
アジア№１航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会規約（改正案） 

 

 

（目的） 

第１条 愛知県、岐阜県、三重県、長野県及び静岡県内において、総合特別区域法

（以下「法」という。）に基づく国際戦略総合特別区域の指定の申請、国際戦略

総合特別区域計画並びに認定国際戦略総合特別区域計画の作成及びその実施に

関し必要な事項について協議するため、法第 19 条第１項の規定に基づき、「アジ

ア№１航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会」（以下「協議会」という。）

を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。 

（１）国際戦略総合特別区域の指定申請に関する協議 

（２）国際戦略総合特別区域計画に関する協議 

（３）国と地方の協議会における協議への対応 

（４）認定国際戦略総合特別区域計画の実施に関し必要な事項に関する協議 

（５）その他協議会の目的を達成するために必要な業務 

 

（構成員） 

第３条 協議会は、次の者により構成し、構成員は別表のとおりとする。 

（１）関係地方公共団体の長 

（２）特定国際戦略事業を実施し、又は実施すると見込まれる者 

（３）国際戦略総合特別区域計画又は認定国際戦略総合特別区域計画及びその実施

に関し密接な関係を有する者 

（４）その他必要と認める者 

 

（会長） 

第４条 協議会に会長１名を置き、会長は協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 会長は、愛知県知事をもって充てる。 

３ 会長に事故があるときは、会長が職務代理者を指名する。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議においては、会長が議長となる。 

３ 緊急の必要がある場合又は軽微な事項については、会長は、構成員に対し、書

面又は電磁的方法により賛否を求め、これをもって会議の議決に代えることがで

きる。 

４ 会長は、必要に応じて構成員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

 

（プロジェクトチーム） 

第６条 協議会は、その所掌事項について必要な資料の収集、調査及び検討を行う

ため、プロジェクトチームを置くことができる。 

 

（事務局） 

第７条 協議会の事務を処理するため、愛知県知事政策局企画課に事務局を置く。 

 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に

定める。 

 

 附 則 

 この規約は、平成２３年９月９日から施行する。 

 

 附 則 

 この規約は、平成２３年９月２２日から施行する。 

 

 附 則 

 この規約は、平成２４年５月３０日から施行する。 

 

 附 則 

 この規約は、平成２４年１０月１７日から施行する。 

 

 附 則 

 この規約は、平成２５年４月２３日から施行する。 

 

 附 則 

 この規約は、平成２５年６月７日から施行する。 

 

 附 則 

 この規約は、平成２５年１０月７日から施行する。 

 

 附 則 

 この規約は、平成  年  月  日から施行する。 

 

資料２－４ 



別表（第３条関係） 
 
愛知県知事                           大村 秀章 
名古屋市長                           河村 たかし 
豊橋市長                            佐原 光一 
岡崎市長                            内田 康宏 
一宮市長                            谷  一夫 
半田市長                            榊原 純夫 
春日井市長                           伊藤  太 
津島市長                            伊藤 文郎 
安城市長                            神谷  学 
西尾市長                            榊原 康正 
犬山市長                            田中 志典 
常滑市長                            片岡 憲彦 
小牧市長                            山下 史守朗 
稲沢市長                            大野 紀明 
東海市長                            鈴木 淳雄 
大府市長                            久野 孝保 
知多市長                            宮島 壽男 
尾張旭市長                           水野 義則 
豊明市長                            石川 英明 
愛西市長                            日永 貴章 
清須市長                            加藤 静治 
北名古屋市長                          長瀬  保 
弥富市長                            服部 彰文 
みよし市長                           小野田 賢治 
あま市長                            村上 浩司 
豊山町長                            鈴木 幸育 
大口町長                            鈴木 雅博 
蟹江町長                            横江 淳一 
飛島村長                            久野 時男 
 
岐阜県知事                           古田  肇 
岐阜市長                            細江 茂光 
大垣市長                            小川  敏 
関市長                             尾関 健治 
美濃市長                            武藤 鉄弘 
瑞浪市長                            水野 光二 
恵那市長                            可知 義明 

 
美濃加茂市長                          藤井 浩人 
各務原市長                           浅野 健司 
可児市長                            冨田 成輝 
郡上市長                            日置 敏明 
笠松町長                            広江 正明 
垂井町長                            中川 満也 
神戸町長                            谷村 成基 
安八町長                            堀   正 
坂祝町長                            南山 宗之 
川辺町長                            佐藤 光宏 
御嵩町長                            渡邊 公夫 
 
