
 
 

 

  

主 催：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 
後 援：東京都都市整備局（予定） 
 

この講習会は、東京都の建築設備定期検査における現場での検査の方法、建築設備定期検査報告書の作成時

における記入方法等、建築設備定期検査業務に関する知識の向上を目的に、開催しております。（本講習は建

築設備検査員の資格を取得するものではありません。） 

本講習は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事前に収録した講義の配信映像を自宅等で視

聴する「WEB 講習」の開催方法をご案内いたします。 

定期検査業務に従事しておられる検査員の方々はもとより、新たに建築設備検査員資格者証を取得された方

や、検査の補助をされる方におかれましても、この機会に是非受講されますよう、ご案内申し上げます。 

《講義動画及びテキストは、２０２１年度と同じ内容となります。》 

第１ 受講対象者 

建築設備定期検査業務に従事している方（検査補助者も含む） 

（※建築設備検査員又は建築士以外の方も、お申込みいただけます。） 

 

第２ 開催方法・受講方法・日程・受講場所・定員 

本講習は、「WEB 講習」による受講で開催させていただきます。 

 

開 催 方 法 WEB 講習 

開 催 期 間 （配 信 期 間） 
令和４年６月２０日（月）１０：００ 

～７月８日（金）１７：００ 

 

第３ 受講料（受講料はお申込みの際にお支払いいただきます。） 
 

申込み区分  受講料 

テキスト含む 
ア 当財団「建築設備検査員等名簿」登載者〔令和３年度・令和４年度〕 ８，２００円 

イ 上記ア 以外の方 １０，２００円 

前回（２０２１年度) 

受講者で 

テキスト不要 

ウ 当財団「建築設備検査員等名簿」登載者〔令和３年度・令和４年度〕 ４，４２０円 

エ 上記ウ 以外の方 ６，０００円 

＊既納の受講料は返金いたしません。お申込み後、当財団の名簿登載者と判明した場合においても、受講料の差額は返金い

たしません。 また、お申込み後、テキスト含むからテキスト不要への変更・返金はできません。ご確認の上、お申込み

ください。 

＊振込手数料は、申込者の負担となります。 

＊銀行等の発行する「振込金受取書（又は振込ご利用明細票）」を領収書に代えさせていただきます。 

＊受講者 1 名につき１申込みが必須となります。 

 

 

 
東京都「建築設備定期検査のための実務講習会」２０２２ 

開催のご案内（ＷＥＢ講習） 
 

【事務局（問い合わせ先）】 

〒１０５-０００３ 東京都港区西新橋１－１５－５ 内幸町ケイズビル 

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 講習事業部 

電話：０３－３５９１－２４２３  FAX：０３－３５９１－２４３１ 

ホームページ： https://www.beec.or.jp  e-mail：jitsumu@beec.or.jp 

問い合わせ対応（土、日、祝日を除く）：９:３０～１２:００、１３:００～１７:３０ 

 



 

第４ 講習科目、講習時間 ※講義動画及びテキストは、２０２１年度と同じ内容です。 
 

 講習科目 講師 講習時間 

1. 検査の法的位置付け（東京都建築基準法施行細則） （一財）日本建築設備・昇降機センター職員 約３０分 

2. 検査の方法（換気設備） 建築設備検査員 約２５分 

3. 検査の方法（排煙設備） 建築設備検査員 約２５分 

4. 検査の方法（非常用の照明装置） 建築設備検査員 約２５分 

5. 検査の方法（給水設備及び排水設備） 建築設備検査員 約２５分 

6. 報告書の記入方法等 （一財）日本建築設備・昇降機センター職員 約３０分 

 

第５ WEB 講習の受講に必要な環境（※申込み前に必ずご確認ください。） 

◎ 視聴環境：詳しくは、ミテシル利用者マニュアル

（https://support.mite.stream.co.jp/hc/ja/articles/360002404394）をご確認ください。 

 パソコン スマートフォン 

OS Windows8.1、１０、１１ iOS 10.0 以降、Android 5.0 以降 

ブラウザ（最新バージョン） Microsoft Edge、Firefox、Chrome Microsoft Edge、Safari、Chrome 

第６ 申込み方法 

当財団ホームページ（https://www.beec.or.jp/course/generally_course/jitsumu.html）から申込書をダウ 
ンロードし、必要事項をご記入の上、郵送にてお申込みください。 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、窓口でのお申込みはお受けしていません。  

 

 

 
 

  申込み区分は下記になります。該当区分を選択してください。（詳しくは「第３ 受講料」参照」） 

申込み区分 受講料 

テキスト含む 
ア 当財団「建築設備検査員等名簿」登載者〔令和３年度・令和４年度〕 ８，２００円 

イ 上記ア 以外の方 １０，２００円 

前回（２０２１年度） 

受講者で 

テキスト不要 

ウ 当財団「建築設備検査員等名簿」登載者〔令和３年度・令和４年度〕 ４，４２０円 

エ 上記ウ 以外の方 ６，０００円 

第７ 受講料のお支払い方法 

下記振込先（銀行口座）にお振込ください。振込後、申込書の裏面に「振込金受取書（又は振込ご利用明細 
票）」のコピーを貼付してください。 

銀 行 名 三井住友銀行（銀行番号：０００９） 

支 店 名 東京公務部（支店番号：０９６） 

預 金 種 目 普通 

口 座 番 号 ０１７６７５２ 

口 座 名 義 
イッパンザイダンホウジン ニホンケンチクセツビ ．ショウコウキセンター 

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 

 

