
養父市記者発表資料（資料配布） 資料番号  

発表日 担当部課（室）名 電話（内線） 
発表者職氏名 

（担当者職氏名） 

10月 12日(火) 
経営企画部 

国家戦略特区・地方創生課 
079-662-3169 

  課長 田村 亘 

(主幹 濵 宏文) 

 

 

 

日本化薬株式会社によるドローンの実証についてのお知らせ 

 

このことについて、養父市内において企業によるドローンの実証が行われますので下記

及び別紙のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 実施主体 

日本化薬株式会社（代表取締役：涌元厚宏、東京都千代田区） 

 

２ 日時・場所 

（１）実証についての概要説明 

日時：令和 3年 10月 25日(月)午前 10時～正午 

場所：養父市役所 2階 第 1会議室（定例記者会見内） 

（２）実証実施 

   日時：令和 3年 10月 26日(火)午後 1時～5時 

   場所：養父市立つるぎが丘公園グラウンド（養父市八鹿町小山 291-1） 

 

３ 実証の概要 

  同社が開発する産業用ドローン向け緊急パラシュートシステムを搭載したドローンを 

落下させ、パラシュートによって落下衝撃を緩和できる効果を確認する。 

 

４ 実証・取材に関するお問い合わせ 

  会社名：株式会社 GoFly
ゴーフライ

 

  担当者：吉岡 

  連絡先：０３－６４０３－４９８８ 

  メール：hiroko.yoshioka@gofly.jp 

 

  ※ その他、詳細は別添をご確認下さい。 

mailto:hiroko.yoshioka@gofly.jp


 
 
報道関係各位 

《2021 年 10 月 12 日》 

日本化薬株式会社 

 

日本化薬が開発する産業用ドローン向け緊急パラシュートシステム

「PARASAFE🄬」を用いた実証実験を国家戦略特区指定の養父市にて実施  
日本化薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：涌元厚宏）は、自社で開発する産業用ドローン向け緊急

パラシュートシステム「PARASAFE🄬」を用いた実証実験を、国家戦略特区に指定されている兵庫県養父市にて実施しま

す。 

 

 

 

【実施概要】 

<実証実験名> 

ドローン緊急時のパラシュート有効性検証実験  

 

<実施日> 

2021 年 10 月 25 日（月） 10:00〜12:00 本実証実験についての概要説明会（場所：養父市役所） 

2021 年 10 月 26 日（火） 13:00〜17:00 ドローン飛行/落下を行う実証実験（場所：つるぎが丘公園グラウンド） 

※10 月 25 日の概要説明会に関しては、天候に関わらず実施。 

※10 月 26 日の実証実験に関しては、雨天の場合は 10 月 27 日の同時刻にて実施予定。 

 

<場所情報> 

・養父市役所：兵庫県養父市八鹿町八鹿 1675 番地（https://goo.gl/maps/VWkqzBmjdqsWrUdW6） 

・つるぎが丘公園グラウンド：兵庫県養父市八鹿町小山 291 番地 1（https://goo.gl/maps/G3XySm1uHho6AmX7A） 

 

【本実証実験実施の目的と意義】 

本実証実験は、今後ドローンの活躍が見込まれる市街等を飛行中の緊急時の安全装置として、パラシュートシステム

の有効性確認を行うことを目的として実施します。本実証実験によりパラシュートシステムの有効性が証明されれば、ド

ローン運用に安心感が生まれ、普及が促進され、新しい業界業種でのドローンの利活用が推進されることとなります。ド

ローン機体本体、搭載物、人命を守るための検証によって、社会におけるドローンの活躍の場をさらに広げるための実

証実験でもあります。 

 



 
 
【本実証実験の実施内容】 

・産業用ドローン向け緊急パラシュートシステム「PARASAFE🄬」を搭載したドローンを飛行させ、飛行ロガーを用いて飛

行ログの取得を行う。 

・産業用ドローン向け緊急パラシュートシステム「PARASAFE🄬」を搭載したドローンを落下させ、パラシュートによって落

下衝撃を緩和できる効果を確認する。 

 