三重県知事                           鈴木 英敬 
津市長                             前葉 泰幸 
伊勢市長                            鈴木 健一 
桑名市長                            伊藤 徳宇 
鈴鹿市長                            末松 則子 
いなべ市長                           日沖  靖 
木曽岬町長                           加藤  隆 
 
長野県知事                           阿部 守一 
飯田市長                            牧野 光朗 
松川町長                            深津  徹 
高森町長                            熊谷 元尋 
喬木村長                            市瀬 直史 
豊丘村長                            下平 喜隆 
 
静岡県知事                           川勝 平太 
浜松市長                            鈴木 康友 
 
名古屋港管理組合管理者                     河村 たかし 
 
三菱重工業株式会社 取締役 常務執行役員  交通・輸送ドメイン長   鯨井 洋一 
川崎重工業株式会社 常務執行役員 航空宇宙カンパニープレジデント 石川 主典 
富士重工業株式会社 専務執行役員 航空宇宙カンパニープレジデント 永野  尚 
東レ株式会社 専務取締役 複合材料事業本部長           大西 盛行 
中部航空宇宙部品生産協同組合代表理事              和田 典之 
川崎岐阜協同組合理事長                     福西 紀雄 
天龍エアロコンポーネント株式会社 代表取締役社長        志賀 一弘 



 
アイコクアルファ株式会社 取締役                遠藤  進 
株式会社青山製作所 取締役専務                 井出 正昭 
曙工業株式会社 代表取締役                   杉山 義和 
旭精機工業株式会社 取締役社長                 山口  央 
株式会社石川精工 代表取締役                  石川  徹 
株式会社磯村製作所 代表取締役                 磯村 元威 
伊藤鉄工株式会社 代表取締役                  伊藤 彰彦 
株式会社エアリス・エンタープライズ 代表取締役         西村 考司 
株式会社エアロ 代表取締役                   和田 典之 
尾張精機株式会社 取締役 会長                  木村 進一 
株式会社カマタ製作所 代表取締役                鎌田 基弘 
木下精密工業株式会社 代表取締役                木下 治彦 
株式会社銀星 取締役 技術部長                  加藤 弘保 
株式会社グローバル・アシスト 代表取締役            山﨑 達弥 
株式会社小池製作所 代表取締役                 久田 修資 
株式会社弘和鉄工所 代表取締役                 林  俊信 
株式会社小坂鉄工所 代表取締役社長               小坂 廣隆 
株式会社近藤機械製作所 代表取締役               近藤 信夫 
株式会社最新レーザ技術研究センター 代表取締役         沓名 宗春 
株式会社三技 代表取締役                    野間 誠司 
株式会社三光製作所 代表取締役                 奥村 清志 
三洋機工株式会社 代表取締役社長                堀場 馨太 
株式会社真功社 代表取締役社長                 宇佐美 貴史 
シンフォニアテクノロジー株式会社 代表取締役社長        武藤 昌三 
株式会社杉浦機械 代表取締役                  杉浦 弘幸 
株式会社関山 代表取締役社長                  関山 慎一 
株式会社髙木化学研究所 代表取締役社長             高木 啓至 
髙木工業株式会社 代表取締役社長                髙木 保之 
高砂電気工業株式会社 代表取締役社長              浅井 直也 
高須工業株式会社 代表取締役社長                髙須 章允 
玉川工業株式会社 代表取締役会長                吉田 登彦 
株式会社タマリ工業 代表取締役                 下玉利 淳也 
株式会社ＴＥＫＮＩＡ 代表取締役                高橋 弘茂 
株式会社テックササキ 代表取締役社長              佐々木 博一 
東南精機株式会社 代表取締役社長                渡辺 秀一 
東陽工業株式会社 代表取締役                  石田 明人 
東洋航空電子株式会社 代表取締役社長              丹羽 和秋 
東洋タイヤコード株式会社 代表取締役社長            松村 正英 

