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平成３０年１２月１２日 

航空宇宙品質センターメンバー・関係者 各位 

  (一社)日本航空宇宙工業会 

航空宇宙品質センター 

JAQG 事務局 
 

JAQG 活動報告会開催のご案内 

 

拝啓 時下ますます御清栄のこととお慶び申しあげます。 

さて、当航空宇宙品質センター（JAQG）では、JIS Q 9100 規格の制定とその認証制度の運用維持をはじめ、

航空宇宙産業界における品質向上・コストダウン活動を推進しております。 

今回、JAQG 活動状況をご理解いただくため、H30 年度の活動実績を中心に JAQG メンバーの皆様に説明

したく、下記要領で報告会を開催することといたしました。 

また、日本航空宇宙工業会による航空機産業の動向と今後の展望に関する特別講演や、午前の部として、

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も企画しました。 

午前の部は、JAQGに関わる基本事項説明のため、JAQGの活動内容をあまりご存知ない方に適した内容とな

っております。 

ご多忙中とは存じますが、ぜひご聴講賜りたくお願い申しあげます。 

敬具 

記 
 

１．日 時 ・ 場 所：  
 

東京会場 ： 平成３１年２月６日（水）  １０時～１７時  
     東京グランドホテル ３F 桜の間  
     東京都港区芝 ２-５-２ ＴＥＬ：０３－３４５６－２２２２ 

名古屋会場 ： 平成３１年２月８日（金）  １０時～１７時  
     名古屋クレストンホテル ９F ザ・バンケット  

     名古屋市中区栄３－２９－１ ＴＥＬ：０５２－５６４－８０００     
 

２．内 容 ： 別紙アジェンダ案参照 
３．申込方法 ：ＪＡＱＧウェブサイトの「イベント案内」 

http://www.sjac.or.jp/jaqg/member/modules/eguide/ 

         に必要事項を入力の上、お申込み下さい。*) 

         午前の部と午後の部、それぞれの参加可否を入力下さい。 

申込期限：１月２１日（月） 

             ＊）申込時、プラウザは Internet Explorer のご使用を推奨致しております。 

４．参加費 ：  
午前の部 ： JAQG 入会オリエンテーション、全員無料 

午後の部 ： JAQG 活動報告会、JAQG メンバー（会員メンバー、協賛メンバー、関係機関メンバー）は 

無料。 

JAQG メンバー以外の方で、活動報告会のみに参加される場合は 2,000 円/人。当日 

受付にお支払い下さい。領収証の必要な方は受付にお申し出下さい。 

５．その他 ： 
・ JAQG 活動報告会（午後の部）への申込みは JAQG メンバーが優先ですのでご了承下さい。

JAQG メンバー様には、申込後１～３労働日程度で参加可否の連絡（e メール）を致します。JAQG
メンバー以外の方への参加可否の連絡（e メール）は申込期限終了後（１月２１日以降）に参加申
込先着順に行いますのでご理解願います。また、参加人数に制限は設けませんが、会場の空き
状況により、事前に調整させて頂く場合がありますのでご了承下さい。 

・ 添付：アジェンダ案、会場案内図、参加申込書（*1） 
      (*1) JAQG ウェブサイトでの申込が不可の場合にご使用下さい。 
・ 報告会当日、参加可の連絡メール（申込時の自動返信メールではありませんのでご注意下さい）

を受付にお渡し頂きますと手続きが簡単になりますのでご協力お願い致します。 

担当： JAQG 事務局 

前 畑 ／ 有 賀 

e メール : jaqg@sjac.or.jp  FAX : 03-3585-0541 TEL : 03-3585-1481 



 
 
 

        平成 30 年度 JAQG 入会オリエンテーション アジェンダ 
 

東京会場   平成31年2月6日（水） 10:00～12:00 東京グランドホテル 3F 桜の間 

名古屋会場 平成31年2月8日（金） 10:00～12:00 名古屋クレストンホテル 9F ザ・バンケット 
 
 

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） 

 

三菱重工業株式会社 

民間機セグメント 民間機事業部 品質保証部 

部長 

 森下 伸夫(JAQC 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 

三菱重工業株式会社民間機セグメント 民間

機事業部 品質保証部 部長森下 伸夫 (JAQG

幹事長) 

10:35 

(30 分) 

IAQG/APAQG 活動説明 

IAQG/APAQG 活動全般を紹介 

 (株) IHI 

航空・宇宙・防衛事業領域 品質システム部  

部長 

山下 昌信 (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 

(10 分) 
質疑応答  

11:45 JAQG 入会説明会閉会  

11:45 

（15 分） 
フリーディスカッション(JAQG スタッフにご自由にご質問ください)  