【本実証実験で使用する産業用ドローン向け緊急パラシュートシステム「PARASAFE🄬」について】 

産業用ドローン向け緊急パラシュートシステム「PARASAFE🄬」とは、ドローンの落下を検知し、火工品を遠隔的に作動さ

せることにより瞬時にパラシュートを展開し、安全にドローンを降下させる装置です。日本化薬では、エアバッグ用インフ

レータやシートベルト用ガス発生装置等の自動車用安全部品の開発・製造・販売をグローバルで展開しており、そこで培

った火工品技術を応用して「PARASAFE🄬」を開発しています。2021 年 12 月に販売を開始する予定です。 

PARASAFE🄬公式サイト（https://parasafe.jp/）。 

・最大離陸総重量：25kg 

・外形寸法：Φ130×H154mm 

・本体重量：1kg 

・パラシュート面積：12㎡ 

・降下速度（理論値）：5m/s （25kg吊下時） 

・最低展開高度：30m以上 

 

 

 

 

【本実証実験で使用するドローンについて】 

・メーカー：株式会社プロドローン（https://www.prodrone.com/jp/） 

・名称：汎用型ドローン 

・モーター軸間：1000mm 

・サイズ：700x700x410mm（PARASAFE🄬含まない） 

・サイズ：700x700x560mm（PARASAFE🄬含む） 

・離陸重量：9.07kg（PARASAFE🄬含む） 

・ペイロード：2.5kg（PARASAFE🄬含まない） 

・飛行可能時間：15分（PARASAFE🄬搭載時） 



 
 
日本化薬株式会社について 

 

日本化薬は 1916 年に、日本初の産業用火薬メーカー「日本火薬製造株式会社」として誕生し、帝国染料製造株式会

社、山川製薬株式会社を吸収合併し、1945 年に現在の社名である「日本化薬株式会社」となりました。 

その後 100 年を超えて、「火薬」「染料」「医薬」「樹脂」の保有技術を駆使し、これらを融合・変化させながら、時代のニー

スに応える新製品を生み出しています。これからも、生命と健康を守り、豊かな暮らしを支える最良の製品・技術・サービ

スを提供し続けます。 

  

【会社概要】 

会社名：日本化薬株式会社 

代表者：代表取締役社長 涌元 厚宏 

設立年月日：1916 年 6 月 5 日 

資本金：149億 3,200万円 

本社所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1号 明治安田生命ビル（19階、20階） 

従業員数：2401 名（単体）、5664名（連結） （2021 年 3 月末） 

主要製品：エポキシ樹脂、紫外線硬化型樹脂、液晶パネル・半導体製造工程用洗浄剤・薬剤、インクジェットプリンタ用

色素・インク、染料、触媒、偏光フィルム、Ｘ線分析装置用部材、医薬品、医薬原薬・中間体、診断薬、エアバッグ用イン

フレータ、シートベルトプリテンショナー用マイクロガスジェネレータ、スクイブ、農薬 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

<PARASAFE
🄬製品に関するお問い合わせ> 

会社名：日本化薬株式会社 セイフティシステムズ事業本部 エアロ事業推進室 

担当者：PARASAFE🄬 広報担当 玉城 

TEL：079-264-4971 

e-mail：akihiro.tamashiro@nipponkayaku.co.jp 

 

<実証実験/取材に関するお問い合わせ> 

会社名：株式会社 GoFly (実証実験運営協力会社)  

担当者：実証実験担当 吉岡 

TEL：03-6403-4988 

e-mail：hiroko.yoshioka@gofly.jp  

 

<上記以外の日本化薬に関するお問い合わせ> 

会社名：日本化薬株式会社 広報 IR 部 

TEL：03-6731-5237 



 

