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令和 2 年度日帆協働き方改革推進支援助成金事業委員会：第３回委員会議事録 

（市場調査事業第 2回委員会、新ビジネスモデル開発・実験事業第 2 回委員会） 

作成者：事務局 関本典子 

実施日 令和 2年 12 月 4 日（金） 13：30～16：35 

実施場所 日本帆布製品販売協同組合 会議室、他 

出席者 

計 9名 
 

・委員 5名 

・オブザーバー 

4 名 

 

(敬称略) 

委員：（5名） 

出欠 氏名 会社名・役職 

○ 有本 明久 （株）マルテン商会 代表取締役 

○ 鍬先 篤 キセイ（株）代表取締役 

× 片岡 満 キンキテクノ（株）代表取締役 

○ 樫山 宗嗣 （株）カシヤマ 代表取締役 

× 林田  勲 （株）ユカアンドアルファ 取締役 

○ 中志 文博 （株）中志テント取締役 

× 海内 章生 建設ソフト研究所 代表 

○ 岡本 宏 （株）岡本テント 代表取締役 

オブザーバー（4名）：深空（株）竹村浩志（電話にて対応） 

(株)繊維情報システムセンター金谷範之 

事務局 関本典子、山口大介 

（林田・海内両氏はコロナウイルス感染予防のため欠席） 

検討項目 ① ドローンスクール受講報告 

② 調査報告（Ⅰ）ドローン運用に関連する法規・規則・規制について 

③ ドローン活用に関する組合員企業へのアンケート調査について 

④ ドローン活用に必要な知識についての講義（第２回）：深空（株）による講義 

（12/2 撮影のビデオによる講義。本日のＱ＆Ａ対応は電話にて実施。） 

⑤ ドローンを活用した施工方法の検討の進め方 

配布資料 ・資料 3－01：ドローンスクール追加受講の見積書 

・資料 3－02：ドローンスクール受講者へのアンケート調査 

・資料 3－03：ドローンの運用に関する法規・規則・規制について 

・資料 3－04：ドローン活用に関する組合員企業へのアンケート調査票 

・資料 3－05：ドローン活用講義用レジュメ 

・資料 3－06：ドローン活用による施工方法について（検討用資料） 

 

（会議の内容） 

 令和 2 年度働き方改革推進支援助成金事業「第 3回委員会」の開催に当り、有本代表理事（以下

「理事長」と記載）より開催挨拶がなされた。 

 【挨拶のポイント】 

後ほど説明するが、前回説明したドローンスクールの受講申込者数が予定数より多く、その中

で「早急に業務にドローンを活用したいので是非とも受講させてほしい」との依頼を受けたた

め、結局 12 名（当初の予定は 9名）の方に受講してもらった。 

本日の委員会では、「ドローンスクールの受講報告、ドローン活用に関する調査の中間報告、

ドローンを活用した施工工事の効果検証試験等の実施についての検討」を行う。 

その後、前回に引き続き深空(株)様から第 2回目のドローン活用について講義を行ってもらう

ことになっている。 

 

このあと有本理事長の司会のもと、委員会が開催された。 

委３：０３ 
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議事内容・検討内容は以下のとおり。 

1． ドローンスクール受講報告 

有本理事長より以下の説明を行った。 

① ドローンスクールの受講申込者数が 20名近くあったが、その中で「早急に業務にドローンを

活用したい」、「日帆協のドローン活用の実験台になってもよい」という申込者を優先させ、

理事長・事務局の判断で 12 名の方に受講してもらった。 

② 当初予算は 9名の枠であったが「資料：3-01」の見積書にある通り、3 名・￥607,200 の追加

費用が発生する。この分は他の経費を抑えることで大阪労働局に経費として認めてもらうよう

働きかけたい。 

続いて事務局より「資料：3-02」に基づき、以下の説明を行った。 

① 受講者 12名の氏名と、受講者に対するアンケート票（調査事業委託先の㈱繊維情報システ

ムセンターが作成）の説明を行った。 

② 受講者の全員が、今回のドローンスクールの受講が大変有意義であったこと、指導の仕方が

大変良かったことを所感として記載している。 

③ ドローンの操縦の難易性については「施工業務にドローンを活用するためには、まだまだ操縦

訓練が必要だと感じた。現段階では施工現場でドローンを活用する自信はあまりない」と回答

（8 名）し、2名は「想ったより容易に操縦できた。今後の施工業務でもドローンを活用する

自信がある」としている。 

④ また、「ドローンの操作が上達するためには練習が必要だが、練習場所がない」としながらも

「明日からでも施工現場で活用したい」という意見もあった。 

⑤ アンケートの集計分析結果がまとまり次第ＨＰにアップするので見てほしい。（次回委員

会でも説明する。） 

 

