
防災・災害対応訓練、避難訓練、情報伝達・広報、捜索活動、被災状況調
査、家屋被害等調査、物資輸送、孤立集落支援、ドローン測量

DEO会員入会、平時・有事の活動、自治体や地域との連携、業務の受注

一般社団法人ドローン減災士協会

 rone    xpert      rganization
for Disaster Reduction

ドローン減災士

（兼オペレーター）

ドローン オペレーター

○ 映像（被災状況）

○ 測量（地すべりなど）

○ 検査（倒壊・罹災証明）

○ 防災（実働）

減災活用

ドローン減災士の役割ドローン減災士になるとできること（有資格者）

ドローン減災士協会（DEO）について

受講生募集

ドローンを
使った

防災・減災の
エキスパート

一般社団法人ドローン減災士協会は、ドローンを活用して減災に取り組むため、ドローンの知識
と技術を兼ね備えた「ドローン減災士」を育成し、その資格を認定します。
そして、「ドローン減災士」の育成とサポートをはじめ、災害時等における支援活動など、ドローン
を活用して防災・減災を行うさまざまな活動に取り組み、安全安心な社会づくりを目指します。
2021 年4 月1 日設立。

近年、多発する災害に対して従来から防災に対する取り組
みが行われていますが、それに加えて災害による被害をで
きるだけ小さくしようとする取り組みが減災です。そのた
めにドローン技術を活用して防災・減災を担う資格を持っ
た人材が「ドローン減災士」です。

平常時においてどんな人にとっても必要な備えとしての
防災・減災活動や、災害時には被害を小さくするための減
災活動および被災地・被災者への支援など、エキスパート
として自治体などと連携しながら広く活躍するために必
要な資格です。

Q1

Q3

ドローン減災士とは？

「ドローン減災士」には、さまざまな災害についての幅広い
知識をはじめ、防災・減災活動に必要な知識、そしてドロー
ンの専門的な知識（機材、法律など）や操縦などの技術が必
要です。それらを学び、身につけた人が得られる資格です。Q2どんな資格なのか？

