
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

（２）実証実験 

①【インフラ点検】一級河川「豊川」の橋梁点検を実施 

日時 令和元年 10月 23日（水） 

  場所 新城市海倉橋 

参加者 行政・民間約 20名 

  事業者 三信建材工業㈱、㈱東洋リペアサーベイ 

  

 ②【物流】一級河川「豊川」に近接する豊川市、新城市の小学校同士のクリスマスプレゼント交換を実施 

  日時 令和元年 12月 16日（月） 

  場所 豊川市立一宮南部小学校、新城市立庭野小学校 

  参加者 両市行政、経済界、両小学校等の約 200 名 

  事業者 ㈱電通（企画提案）・㈱トラジェクトリー（機体運航） 

ドローンを活用した地域社会の実現に向けた官民連携検討準備会 事業報告（1/2） 

■推進組織 

名称 ドローンを活用した地域社会の実現に向けた官民連携検討準備会 

目的 ドローンを活用した地域社会の実現に向けて、豊川市及び新城市における物流、農林水産業、 

測量など幅広い分野の地域課題の解決にあたり、ドローンの活用・普及に関し官民が連携して 

推進することを目的とする。 

設立日 令和元年５月１６日 

構成員 座長：高橋伸太郎氏（慶應義塾大学）、副座長：宮地清和氏（豊川ビジョンリサーチ） 

行政 

愛知県 次世代産業室 

豊川市 企画政策課、防災対策課、企業立地推進課、農務課、道路河川管理課 

新城市 企画政策課、防災対策課、商工政策課、農業課、森林課、土木課 

経済界 豊川ビジョンリサーチ、一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム 

学識 慶應義塾大学ドローン社会共創コンソーシアム、一般社団法人みかわドローン協会 

オブザーバー 
今枝事務所、株式会社電通、三信建材工業株式会社、国際航業株式会社、株式会社トラジェクトリー、 

ＡＮＡホールディングス株式会社、メトロウェザー株式会社 等 

※事務局 豊川市及び新城市企画政策課 

■会議等の開催 

■実施事業等 

（１）啓発事業 

「ドローンを前提とした地域社会の実現に向けたシンポジウム in豊川」の開催 

日時 令和元年 11月 22日（金）午後１時～７時（懇親会及び情報交換会を含む） 

 目的 ドローンを始めとする未来技術を活用した地方創生の深化を図り、ビジネスモデルへのマッチングや

新産業の集積へとつなげていくための関係者の理解を深める。 

 場所 豊川市民プラザ及び豊川市総合体育館 

 対象 地元企業、豊川市・新城市及び関係行政職員の約 250名 

 内容 ドローン産業に関わる国内先進企業代表者等による講演及び最新のドローン実機を展示する見学会 

開会・挨拶 主催者代表 豊川市長、新城市長 

SessionⅠ ドローンをめぐる国、県の動向 今枝衆議院議員、国土交通省、愛知県 

SessionⅡ 最新のドローン産業と期待されるビジネスモデル 

Part１ 建設・土木・インフラ分野での利活用 
㈱自律制御システム研究所（ACSL）、国際航業㈱、

三信建材工業㈱ 

 Part２ エアモビリティ社会に向けた展望 ㈱プロドローン、㈱SkyDrive、㈱トラジェクトリー 

SessionⅢ ドローンの実機や構成部品等の展示見学 計 12団体 

    SessionⅡモデレーター 高橋 伸太郎 準備会座長（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任講師） 

 

SessionⅠ・Ⅱ（豊川市民プラザ） 

SessionⅢ（豊川市総合体育館） 

令和元年度 2020.3.27 愛知県豊川市・新城市 

推進体制図 フライトコースサンプル案 

第１回（令和元年５月 16日、豊川市勤労福祉会館） 

 準備会前に慶應義塾大学：高橋伸太郎氏の講話を開催 

 参加者：講話 83名、準備会 25名（オブザーバー２社） 

 内容：設置要綱施行、正副座長の選出、推進体制及び工程表について 

第２回（令和元年８月 28日、新城市役所） 

 参加者：36 名（オブザーバー２社、傍聴企業１社） 

 内容：ドローン工程計画作業シートについて、シンポジウムについて 

第３回（令和元年 10月 29日、豊川市総合体育館） 

参加者：37名（オブザーバー４社、傍聴企業２社） 

 内容：シンポジウム in豊川について、次年度の推進体制について 

第４回（令和２年３月６日、新城市役所） 

参加者：54名（オブザーバー８社、傍聴企業６社） 

 内容：シンポジウム in豊川決算報告、準備会事業報告、次年度の推進協議会（仮称）等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドローンを活用した地域社会の実現に向けた官民連携検討準備会 事業報告（2/2） 