2． 調査報告（Ⅰ）ドローン運用に関連する法規・規則・規制について 

調査委託先の(株)繊維情報システムセンター金谷氏より、第 1回目の調査報告として「資料：3-

03」を基に、ドローンの運用に関する法規・規則・規制について要点の説明を行った。 

（日帆協組合員企業にとってのポイント） 

・私有地上空であっても航空法が適用される。 

・飛行前後の機体の点検は航空法で義務事項として定められている。 

・夜間にドローンを飛行させることはできない。 

・許可を受けずに 150ｍ以上の上空、空港周辺の上空、人口密集地の空域を飛行させると、50

万円以下の罰金に処せられる。 

・航空法で規定されている飛行禁止区域や人口密集地の空域、150ｍ以上の空域でドローンを

操縦する場合、飛行開始予定日の少なくとも 10開庁日前までに申請書類を提出しなければ

ならない。(できれば 1か月前くらい前に提出することが望ましい。) 
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・小型無人機等飛行禁止法の制限外では、対象施設の管理者、土地の所有者、またはそれら

の同意を得た者が、48時間前までに管轄警察署に所定の通報書を提出することが義務付け

られている。またその時、土地・建物の管理者や所有者の同意書とともに、小型無人機の

提示、またはその写真の提出が必要になる。 

・上述警察署への通報書の提出で飛行の了承を得た場合でも、飛行空域は当該土地の上空の

みに限られる。 

・公園では管理する自治体への届け出、国有林では入林届、河川やグランドでは管理事務所

の許可、公道上では警察庁の許可が、それぞれ必要になる。 

 

（ドローンをめぐる現在の状況について） 

現在まとめ中の「施工事業へのドローン活用に関する調査」に関して以下の説明がなされた。 

① 現在ドローンの市場では中国ＤＪＩ等のメーカーが 70％以上のシェアを握っているがそ

のほとんどはホビー用である。それに対し日本のドローン・メーカーはホビーなど一般向

けというより、産業用ドローンの開発に力を入れている。 

② 日本のドローン・メーカーは、産業界向けのドローン活用技術とその実績では現在世界で

もトップクラスであり、日本政府も今後この分野の開発に力を入れていくことを明確にし

ている。そのため今後ドローンを業務用に使用する場合、日本メーカーの動向に注目しな

ければならない。 

③ 米国商務省は、中国がドローンに搭載した高精細カメラで、ウイグル族や共産党政府が問

題視している人を監視しているとして、ハイテク監視技術を使った人権侵害を理由に、Ｄ

ＪＩ製等の中国製ドローンの禁輸措置を発動した。日本政府も安全保障上の観点からＤＪ

Ｉ製ドローンを先日政府・公的機関から排除することを決定し、国産ドローンの活用に舵

を切った。それ故、今後日本のドローン・メーカーに注目する必要がある。 

 

⇒説明後 2～3の質問が出されたが内容的には「資料：3-03」に記載されているのでここでは省

略した。 

 

3． ドローン活用に関する組合員企業へのアンケート調査について 

調査委託先の(株)繊維情報システムセンター金谷氏より、「資料：3-04」を基に「ドローン活用に

関する組合員企業へのアンケート調査票」に関して説明がなされた。 

① アンケート票は、日帆協組合員企業のドローンに対する認識と、施工工事等への活用ニー

ズ、活用時の規則に関する知識、日帆協に対する要望事項等を調査するために行うもので

ある。 

② アンケート票は多くの人が簡単に記入してもらえるように、基本的に該当するものに✔を

つける形式にした。 
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③ また、設問を読むうちに「ドローンの施工工事への活用が有効であることを認識してもら

