
 
      主 催：一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター 

      後 援（予定）：国土交通省、東京都、大阪府 

      協 賛：一般社団法人 日本アミューズメント産業協会、東日本遊園地協会、 

西日本遊園地協会、一般社団法人 東京都昇降機安全協議会、 

一般社団法人 近畿ブロック昇降機等検査協議会、日本ウォータースライド安全協会 

 

この講習会は、日常における遊戯施設の維持管理と運行に携わる所有者・管理者若しくは運転者の方々等を

対象に、事故を防止することに対する問題意識を高揚させることや、遊戯施設の保安対策の向上等を目的に開

催しております。なお、本講習は、WEB 講習にて開催いたします。 

（テキストは、令和４年３月３１日施行の「遊戯施設の維持保全に関する準

則又は計画の作成に関し必要な指針」を反映しております。 

また、講義動画は全５科目のうち４科目を新たに収録しました。） 

遊戯施設の運行管理者若しくは運転者の方はもとより、遊戯施設の所有者若しくは安

全確保等に関心をお持ちの方等、広くご参加いただけますよう、ご案内申し上げます。 

 また、全科目の講義動画を視聴し、各科目の設問（５科目で計５問）にお答えいただ

いた方には、「修了証書」を発行いたします。 
 
第１ 受講の対象 

① 遊戯施設の運行管理若しくは運転等に関する実務の経験を有する方 

② 遊戯施設の所有者若しくは運行管理・運転の安全確保等に関心をお持ちの方 
 

第２ 開催期間（配信期間）等 

開 催 方 法 WEB 配信 

開 催 期 間 （ 配 信 期 間 ） 
令和 ５年 ４月 ７日（金）１０：００ 

～ ４月２７日（木）１７：００ 

 

第３ 受講料（テキスト代を含む）※１ 

ア 協賛団体会員  １１，３００円 

イ 当財団「昇降機等・建築設備検査員等名簿」登載者※２ １１，３００円 

ウ 上記ア、イ以外の方 １３，３００円 

※１ 受講料はお申し込みの際にお支払い頂きます。 

※２ イ）の名簿の登載者は、登載証の有効期限が、令和５年 3 月 31 日、令和６年 3 月 31 日、令和７年３月３１日

の方が対象です。 

＊既納の受講料は返金いたしません。また、お申込後、当財団の名簿登載者及び協賛団体の会員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。ご確認の上、お申し込みください。 

＊受講者１名につき１申込みが必須となります。１申込みで複数名受講されましても「修了証書」は発行できません。  

令和５年度「遊戯施設の運行管理者・運転者等講習会」 
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：yuugi@beec.or.jp 

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

 

     

 

🎡🎡 🎢🎢 🐇🐇 



第４ 講習科目、講師、講習時間 ※全５科目のうち、４科目を新たに収録しました。 

 講習科目 講   師 講習時間 講義動画 

１編 遊戯施設概論 一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 約４５分 令和4年度と同じ 

２編 遊戯施設に関する法令・規格等 元一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 約６０分 新たに収録 

３編 遊戯施設の維持・運行管理と安全対策 一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 約６０分 新たに収録 

４編 運転者心得 東日本遊園地協会 約４５分 新たに収録 

５編 ウォータースライドについて 日本ウォータースライド安全協会 約４５分 新たに収録 

 
 ◆約１９０ページのテキストを中心に講義を行います。（テキストは、令和４年3 月３１日に公布・施行さ

れた「遊戯施設の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針」を反映しました。） 

 ◆パワーポイントを使用して詳しく説明します。（講義動画は、全５科目のうち、４科目を新たに収録しま

した。） 

◆各科目の講義動画視聴完了後に、「設問」欄にて、各科目１問（５科目で計５問）にお答えいただきま

す。なお、解答後に答えと解説をご確認いただきます。 

 

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 Windows 10、１１ iOS 1３.0 以降、Android ８.0 以降 

ブラウザ 
Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、

いずれも最新バージョン 

Safari、Microsoft Edge、Google 

Chrome 

  ※製造元、販売供給元によるサポートが終了した環境に関してはサポート外となります。 

◎動画視聴環境確認：https://tech-support.cdnext.stream.ne.jp/mite/check/ 

第６ 申込み方法 

当財団ホームページ（https://www.beec.or.jp/course/generally_course/yuugi/）から受講申込

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。 

 