年月日 会議名等 内 容 

令和元年 5 月 16 日 

ドローンを活用した地域社会の実現に向けた

官民連携検討準備会設立（第 1回準備会） 

場所：豊川市勤労福祉会館 

・準備会、検討部会等構成員に対し高橋

座長からの講話、第 1回作業部会の開催 

・準備会の設立 

令和元年 7 月 4 日 

公開シンポジウム「ドローン前提社会とエアモ

ビリティ社会に向けた未来像」 

場所：慶応義塾大学三田キャンパス 

・豊川ビジョンリサーチ、奥三河ビジョン

フォーラム、豊川市、新城市から参加 

令和元年 7 月 10 日 
第 2回準備会に向けた打合せ 

場所：新城市役所 

・第 2回準備会の内容及びドローンに関

する啓発のためのシンポジウムの検討 

令和元年 8 月 28 日 

第 2回ドローンを活用した地域社会の実現に

向けた官民連携検討準備会 

場所：新城市役所 

・ドローン工程計画の進捗報告 

・シンポジウムの開催について承認 

令和元年 10 月 23 日 
ドローンを使った橋梁点検 

場所：新城市一鍬田地内 海倉橋 

・三信建材工業㈱、㈱東洋リペアサーベイ

によるドローンを使った橋梁点検を実施 

令和元年 10 月 29 日 

第 3回ドローンを活用した地域社会の実現に

向けた官民連携検討準備会 

場所：豊川市総合体育館 

・ドローンを前提とした地域社会の実現

に向けたシンポジウム in豊川の最終確認 

令和元年 11 月 21 日 

ドローンを前提とした地域社会の実現に向け

たシンポジウム in豊川準備 

場所：豊川市総合体育館等 

・豊川ビジョンリサーチ、奥三河ビジョン

フォーラム、豊川市、新城市による会場準

備、資料作成 

令和元年 11 月 22 日 

ドローンを前提とした地域社会の実現に向け

たシンポジウム in豊川 

場所：豊川市民プラザ、豊川市総合体育館 

・参加者 250名 

・国県の動向、最新のドローン産業と期待

されるビジネスモデルについての発表 

・ドローン実機等の展示及び情報交換会 

令和元年 11 月 27 日 

愛知県による「無人飛行ロボット社会実装推進

事業」 

場所：新城市作手田代地内 

・新城市の山間部過疎地域でのドローンを

使ったAED配送。事業者：名鉄グループ

ドローン共同事業体 

令和元年 12 月 13 日 
次年度に向けた打合せ 

場所：新城市役所 

・次年度の推進協議会の立ち上げ及び事業

計画等について検討 

令和元年 12 月 16 日 

「スカイサンタクロース」を豊川市立一宮南部

小学校と新城市立庭野小学校で実施 

場所：両小学校及び一級河川豊川周辺 

・両校の近くを流れる豊川方面から来るド

ローンを校庭内でフライトさせ、着陸後

は協力いただいた企業からのクリスマス

プレゼントを、両市のゆるキャラが児童

に配布。事業者：㈱電通、㈱トラジェクト

リー 

令和 2 年 1 月 25 日 
第 4回準備会及び次年度に向けた打合せ 

場所：豊川市内 

・座長、豊川ビジョンリサーチ、奥三河

ビジョンフォーラム、㈱トラジェクトリ

ー、国際航業㈱と打合せ 

令和 2 年 2 月 5 日 
新城市内の廃校案内 

場所：黄柳野、海老、連谷地内 

・㈱トラジェクトリー、豊川市、新城市で

新城市内の廃校等を見学し、実装の場の

確認 

令和 2 年 3 月 6 日 

第 4回ドローンを活用した地域社会の実現に

向けた官民連携検討準備会 

場所：新城市役所 

・シンポジウム決算、令和元年度事業報告 

・準備会の発展的解散 

・次年度の推進協議会の体制等の検討 

 

■活動報告（時系列） ■行政課題の抽出 

作業シートまとめの一例（行政２市）  

各市の検討部会にてドローンの利活用による行政課題の意見集約を実施【豊川市２３課・新城市１４課】 

分類 提案数 主な内容 

１ 消防・災害 14 火災や災害発生時の迅速かつ効率的な現場状況確認・捜索活動、情報の伝達 

２ 病院・医療 ２ ドクターカーの効率的な運用（ドクターヘリの離発着場所が限られている） 

３ 防犯 ５ 登下校時の子どもの安全確保や防犯パトロールの省力化、通学路の安全確認 

４ 学校 １ プログラミング教育で培ったＩＴ力を活用できる機会 

５ ファシリティマネジメント ２ 公共施設の外壁等調査の効率化、省力化 

６ 建設・土木 13 測量業務の効率化、省力化、道路・水路の境界査定の効率化、省力化 

７ 産業 ７ 採算性の合わない森林が未整備、農業従事者の減少・高齢化 

８ 地域振興 ３ 広報誌等の配布を行う町内会の負担軽減 

９ シティセールス・観光 11 観光地の効果的な情報発信、イベントによる地域活性化 

10 生活 ８ 行方不明者の捜索、高齢者の安否確認や配食サービス、訪問看護の患者の負担軽減 

11 その他 ４ ドローンが墜落した際の被害の軽減対策 

計 70  

 

■【参考】実施事業の報道機関等掲載 

事業 参加報道機関 掲載日時 備考 

シンポジウム 

2019.11.22 

中日新聞 
翌日新聞掲載

2019.11.23 
 東愛知新聞 

東日新聞 

スカイサンタ

クロース 

2019.12.16 

中京テレビ 
同日 11:40 

昼のニュース放映 

動画閲覧期限 

⇒半年間 

Yahooニュース 同日 12:02掲載  

時事通信社 同日 16:45掲載  

名古屋テレビ 

（メ～テレ） 

同日 16:48 

夕方「アップ」放映 
 

中日新聞 
翌日新聞掲載 

2019.12.17～12.18 

URL掲載期限 

⇒１か月 

東愛知新聞 翌日新聞掲載 

2019.12.17 

 

東日新聞  

※豊川市及び新城市ホームページでも掲載 

打合せ（新城市役所） 

東愛知新聞 

中京テレビ 

令和元年度 2020.3.27 愛知県豊川市・新城市 