第４回 人権学びステーションについて 

 

１ 目 的   養父市では、一人ひとりが人権に関する正しい理解や認識を深め、お互い

の人権を尊重できる「共生社会」の実現をめざしています。 

そのため、人権文化の創造に向け、さまざまな人権課題を学ぶ場として

「人権学びステーション」を開設し、そこで学び得た知識や技能を地域に発

信しています。年間７回開催予定で、第４回の講座は以下のとおりです。 

 

２ 日 時   令和３年10月30日（土）午後１時30分～午後３時30分 

 

３ 会 場   養父市立養父公民館 他産業就業研修室 

 

４ 参加者   一般市民 

 

５ 演 題   「障害のある人もない人もともに暮らせるまちづくり」 

         

６ 講 師   NHK Eテレ「バリバラ」コメンテーター 

 玉木 幸則（たまき ゆきのり）さん 

 

７ 内 容    障害者差別解消法が施行されて５年が経過する中で、障害がある人もない

人もともに暮らせる共生社会の実現に向けて、日常生活を人権の視点から見

つめ直すことで、住みよい社会を築く手立てを学ぶ機会とする。 

 

８ 参加料   無料  

 

９ その他   ・定員35名（先着順）です。電話かFAXでお申し込みください。 

        ・新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用でお越しください。 

        ・感染症拡大の状況等により、変更・中止することがあります。 

 

10 申込み・問合せ先 人権・協働課（電話079-662-7601、ＦＡＸ079-662-7491）             
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養父市自尊感情を育む事業                                        
障害のある人もない人も 
ともに暮らせるまちづくり    

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、いわゆる障害者差別解消法が施行され

て 5年が経過する中で、障害がある人もない人もともに暮らせる共生社会の実現に向けて、日常

生活を人権の視点から見つめ直すことで、住みよい社会を築く手立てを学ぶ機会にしませんか。 

 

＊講 師   ＮＨＫ Eテレ「バリバラ」コメンテーター 

玉木 幸則(たまき ゆきのり)さん 
【プロフィール】 

１９６８年 兵庫県姫路市に仮死状態で生まれたため脳性マヒとなる。 

小中学校は、地域の学校で学ぶも、高等学校は、全寮制の養護学校で

隠とん生活を送る。 

１９９１年日本福祉大学社会福祉学部第Ⅱ部卒業後、 

自立生活センター メインストリーム協会で自立生活運動にのめり込む。 

現在一般社団法人兵庫県相談支援ネットワーク代表理事、社会福祉法人

西宮市社会福祉協議会権利擁護普及推進及び相談支援アドバイザーを務

める傍ら、内閣府 障害者政策委員会委員も務め、ＮＨＫ E テレみんなの

ためのバリアフリーバラエティー「バリバラ」にレギュラー出演中。 
＊と き  令和３年 10月 30日(土） 

午後１時 30分～午後３時 30分     

＊ところ  養父市立養父公民館 他産業就業研修室 

＊申込み   定員 35名(先着順)です。電話か FAXでお申し込みください。 

【申込み・問合せ先】   養父市人権・協働課  

電話 079-662-7601 FAX 079-662-7491 

※感染症拡大の状況等により、変更・中止することがあります。 

主  催   人権学びステーション運営委員会・養父市・養父市人権教育推進協議会・ 

養父市男女共同参画センター 

〈申込用紙〉                   受付：10月 14日(木)～10月 29日(金) 

※ ご記入いただいた個人情報は、研修目的以外には使用いたしません。 

※ 新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用でお越しください。 

名   前 住    所 電 話 番 号 
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（主幹 吉谷 美春）  
第８回やぶ医者大賞 表彰式の開催について 