どんな時と場所で
どんな人に

なぜ必要とされる
資格なのか？



TEL: 0790-84-8810　FAX: 0790-84-8811　〒679-5316兵庫県佐用郡佐用町豊福 278

https://www.deo-dronegensai.com

一般社団法人 ドローン減災士協会

TEL: 011-833-7707　FAX: 011-811-5556　〒003-0012北海道札幌市白石区中央 2条 4-4-20

https://dream-base.jp/

株式会社 ドリームベース（JUAVAC ドローンエキスパートアカデミー北海道校）

1日目

1時限目
オリエンテーション
アイスブレイク  

9:00 - 9:40

学科―減災01
減災行動論［自助・共助］  

9:50 - 10:40

学科―ドローン減災01
　ドローン減災士入門 

10:50 - 11:40

学科―減災02
減災基礎論  

13:00 - 13:50

学科―ドローン01
　ドローン基礎Ⅰ［法律］ 

14:00 - 14:50

学科―ドローン02
ドローン基礎Ⅱ［フライト準備］

15:10 - 16:00

技能―ドローン01
フライト実技Ⅰ［四角形］  

16:10 - 17:00

2日目

学科―減災03
災害過程論［時間経過での課題］

9:00 - 9:50

学科―ドローン減災02
ドローンの減災活用

10:00 - 10:50

学科―ドローン減災03
ドローンの災害時活用

11:00 - 11:50

学科―ドローン03
ドローン基礎Ⅲ［気象・安全］

13:00 - 13:50

ドローン減災士
学科テスト  

14:20 - 14:50

技能―ドローン02
フライト実技Ⅱ［直角・二等辺三形］

15:10 - 16:00

技能―ドローン03
フライト実技Ⅲ［旋回飛行Ⅰ・Ⅱ］

16:10 - 17:00

3日目

技能―ドローン04
フライト実技Ⅳ［８の字飛行］

9:00 - 9:50

技能―ドローン05
フライト実技Ⅴ［三角上下］   

10:00 - 10:50

学科―ドローン04
　ドローン基礎Ⅳ［空撮①］  

11:00 - 11:50

学科―ドローン05
　ドローン基礎Ⅴ［空撮②］

13:00 - 13:50

技能―ドローン06
フライト実技Ⅵ［ATTI］  

14:00 - 14:50

技能―ドローン07
フライト実技Ⅶ［目視］  

15:10 - 16:00

学科―ドローン06
　ドローン基礎Ⅵ［自動航行］  

16:10 - 17:00

4日目

技能―ドローン08
フライト実技Ⅷ［夜間飛行］

9:00 - 9:50

技能―ドローン09
フライト実技Ⅸ［空撮］  

10:00 - 10:50

技能―ドローン10
フライト実技Ⅹ［自動航行］ 

11:00 - 11:50

技能―ドローン11
フライト実技Ⅺ［自由飛行］  

13:00 - 13:50

技能―ドローン12
フライト実技Ⅻ［自由飛行］

14:00 - 14:50

ドローン減災士―学科テスト
※フライト基礎資格テスト

15:20 - 15:50

ドローン減災士―実技テスト
※フライト基礎資格テスト

16:00 - 16:50

5日目

補講
（学科試験・実技試験に通らなかった場合）

9:00 - 9:50

補講
（学科試験・実技試験に通らなかった場合）

10:00 - 10:50

事務連絡・明日以降の予定 事務連絡・明日以降の予定 事務連絡・明日以降の予定 事務連絡・今後の説明 
16:50~17:00

2時限目

3時限目

昼休み

17:00～17:10

4時限目

5時限目

6時限目

7時限目

5日間コース

2日間コース

1日目

1時限目
オリエンテーション
アイスブレイク  

9:00 - 9:40

学科―減災01
減災行動論［自助・共助］  

9:50 - 10:40

学科―ドローン減災01
　ドローン減災士入門 

10:50 - 11:40

学科―減災02
減災基礎論  

13:00 - 13:50

学科―ドローン01
　ドローン基礎Ⅰ［法律］ 

14:00 - 14:50

学科―ドローン02
ドローン基礎Ⅱ［フライト準備］

15:10 - 16:00

技能―ドローン01
フライト実技Ⅰ［四角形］  

16:10 - 17:00

2日目

学科―減災03
災害過程論［時間経過での課題］

9:00 - 9:50

学科―ドローン減災02
ドローンの減災活用

10:00 - 10:50

学科―ドローン減災03
ドローンの災害時活用

11:00 - 11:50

学科―ドローン03
ドローン基礎Ⅲ［気象・安全］

13:00 - 13:50

ドローン減災士
学科テスト  

14:20 - 14:50

技能―ドローン02
フライト実技Ⅱ［直角・二等辺三形］

15:10 - 16:00

技能―ドローン03
フライト実技Ⅲ［旋回飛行Ⅰ・Ⅱ］

16:10 - 17:00

事務連絡・明日以降の予定 事務連絡・今後の説明 

2時限目

3時限目

昼休み

17:00～17:10

4時限目

5時限目

6時限目

7時限目

フライト基礎資格取得者

5日間コース
国土交通省認定団体資格「フライト基礎資格」と、本協
会認定資格「ドローン減災士」の両方を取得できます。

2日間コース
すでにフライト基礎資格を持っている方が、本協会認定
資格「ドローン減災士」を取得できます。

いずれもカリキュラムのなかで資格試験を行い、合格者
を資格認定いたします。

高校生・大学生などへの各種割引制度があります。

受講料

ドローン減災士資格取得・受講カリキュラム

ドローン操縦未経験者でも OK！

￥55,000［税込］2日間コース

オープン価格5日間コース ［各スクールにお問合せ下さい］