   
 
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 30 年度 JAQG 活動報告会 アジェンダ 

 
東京会場   平成31年2月6日（水） 13:00～17:00  東京グランドホテル 3F 桜の間 

名古屋会場 平成31年2月8日（金） 13:00～17:00  名古屋クレストンホテル 9F ザ・バンケット 

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) 
事務局よりのお知らせ 

(一社)日本航空宇宙工業会 

JAQG 事務局部長  

  前畑 貴芳 

13:05 

(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 

13:10 

(30 分、質

疑併せて) 

航空機産業の動向と今後の展望（仮題） 

  ・世界の航空機産業 

  ・我が国の航空機産業 

  ・航空機産業の特徴と支援施策 

(一社)日本航空宇宙工業会 

調査部 部長  

  平上 雄一 様 

13:40 

(15 分) 

JAQG 活動報告 

JAQG 活動の今年度トピックを中心に報告 

 

三菱重工業株式会社 

民間機セグメント 民間機事業部  

品質保証部 部長 

森下 伸夫 (JAQG 幹事長) 

13:55 

（15 分） 

JRMC 活動報告 

JRMC 活動状況等を報告 

 

川崎重工業株式会社 

航空宇宙システムカンパニー QM 推進本部 

QM 計画部 部長 

松田 豊 (JRMC 議長) 

  

14:10 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 

  

(株)SUBARU 

航空宇宙カンパニー QM 推進室 

QMS 課 課長 

岡本 勇司 (規格検討ＷＧ主査) 

 

14:25 

(30 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 

 

Nadcap 最新活動状況紹介 

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) 

日本 PRI 事務所 マネージャー 

  ダヴェンポート 悠 様 

14:55 休憩 (20 分)   

15:15 

 (15 分) 

コミュニケーション WG 活動報告 

活動結果を中心に報告 

(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) 

15：30 

 (15 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 

 

三菱重工業株式会社 

防衛・宇宙セグメント 宇宙事業部品質保証部 

宇宙機・エンジン品質保証課 

上席主任 

 和田 隆志(スペースフォーラム 主査) 

15:45 

(30 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 

7.2 章 先行製品品質計画（APQP） 

3.12 章 合格表示媒体（AAM）   

の紹介 

住友精密工業（株） 

航空宇宙品質保証部 

航熱品質保証課 

マネジャー 

太田 茂雄（ＳＣＭＨ WG 主査） 

16:15 

（15 分） 

IAQG/APAQG 活動報告 

IAQG/APAQG における最新の活動状況を報告 

 

(株) IHI 

航空・宇宙・防衛事業領域 品質システム部  

部長 

山下 昌信 (IAQG AP セクターリーダー) 

16:30 

（10 分） 
全体質疑応答  

16:40 

（20 分） 
フリーディスカッション(JAQG スタッフにご自由にご質問ください)  

     

 

 

 



 

 

東京グランドホテル 3F 桜の間 

  http://www.tokyogrand.gr.jp/ 

  東京都港区芝 2-5-2、TEL 03-3456-2222 

 

都営三田線 芝公園駅 より徒歩２分 

都営浅草線/都営大江戸線大門駅 より徒歩８分 

JR・東京モノレール浜松町駅 より徒歩１０分 

 

名古屋クレストンホテル 9F ザ・バンケット 

  https://www.crestonhotel.jp/nagoya/ 

  愛知県名古屋市中区栄 3-29-1 名古屋 PARCO 西館 9F〜11F、TEL 052-564-8000 

 

 名古屋市営地下鉄 矢場町駅 徒歩２分 

 

 

 



 

ＦＡＸ ０３－３５８５－０５４１ または e メール  jaqg@sjac.or.jp 

(ウェブ(http://sjac-jaqg.kir.jp/modules/eguide/)でも受け付けています(推奨) 

その場合、ウェブの書式にご記入下さい) 

 

一般社団法人 日本航空宇宙工業会 航空宇宙品質センター(JAQG) 

有賀 行き 

 

 

平成３０年度ＪＡＱＧ活動報告会 参加申込書 

 

以下のとおり申し込みます。 

 

 

氏 名：           (同行者氏名(いらっしゃる場合)：          ) 

 

 

会社名/所属：                                      

 

住所： 〒                                

 

                                     

 

Ｅメールアドレス：                            

 

電話：               FAX：                     

 

 

参加会場（いずれかチェック）：  2/6 東京会場 □ 2/8 名古屋会場  

 

参加セッション（該当をチェック）： □ 午前の部 □ 午後の部 

        

 

メンバー区分（いずれかチェック）： □ ＪＡＱＧメンバー □ 非メンバー    

 

 

 

以上 

 