１ 趣 旨  やぶ医者の語源が「養父の名医」であることにちなみ、へき地で頑張ってい

る医師を顕彰（8回目）。６月 26日の審査会で決定した２名の受賞者を表彰

（応募者６名）し、受賞者の取組を広く周知する。やぶ医者の発信による医

師確保へのイメージアップの機会とし、あわせて、地域医療や介護現場の現

状や課題を共有し、医療の分野から地域包括ケアの充実を考える。 

 

２ 日 時  令和３年 11月 13日（土） 午後 1時 30分～午後 4時頃 

 

３ 会 場  やぶ市民交流広場（ＹＢファブ）ホール 

        

４ 内 容  ◇開会セレモニー 

        ・プロローグ（やぶ医者の語源紹介ＶＴＲ） 

        ・主催者あいさつ 

   

     ◇第１部：やぶ医者大賞表彰式・受賞者発表 

        ・審査講評・表彰 

        ・受賞者取組発表 

「家庭医の森羅万象 ～結びと学び、地域の響き～」 

松井 善典氏（滋賀県 医療法人北海道家庭医療学 

センター浅井東診療所 所長） 

「北海道・道南地方『松前』における地域医療の実践！」 

八木田 一雄氏（北海道 松前町立松前病院 病院長） 

 

       ◇第２部：特別フォーラム 

        ・講話（オンライン） 

      「～地方が生き残るための医療・介護施策と今後の展望～」 

辻 哲夫氏（東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員） 

・ディスカッション 

            ≪コーディネーター≫   

・NPO法人但馬を結んで育つ会  

代表理事 千葉義幸氏（ちば内科・脳神経内科クリニック所長）  

       

 

 



     ≪パネリスト≫ 

            ・小谷村国民健康保険小谷村診療所（長野県） 

所長 中井和男氏（第７回やぶ医者大賞受賞者）  

          ・医療法人松本クリニック（愛媛県） 

理事長 松本 毅氏（第７回やぶ医者大賞受賞者）  

            ・福井診療所（養父市） 

院長 福井寿徳氏  

          ≪意見交換する主な内容≫ 

・地域包括ケア（医療と介護）の充実に各地域で喫緊の課題や 

危機感を共有 

・課題解決に向けての取組事例（考えも含めて）や成功事例を 

発表  
 

５ 後 援  日本医師会、全国国民健康保険診療施設協議会、全国自治体病院協議会、 

       関西健康・医療創生会議、認定 NPO法人日本ホルモンステーション、 

健康加齢医学振興財団、兵庫県医師会、兵庫県市町診療施設運営対策協議会、

兵庫県、養父市医師会、公立八鹿病院 

 

６ 資 料  別添チラシ 
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第 18回せきのみや子ども歌舞伎公演のチケット販売について 

 

１  目 的 

 葛畑農村歌舞伎伝承会主催の「第 18 回せきのみや子ども歌舞伎公演」のチケット

販売が始まります。今年は、但馬一円から集まった５人の子どもたちが演じます。夏

休み返上で集中稽古をし、皆さまにお披露目できるよう頑張っています。一人でも多

くの方に見に来ていただきますようご案内します。 

 

２  公演日時 

令和３年 12月 12日（日） 

    開場／午後１時  開演／午後１時 30分 

    場所／やぶ市民交流広場（ＹＢファブ）ホール 

 

３  演 目 

・葛畑三番叟 

・口上 

・歌舞伎 

 恋
こい

飛脚
びきゃく

大和
や ま と

往来
おうらい

「新口村
にのくちむら

」 

 

４  販売日 

     先行販売 伝承友の会 令和３年 10月 14日（木）～ 関宮公民館のみ 

一般販売 令和３年 10月 24日（日）～ 市内各公民館 

     ※お一人様 ５枚まで 

     ※伝承友の会入会 一口 １，０００円～（年会費） 

 

 ５  入場料 （全席指定席） 

    高校生以上 １，３００円 

中学生以下   ５００円 

※当日券の販売はありません。 

 

 ６  プレイガイド 関宮公民館ほか市内各公民館 

 

７  資 料 別添チラシ 
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