
 
 

        平成２７年度 JAQG 入会オリエンテーション アジェンダ 
 

名古屋会場 平成28年2月3日（水） 10:00～12:00  名古屋栄東急REI ホテル オークルーム 

東京会場       平成28年2月5日（金） 10:00～12:00  グランドヒル市ヶ谷 瑠璃中西 
 
 

JAQG 入会説明会（主に新規入会 JAQG メンバーや JAQG 入会検討組織向けの基本事項説明） 

時 間 説明内容 説明者 

10:00 

(5 分) 

はじめに（趣旨説明） 

 

(株)IHI 

航空宇宙事業本部 品質システム部 部長 

小出 芳夫 (JAQG 幹事長) 

10:05 

(30 分) 

JAQG 活動説明 

JAQG 活動全般、各 WG 活動内容を紹介 

(株)IHI 

航空宇宙事業本部 品質システム部 部長 

小出 芳夫 (JAQG 幹事長) 

10:35 

(30 分) 

IAQG/APAQG 活動説明 

IAQG/APAQG 活動全般を紹介 

三菱重工業(株) 

交通・輸送ドメイン 品質保証総括部 

ＭＲＪ品質保証部 部長 

寺境 弘之 (IAQG AP セクターリーダー) 

11:05 

(15 分) 

JAQG メンバー向け情報概要 

メンバーに有用な主要情報とそのアクセス方法を紹介 

(一社)日本航空宇宙工業会 

JAQG 事務局 部長 

前畑 貴芳 (コミュニケーション WG 主査) 

11:20 

(15 分) 

OASIS 概要 

OASIS の概要とその使用方法を紹介 

(一社)日本航空宇宙工業会 

JAQG 事務局 部長 

前畑 貴芳 

11:35 

(15 分) 

質疑応答 

JAQG スタッフ（WG 主査）が個別に質問に対応 
 

11:50 JAQG 入会説明会閉会  

   
 
IAQG : International Aerospace Quality Group 
APAQG : Asia Pacific Aerospace Quality Group 
JAQG : Japanese Aerospace Quality Group （航空宇宙品質センター） 
JRMC : Japan Registration Management Committee （航空宇宙審査登録管理委員会） 
SCMH : Supply Chain Management Handbook 

OASIS : Online Aerospace Supplier Information System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
平成２７年度 JAQG 活動報告会 アジェンダ 

 
名古屋会場 平成28年2月3日（水） 13:00～17:00  名古屋栄東急REI ホテル オークルーム 

東京会場       平成28年2月5日（金） 13:00～17:00  グランドヒル市ヶ谷 瑠璃中西 

JAQG活動報告会（特別講演およびJAQGメンバー向けの活動報告）  

時 間 講演 ・ 報告 講演者 ・ 報告者 

13:00 

(5 分) 
開会あいさつ 

(一社)日本航空宇宙工業会 

JAQG 事務局次長 常務理事 

 高辻 成次 

13:05 

(20分)＋

質疑 5 分 

特別講演「防衛装備庁組織改正概要と DSP Z 改正動向」 

 

防衛装備庁 

調達管理部企業調査官付品質管理企画室 

室長補佐 ２等空佐 長町 啓布 

13:30 

(50 分)+

質疑 10 分 

「9100 規格の改正動向」 

9100:2016 の改正検討状況等を説明 

三菱重工業(株) 

交通・輸送ドメイン 品質保証総括部 

品質企画グループ グループ長 

河本 正博 (9100 AP セクターリーダー) 

14:30 

(10 分) 

JAQG 活動報告 

JAQG 活動の今年度トピックを中心に報告 

(株)IHI 

航空宇宙事業本部 品質システム部 部長 

小出 芳夫 (JAQG 幹事長) 

14:40 

(25 分)+

質疑 5 分 

航空宇宙 品質マネジメントシステム認証制度の現況 

IAQG OPMT、JRMC 活動状況等を報告/審査移行（9101Ｆ） 

富士重工業(株) 

航空宇宙カンパニー QMS 推進室 室長 

嶋貫 雅一 (JRMC 議長) 

15:10 休憩 (15 分)  

15:25 ワーキンググループの活動報告（今年度のトピックスを中心に報告）  

(15 分) 規格検討 WG 活動報告 

  SJAC 規格の制定／改正状況概要を中心に報告 

川崎重工業(株) 

航空宇宙カンパニー QM 推進本部 

QM 計画部 QM 計画課 基幹職 

白井 達矢 (規格検討ＷＧ主査) 

三菱重工業（株） 

交通・輸送ドメイン 品質保証総括部 

品質企画グループ 上席主任 

首藤 寛 

5:40 

(15 分) 

SCMH WG 活動報告 

新規掲載資料の概要や検討中アイテムの開発状況を中心に 

IAQG/JAQG の活動状況について報告 

三菱重工業(株) 

防衛・宇宙ドメイン 飛昇体事業部 

品質保証部 購入・加工品質保証課 上席主任 

渡邊 靖 (SCMH WG 主査) 

15:55 

(15 分) 

特殊工程検討 WG 活動報告 

Nadcap 国内展開へのサポート活動を中心に報告 

川崎重工業(株) 

航空宇宙カンパニー QM 推進本部 

品質保証部 品証技術課 基幹職 

堀田 彰彦 (特殊工程検討ＷＧ主査) 

16:10 

 (10 分) 

コミュニケーション WG 活動報告 

ウェブの改修内容を中心に報告 

(一社)日本航空宇宙工業会 

JAQG 事務局 部長 

前畑 貴芳 (コミュニケーション WG 主査) 

16:20 

 (10 分) 

スペースフォーラム活動報告 

APAQG/JAQG の重点取組事項の進捗について報告 

三菱重工業(株) 

防衛・宇宙ドメイン 宇宙事業部 

品質保証部 宇宙システム品質保証課 

主席チーム統括 

柳川 祐輝 (スペースフォーラム 主査) 

16:30 

 (10 分) 

要員能力検討 WG 活動報告 

IAQG/JAQG の活動状況概要について報告 

(株)ＩＨＩ 

航空宇宙事業本部 品質システム部 

朝倉 崇顕 (要員能力検討 WG 主査) 

16:40 

（10 分） 

IAQG/APAQG 活動報告 

IAQG/APAQG における最新の活動状況を報告 

三菱重工業(株) 

交通・輸送ドメイン 品質保証総括部 

ＭＲＪ品質保証部 部長 

寺境 弘之 (IAQG セクターリーダー) 

16:50 

（10 分） 
全体質疑応答  

17:00 閉会  

 
IAQG : International Aerospace Quality Group 
APAQG : Asia Pacific Aerospace Quality Group 
JAQG : Japanese Aerospace Quality Group （航空宇宙品質センター） 
JRMC : Japan Registration Management Committee （航空宇宙審査登録管理委員会） 
SCMH : Supply Chain Management Handbook 
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