 
トーカロ株式会社 名古屋工場長                 吉積 隆幸 
中村鉄工株式会社 代表取締役社長                中村 哲浩 
株式会社西村製作所 代表取締役                 西村 考司 
ピーピージー・ジャパン株式会社 代表取締役           須田  敦 
株式会社フジワラ 代表取締役社長                松島 敏博 
株式会社放電精密加工研究所 代表取締役社長           二村 勝彦 
株式会社松江鉄工所 代表取締役                 犬塚 富雄 
マツダ化工株式会社 代表取締役社長               村瀬 巳喜久 
株式会社松原製作所 代表取締役社長               伊藤 茂樹 
株式会社瑞木製作所 代表取締役                 鈴木 邦男 
株式会社名光精機 代表取締役                  松原 光作 
株式会社山下工作所 代表取締役                 山下 利恵 
株式会社吉見製作所 代表取締役                 吉見 幸春 
菱輝金型工業株式会社 代表取締役                原  康裕 
株式会社和田製作所 代表取締役                 和田 典之 
渡辺精密工業株式会社 代表取締役                寺西 正明 
 
葵工機株式会社 取締役工場長                  納土  総 
旭金属工業株式会社 専務取締役                 中村  止 
株式会社天野工業 代表取締役社長                天野  修 
今井航空機器工業株式会社 代表取締役              今井 哲夫 
岩戸工業株式会社 代表取締役社長                井納  誠 
イワヰ工業株式会社 代表取締役社長               岩井 隆幸 
ＡＰＣエアロスペシャルティ株式会社 代表取締役社長       山下 一朗 
恵那機器株式会社 代表取締役社長                今井 英彦 
榎本ビーエー株式会社 代表取締役社長              榎本 尚浩 
株式会社オイダ製作所 代表取締役社長              種田 文彦 
有限会社大橋鉄工所 代表取締役                 大橋 正明 
有限会社大堀研磨工業所 代表取締役社長             大堀  憲 
偕行産業株式会社 代表取締役                  傍島 茂夫 
株式会社加藤製作所 代表取締役                 加藤 隆司 
株式会社郡上螺子 取締役                    髙瀬 康史 
有限会社ケーテクニカ 取締役                  川上 昌男 
株式会社佐々木製作所 代表取締役社長              五島 正次 
株式会社信立 代表取締役                    堀  政隆 
誠和工業株式会社 専務取締役                  佐藤  功 
株式会社太平洋久世製作所 代表取締役社長            久世 裕士 
槌屋ティスコ株式会社 専務取締役                佐藤 譲得 



 
天龍コンポジット株式会社 代表取締役社長            大竹 正泰 
東邦テナックス株式会社 揖斐川事業所長             和田 英見 
徳田工業株式会社 代表取締役社長                徳田 泰昭 
鳥羽工産株式会社 代表取締役                  傍島 茂夫 
有限会社名古路鉄工所 代表取締役                名古路 勲 
ナブテスコ株式会社 航空宇宙カンパニー 岐阜工場長        清水  功 
株式会社ナベヤ精機 常務取締役                 中島  弘 
日本プレス工業株式会社 代表取締役社長             吉田 敬宏 
株式会社服部精工 代表取締役                  服部 憲司 
早川工業株式会社 代表取締役社長                早川  太 
早川精機工業株式会社 代表取締役社長              臼井  成 
株式会社光製作所 代表取締役社長                松原  功 
有限会社フジワテック 代表取締役                伊藤 明範 
株式会社マルケン工業 代表取締役                渡邊 健次 
瑞浪精機株式会社 代表取締役社長                宮井 一只 
株式会社水野鉄工所 代表取締役社長               水野 辰博 
名北工業株式会社 取締役社長                  福西 康和 
メイラ株式会社 取締役 航機事業部長               辻   弘 
株式会社ヤシマ 取締役生産管理部長               中島  薫 
株式会社和興 代表取締役社長                  橋本 康代 
 
ＮＴＮ株式会社 代表取締役副社長 産業機械事業本部長       岡田 健治 
キクカワエンタープライズ株式会社 代表取締役社長        菊川  厚 
大起産業株式会社 代表取締役社長                内藤 茂範 
株式会社トピア 代表取締役社長                 佐々木 英樹 
株式会社南条製作所 代表取締役社長               南条  實 
株式会社光機械製作所 代表取締役社長              西岡 慶子 
扶桑工機株式会社 代表取締役社長                服部  醇 
三重樹脂株式会社 代表取締役社長                打田 昌昭 
 
