県  協力：ＪＡＸＡ 

平成３０年１２月１３日（木）（於：栄ガスビル） 

     ⑤第８回次世代ものづくり基盤技術産業展―TECH Biz EXPO 2019― 

主催：名古屋国際見本市委員会、（公財）名古屋産業振興公社 

平成３１年２月６日(水)～７日（木）（於：吹上ホール） 

⑥ＭＲＯビジネスシンポジウム 

主催：名古屋商工会議所 

平成３１年２月２６日(火) （於：名古屋商工会議所） 

     ⑦宇宙ビジネス促進セミナー 

主催：愛知県 

平成３１年２月２８日(木) （於：ウインクあいち） 

     ⑧航空機商談術ワークショップ in 名古屋 

主催：ＪＥＴＲＯ名古屋 

平成３１年２月２８日（木）（於：あいち国際ビジネス支援センター） 
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（５）情報発信                       

① ホームページのニュース・イベント及びメールマガジンを年間１２８件発信し、タ

イムリーかつ迅速な情報提供に努めた。 

   ② ニュース・イベントの情報のみならず、募集案内や公募情報を積極的に掲載した。 

（６）損害保険代理店業務                    

   ・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 

   ・損害保険の新商品（航空サプライヤー保険）の取扱い準備を進めた。 

 

７．総会・理事会の開催 

（１）第６回定時総会 

   開催日・場所： 平成３０年６月１５日（金） 名古屋栄ビルディング１２階大会議室 

   報告事項： 

① 平成２９年度事業報告書について 

② 平成３０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２９年度決算報告書承認の件 

第２号議案 役員（理事・監事）の選任の件 

 

〇 総会記念講演会 「航空機産業の現状と今後の展望」 

            経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課長 

                                畑田 浩之氏 

〇 交流会：参加者 １１７名   

 

（２）第１３回臨時理事会（書面決議） 

開催日・平成３０年５月２４日（木）  

   議 案： 

第１号議案 平成２９年度事業報告書及び決算報告書の承認に関する件 

第２号議案 役員（理事・監事）の候補者推薦の承認に関する件 

第３号議案 総会における書面議決の承認に関する件 

第４号議案 入会会員の承認に関する件 

    第５号議案 事務局長の委任に関する件 

 

（３）第１４回臨時理事会（書面決議） 

開催日： 平成３０年６月１５日（金） 

   議 案： 

第 1号議案 副会長及び専務理事（業務執行役員）の選定に関する件 
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（４）第１５回臨時理事会（書面決議） 

開催日： 平成３１年３月２９日（金） 

   議 案： 

第１号議案 平成３０年度事業計画書及び収支予算書の承認に関する件 

第２号議案 入会会員の承認に関する件 

第３号議案 顧問及び参与に関する件 

     

（５）定例運営事務局会議 

  産業界代表等（三菱重工業㈱、川崎重工業㈱、豊田自動織機㈱、中部経済連合会）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及びその進め方等について意見交換を行った（５回開催）。 

 

８．庶務事項 

・登記事項  

   平成３０年５月 理事の辞任 登記 

   平成３０年７月 理事の辞任・就任 登記 

・クリーンパートナー活動への参加 

    事務所入居ビル（ポーラ名古屋ビル）のクリーンパートナー活動に参加し、ビル周辺

の清掃活動を実施した。 

 

９．その他 

・外部委員会等への参加状況 

   ①愛知県航空機製造認証支援事業企画提案審査委員会 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あいち・なごや航空宇宙産業海外販路開拓推進コンソーシアム 委員   

④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  

 ⑤岐阜県成長産業人材育成センター運営協議会 委員   

   ⑥みえ航空宇宙産業研究会 オブザーバー   

   ⑦航空機整備士・製造技術者養成連絡協議会 製造技術者ＷＧ 委員   