申込締切日：令和４年６月１５日（水）

 



 

第８ テキスト等の送付（テキストは、｢テキスト含む｣でお申込みされた方のみ） 

※テキストは、２０２１年度と同じ内容です。 

＊６月１０日（金）までに事務局での申込み確認ができた方には、６月１３日（月）頃に、選択された受取先住所 

 へテキスト、視聴用 URL、ID、パスワードを送付いたします。 

＊６月１３日（月）以降に申込み確認ができた方には、随時送付いたします。 

＊「前回（２０２１年度）受講者でテキスト不要」でお申込みの方につきましては、テキストを除く資料を送付い 

たします。 

 

第９ 講義動画の視聴について 

※講義動画は、2021 年度の内容と同じ講義内容となります。 

配信期間 令和４年６月２０日（月）１０：００ ～ ７月８日（金）１７：００ 

 

（注１）開催期間（配信期間）の延長はございませんので、期間内に講義動画を全て視聴してください。 

（注２）配信期間内は、講義動画を複数回視聴することができます。 

（注３）講義の音声・映像の著作権は、当財団に帰属します。これにより、録画、複製等の行為は一切禁止 

いたします。 

（注４）ID、パスワードは 1 名ずつの発行となりますが、勤務先等で複数名が同時に視聴することを予定する場合 

は、事前に事務局までご相談ください。 

      

第１０ 本講習「受講者名簿」のホームページへの掲載について 

（ホームページへの掲載を希望された方で、かつ全講義の視聴を事務局で確認できた方のみ掲載） 
 

◎ 建築物の所有者等が検査について相談や依頼等をする際に活用できることを目的とし、当講習会を受講された方のう

ち、お申込み時に「ホームページに掲載すること」を希望された方については、当財団ホームページの「受講者名簿」

へ氏名・勤務先［名称・住所・電話番号］・資格番号（検査員資格者証の交付番号）または建築士番号 （一級・二級）

を全て掲載します。（掲載項目は、下記の掲載例参照。勤務先を優先して掲載。） 
 

◎ 掲載へのお申込みは自由です。但し、建築設備検査員又は一級・二級建築士以外の方は申込みできません。 
 

◎ 掲載場所は、当財団のホームページです。誰でも閲覧可能となりますのでご注意ください。 なお、掲載による不都合や

相談・依頼等によって生じたトラブルに関して、当財団では一切責任を負いません。 
 

◎ 全講義の視聴が確認できない方につきましては、掲載をご希望されても掲載できませんので、あらかじめご了承くださ

い。 

◇ 受講者名簿 －掲載例－ ◇ 

資格番号 建築士 氏名 勤務先名称 住   所 TEL 

D00****78  設備  守 ○○設備検査㈱ ○○区○○町○－○－○ 03-****-**** 

D90****21 二級 安全 太一 ㈱○○設計事務所 ○○区○○町○－○－○ 03-****-**** 

 一級 建築  匠 ㈱○○デザイン研究所 ○○区○○町○－○－○ 03-****-**** 

 

 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

【個人情報保護方針について】 

 

ご登録いただいた個人情報は、本講習に伴う業務（講習の受講に伴う連絡等）に使用いたします。 

なお、個人情報は、個人情報保護法に基づき適切に管理いたします。 



  

 

 

 

 

 

 

講習申込みと講義動画視聴の流れ 

申込み 当財団ホームページより「申込書」を 

ダウンロードして必要事項を記入。 

受講料の 

支払い 

本案内「第７ 受講料のお支払い方

法」に記載されている振込先（銀行口

座）へ受講料を振込し、振込の控えを

申込書裏面に貼付し、申込書を郵送。 

テキスト〔注〕、 
視聴用 URL、 

ＩＤ、 
パスワード 

の受領 

６月１０日（金）までに事務局で申込

み確認ができた方には、 

６月１３日（月）頃に、選択された受

取先住所へテキスト〔注〕、視聴用

URL、ID、パスワードが送付されま

す。 

６月１３日（月）以降に申込み確認が

できた方には、随時送付されます。 

ログイン 
テキスト〔注〕と同封で届いた視聴用

URL にアクセスし、ID とパスワードを

入力。 

講義の視聴 配信期間内 

（6/20 10:00 ～ 7/8 17:00 

まで）に、全科目を全て視聴。 

受講者名簿掲載 

（希望者のみ） 

当財団ホームページに８月下旬頃掲載 

予定。（希望者のみ） 

〔注〕テキストは、「テキスト含む」でお申込みされた方のみ送付いたします。 


