
第 12回 一般社団法人 日本建築 ドローン協会 (JADA)

建築 ドロー ン安全教育講習会 【オンラインライブ配信】

国は 2022年度を目途に、 ドローンの飛行 レベル 4「有人地帯における補助者なし目視外飛行」の実現に向

けて環境整備をし、建物の施工管理や点検調査などに関わる目視内の飛行 レベルについては国の飛行許可・

承認の簡冊各化も検討されています。一方、当協会では 2020年度 NEDO事業 「ドローン等を活用 した建築物の

外壁の定期調査に係る技術開発Jにおいて、他事業者 と連携 し建築基準法 12条点検に関わるドローン開発 と

実証実験を行い、建物外壁点検調査における ドローン利用の促進を継続的に行っているところです。

一方、「安全」が十分に確保された状況で、ドローンによる建物調査等を実施することが益々重要になって

います。例えば、国土交通省航空法等の飛行ルールの遵守に加えて、施工管理・点検調査に関わる ドローン

の飛行前の準備と飛行計画、及び建物周 りで飛行させるための安全対策が必要不可欠 となります。これより

本年度も、 ドローンの活用に関わる基礎知識、 ドローン技術と安全運用、建築物の施工管理・点検調査にお

ける ドローンの安全活用を解説 した「建築物への ドローン活用のための安全マニュアル」を教材 として、建

築 ドローン安全教育講習会を開催することとなりました。なお本講習会を修了された受講者に対 しては、「建

築 ドローン安全教育講習修了証」を発行致します。建物の施工管理や点検調査に携わる方のみならず、建築

ドローンに関わる幅広い皆様を対象としています。奮ってご参加 ください。
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称】

催】

援】

建築 ドローン安全教育講習会

一般社団法人 日本建築 ドローン協会

(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会、(―社)住宅生産団体連合会、(―社)ド ローン操縦士協会、

(―社)日 本建設業連合会、 (―社)日 本建築学会、日本建築仕上学会、

(― 社)日 本 ドローンコンツーシアム、 (―社)日 本 ドローン無線協会、

(一社)日 本 UAS産業振興協議会、 (公社)ロ ングライフビル推進協会 (五十音順)(企て予定)

Zoomに よるオンライン座学講習 (※スマー トフォンでの受講は不可)

2日 間の講習

前半の部 :2021年 9月 15日 (水 )13時 30分～17時 10分 (オ ンライン受付 13時 ～)

後半の部 :2021年 9月 16日 (木 )13時 30分 ～17時 00分 (オ ンライン受付 13時 ～)

オンラインライブ配信

建築物の施工管理、点検調査等における ドローンの活用 と安全管理に携わる者

(年齢 20歳 (2021年 4月 1日 時点)以上、資格・経験不問。)

建築CPD情 報提供制度認定プログラム 【5点】

ドローンの概論、法規、 ドローン技術 と安全運用、

ドローンを活用 した建築物の施工管理、点検調査等における安全対策

日本建築 ドローン協会会員 2万 円(税込)/1名 、

後援団体会員 3万円(税込)/1名 、非会員 4万円 (税込)/1名

(教材 :「建築物への ドローン活用のための安全マニュアル」を含む)

2024年 3月 迄

50名 (先着順)

2021年 8月 31日 (火 )まで (定員になり次第締め切 ります。)

①JADA事務局まで郵送またはオンラインにてお申込み下さい。

※オンライン申込サイ トの利用は 7月 27日 (火)13時からとなります。

弊協会ホームページ https://jada2017.org/に サイ ト情報を公開いたします。

②郵送の場合は、別紙受講申込用紙に必要事項をご記入の上、写真を貼付 してください。

同時に受講料を下記指定銀行にお振込みください。

③お申込みが完了した方にはメールにて「申込完了通知」をお送 りいたします。

※一旦納付された受講料は返還されません。

〒1010044 東京都千代田区鍛冶町 296徳 力本店ビル 7階

一般社団法人 日本建築 ドローン協会事務局 E maili jimu@jada2017.org

銀行名 :みずほ銀行 (銀行コー ド0001)、 支店鶉 :神 田駅前支店 (店番号 009)

口座番号 :普通 2408701 口座名義 :一般社団法人日本建築 ドローン協会

(振込み手数料はご負担願います。)

TEL : 03-6260-8655    FAX: 03-6260-8656     E―maill info@jada2017.org

I講習形式】

【日  時】

【開催方法】

【対 象 者】

【CPD】
【講習内容】

【受 講 料】

【有効期限】

【定  員】

【申込〆切】

【申込方法】

【申 込 先】

【お振込先】

【お問合せ】



【カジキュラム】

l Fl目 講習内容

13:00-13:30 オンライン受付

13:30′
‐ヤ14:00 ①挨拶・説明 (建築分野の動向紹介含む)

休憩 (質問時間)

14:10-15:00 ②建築分野におけるドローン活用の基礎

休憩 (質問時間)

15:10-17:00 ③ドローンの技術と安全運用

17:00-17:10 1日 目 受講終了 (質問時間)

「建築 ドローン安全教育講習会」受講申込用紙

下記「受講申込用紙」は 1名 につき 1枚です。

下記の申込用紙に必要事項をご記入頂き、右枠の写真を用意の上、下記 JADA事務局

宛に郵送して下さい。同時に受講料のお振込みをお願いいたします。

オンラインでのお申込みは、7月 27日 (火 )13時から申込サイ トを公開予定です。

【郵 送 先】一般社団法人 日本建築 ドローン協会事務局

〒1010044 東京都千代田区鍛冶町歩併6徳力本店ビル 7階

受付番号 (事務局記入)

2日 目 講習内容

13:00-13:30 オンライン受付

13:30′
―彰14:40

④ドローンを活用した建築物の施工管理

(動画による説明を含む)

休憩 (質問時間)

14:50-15:50 ⑤ドローンを活用した建築物の調査

休憩 (質問時間)

16,00-16:30 ○考査 (知識の確認 )

16:30ハ彰17:00 受講終了 (質問時間)

写真 ここだけ糊

※写真ははがせる
よう、上部のみ糊伺
けして下さい。(受

講修了証に使用)

※写真裏面に氏名
を記入して下さい。

ふ りがな 生年月 日

氏名
西暦 年   月 日

会社・団体名

所属・役職

所 属後援 団

体名

(該 当者のみ記入 )

勤務先等

テキス ト

送付先住所

T

TEL FAX

E―mail:*必須 (参加者本人のメールア ドレスを記入願います。 infoO,会 社名0な どは不可。

Zoomでの聴講中に操作できるア ドレスをご記入ください。)

受講区分 □」ADA個 人会員 (会 員番号 ) 2万円 (税込)/1名

□JADA法 人会員 (会員番号 ) 2万円 (税込)/1名

□後 援 団 体 会 員 (所属団体の会員証コピー等の証明書を添付してください。 )

(会 員証等の発行がない団体は会員番号をご記入ください。No        )
※会員証の提示や会員番号の記裁が無い場合、こちらから問合せをさせていただく場合が

あります。

3万円(税込)/1名

□非会員 (JADA会員および後援団体会員以外の方) 4万 円 (税込)/1名

申込前の

確認事項

□ 木講習会について「(―社)日 本建築 ドローン協会 オンラインによる受講規約」に同意した上

で受講致します。 *次頁からの受講規約を確認の上、チェックしてください④

ロ スマー トフォンでの受講をしないことに同意致します。

ご記入頂いた個人情報は、本講習会の事務連絡や当協会のセミナー等のご案内の場合を除き、それ以外には使用いたしません。