う」ように配慮した。 

④ このアンケートは近日中に組合事務局より e-Mail で配布してもらい、調査事業の一環と

してまとめたい。⇒次回委員会にて報告予定。 

 

⇒検討の結果、アンケート票の内容に関しては特に異議は出されなかった。 

 

4． ドローン活用に必要な知識についての講義（第２回）：深空（株）による講義 

事務局より以下の説明を行った。 

本日この場において、委員会における 2回目となる「ドローン活用に必要な知識についての講義」

を「深空(株)竹村浩志氏」より行ってもらう予定であったが、大阪府もコロナウイルス感染者の拡

大が止まらず不要不急の外出制限要請が出されたことから、急遽 12月 2日（水）に日帆協事務局

に対して講演をしてもらい、その時の内容をビデオに撮影した。 

本日は一昨日撮影したビデオをこの場で委員に見てもらい、施工業におけるドローン活用に必要な

知識を習得したい。 

なお見終わった後のＱ＆Ａは電話で竹村氏に対応してもらうことになっている。 

（⇒講義内容のビデオは、この後編集してＨＰで多くの組合員に見てもらう予定である。） 

 

【ビデオ講義のポイント】（講義用レジュメ：「資料：3-05」参照） 

ビデオにより、以下の内容の講義を受けた。 

① 現在市場で使われているドローンについての説明……日帆協が購入した機種は施工業務に

最適な機種である。 

② 今後多くの分野でドローンが活用される。⇒右肩上がりの市場動向。 

③ ドローンが得意なこと………空撮。空撮のテクニックについて説明あり。 

④ 空撮を応用した利用分野の紹介…建設現場、家屋調査、眺望撮影、イベントでの利用、農

業での利用、薬の運搬、橋梁等建設物の高所点検、地震等の被害把握、地震等による倒壊

現場での赤外線を使った生存者探し、コロナによる人出状況調査・・etc. 

⑤ ドローンの運用に関する法規・規則・規制について ⇒内容的には「資料：3-03」とほぼ

同じ内容。 

⑥ 軽犯罪法、個人情報保護法への注意。 

⑦ 処分時 ⇒産廃法に注意。 

⑧ 日々のメンテナンスの重要性。 

 

ビデオによる講演の後、ドローンの操縦面で質問あり。（雨の日の飛行、室内の狭い空間での

運用上の注意事項、破損時の保険、無許可飛行での罰則、……等） 

⇒深空(株) 竹村氏に電話で対応してもらった。 
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深空（株）による講義風景（12/2 ビデオ撮影時） 

 

【受講所感】 

① 大変分かり易い内容で、日帆協のドローン活用に関し多くのヒントをもらった。 

② ＤＪＩの販売サービス企業として、ドローン業界、活用事例については大変詳しい。 

③ 今後竹村氏には、日帆協のドローン活用について相談に乗ってもらう必要がある。 

④ ドローンを活用する場合は、万全な準備と注意、安全第一で。 

⑤ 今回撮影した講義のビデオは、大変役に立つと思われるので、多くの組合員に見てもらい

たい。（⇒編集してＨＰへアップする予定） 

 

 

5． ドローンを活用した施工方法の検討の進め方 

事務局より「資料：3-06」に基づいて、下記 3項目についての予定価格と申請した実施業務につ

いて説明を行った。 

その上で「ドローンを活用した新施工サービス事業の検討のための施工試験」、「ドローンを活

用した新施工工事の効果検証試験」の具体的な実施方法について検討を行った。 

その結果、 

・現在組合員企業が仕掛中の施工現場を活用してできないか。 

・できれば日帆協組合員企業の“標準的な施工現場”で行った方が良い。 

・室内と野外での実験飛行が必須である。 

等々の様々な意見が出されたが結局時間切れで、理事長・事務局が別途各委員と相談し、12月中

に具体的な実施案を決定することになった。 

 

 

6．次回委員会の開催等に関して 

次回「第 4回委員会」は 2021 年 1月中～下旬に開催することになった。 

 

以 上  