有限会社愛光電子 代表取締役社長                熊谷 明男 
アイビーテクノクリエイション株式会社 代表取締役        熊谷 知枝 
株式会社赤羽製作所 代表取締役社長               赤羽  徹 
株式会社アップルハイテック 代表取締役社長           松澤 永始 
飯田精機株式会社 代表取締役社長                永井 茂美 
飯田精密株式会社 代表取締役社長                松澤 永始 
株式会社エヌ・イー 代表取締役社長               水谷 克人 
有限会社大島電子 代表取締役                  大島 清夫 

 
株式会社協電社 代表取締役                   唐沢 信裕 
株式会社協和精工 代表取締役 社長                堀  政則 
クロダ精機株式会社 代表取締役社長               山本  学 
株式会社乾光精機製作所 代表取締役社長             滝澤 佳人 
コーエー精機株式会社 代表取締役                篠田 重行 
山京インテック株式会社 代表取締役 社長             中村 拓実 
三洋工具株式会社 取締役事業所長                下平  智 
三和ロボティクス株式会社 代表取締役              沢  宏宣 
株式会社しなの工業 代表取締役社長               松澤 永始 
株式会社タカモリ 代表取締役社長                井坪 兼彦 
多摩川航空電装機器株式会社 代表取締役社長           岩田 稔夫 
多摩川精機株式会社 代表取締役副会長              萩本 範文 
多摩川テクノクリエイション株式会社 代表取締役         菊池 良巳 
多摩川パーツマニュファクチャリング株式会社 代表取締役社長   岩田 稔夫 
多摩川マイクロテップ株式会社 代表取締役社長          松村 栄一 
株式会社ティーエー・システム 代表取締役            竹村 泰彦 
有限会社野中製作所 代表取締役                 小倉  覚 
株式会社浜島精機 代表取締役                  浜島 保人 
株式会社林精機 代表取締役                   林  秀行 
株式会社ピーエーイー 代表取締役社長              武田  弘 
株式会社マルヒ 代表取締役社長                 後藤 大治 
株式会社丸宝計器 代表取締役                  塚原  均 
有限会社森脇精機 代表取締役                  森脇 正敏 
有限会社矢崎製作所 代表取締役                 矢崎 隆司 
有限会社ユーズテック 取締役社長                上柳 式央 
株式会社ヨシカズ 代表取締役                  藤本 和明 
 
アイティーオー株式会社 代表取締役社長             伊藤 裕章 
株式会社オリオン工具製作所 代表取締役             大澄 信行 
株式会社桜井製作所 取締役                   市川  彰 
庄田鉄工株式会社 取締役営業本部長               森下 茂生 
富士工業株式会社 代表取締役社長                鈴木 秀幸 
株式会社平安コーポレーション 取締役統括管理部長        小栗  猛 
マシン・テック・ヤマシタ有限会社 代表取締役社長        山下 登志夫 
 
株式会社みずほ銀行 執行役員 大企業法人業務部長         中村  昭 
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東海公務部長            山田 雅人 
株式会社三井住友銀行 名古屋法人ソリューションセンター長    清水 浩徳 



 
株式会社大垣共立銀行 取締役 支店部長              森田 裕三 
株式会社十六銀行 法人営業部長                 脇田 昌也 
株式会社三重銀行 取締役兼常務執行役員 営業統括部長       山本 博也 
株式会社百五銀行 営業渉外部長                 森島 正幸 
株式会社名古屋銀行 営業統括部 副部長              高谷 俊夫 
株式会社第三銀行 営業統括部 法人ソリューションチーム 部長   柴田 尚郎 
岐阜信用金庫 営業統括部長                   大竹  誠 
大垣信用金庫 審査第一部長                   杉山 和英 
関信用金庫 業務部長                      河村 充浩 
碧海信用金庫 理事・融資部長                  小山  敦 
桑名信用金庫 理事長                      中澤 康哉 
株式会社商工組合中央金庫 岐阜支店長              横田  泰 
株式会社日本政策投資銀行 東海支店長              山本 貴之 
一般社団法人中部経済連合会会長                 三田 敏雄 
一般社団法人中部航空宇宙産業技術センター会長          三田 敏雄 
中部国際空港株式会社 取締役執行役員 航空営業・経営企画担当   尾頭 嘉明 
名古屋商工会議所会頭                      岡谷 篤一 
国立大学法人名古屋大学総長                   濵口 道成 

（敬称略・順不同）