 

 

（注）動画配信開始日が、令和５年４月７日（金）からとなりますので、それ以降にお申込みの方へのテキ

スト及び視聴用URL、ID、パスワード発送は、受付確認後随時となります。なお、配信日の延長はご

ざいませんので予めご了承ください。また、テキストの発送は、レターパックライトを予定しており

ます。発送から到着まで１～２日程度かかりますので、余裕をもってお申込みください。 

 

◎個人単位（受講者１名につき１申込み）でのお申込みとなります。 

 

◎受講料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） 

 

ア 協賛団体会員  １１，３００円 

イ 当財団「昇降機等・建築設備検査員等名簿」登載者※２ １１，３００円 

ウ 上記ア、イ以外の方 １３，３００円 
                  

※申 込 締 切 日 ：令 和 ５年 ４月 １４日 （金 ）必着 
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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、受講申込書の裏面に「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 ０１７６７４１ 

口 座 名 義 一般
イッパン

財団
ザイダン

法人
ホウジン

 日本
ニホン

建築
ケンチク

設備
セツビ

・
．

昇降機
ショウコウキ

センター
セ ン タ ー

 

 ◆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）」を領収証に代えさせていただきます。 

 

第８ テキスト発送 

◎令和５年３月３１日までのお申込みの方には、４月５日頃に受講申込書に記載された住所へテキスト、

視聴用 URL、ID、パスワードを送付いたします。 

◎申込みが４月１日以降の方は、入金確認後、随時発送いたします。 

 

第９ 講義動画の視聴について 

配 信 期 間 令和 ５年 ４月 ７日（金）１０：００ ～ ４月２７日（木）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。 

なお、各科目１回目の視聴時は、早送りや巻き戻しはできません。（一時停止は可能です。） 

２回目以降の視聴は、早送りや巻き戻しが可能となります。 

（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）１編から順に講義動画を視聴し、視聴完了後に「設問」にお答えいただきます。解答後、次の編へ

進むことが可能となります。 

なお、解答後に答えと解説をご確認いただきます。 

この「設問への解答」が修了証書発行の条件のひとつとなるため、複数名が一つの ID で同時に視

聴することはできません。また同じ ID で複数の講義を同時視聴はできません。 

 

第１０  「修了証書」について 

下記の①と②を満たす受講者に、「修了証書」を発行いたします。 

① 配信期間内（４月７日～４月２７日）に、全ての科目の講義動画を視聴した方 

② 各科目の講義動画視聴完了後に、「設問」欄にて、各科目１問（５科目で計５問） 

にお答えいただいた方 

  不正解の場合は、〔解説を確認し理解した旨〕を「アンケート」欄にて確認 

させていただきます。 

※事務局側で ①の動画視聴完了 及び ②の設問への解答（及び理解） の確認を行い、 

「修了証書」を発行いたします。 

◎設問の解答がすべて終了した日による、修了証書の送付日（レターパックライトにて発送） 
 

令和５年４月７日（金）～４月２１日（金） ４月末日までにお手元に届くように発送 

令和５年４月２２日（土）～４月２７日（木） ５月中旬頃発送 

 

※「修了証書」には、お申込み時の氏名・生年月日が記載されるため、お申込み後に受講者の変更はできません。  



「講習申込み」と「講義動画視聴」の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 

申 込 
当財団ホームページより

「受講申込書」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、振込の控えを受

講申込書裏面に貼付 

テキスト、

視聴用 URL、 

ＩＤ、 

パスワード

の発送 

①３月３１日までにお

申込みの方は、４月５

日頃に、受講申込書に

記載された住所へ届き

ます。 

②４月１日以降にお申

込みの方は、入金確認

後、随時受講申込書に

記載された住所へ発送

されます。 

講義動画視聴 

ログイン 
テキストと同封で届いた

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（4/7 10:00 

～4/27 17:00 まで）

に、1 編から順番に全科

目（５科目）を全て視聴 

設問への
解答 

各科目（全５科目）の動

画視聴後に、「設問」欄

にて、各科目１問に解答

（計５問） 

修了証書 

事務局にて「①全科目

の動画視聴完了」及び

「②各科目の設問への

解答（及び理解）」の

確認を行い、①②を満

たす受講者に修了証書

が届きます。（受講申

込書記載の住所宛） 

※１つの ID で複数名が視聴する事はできま

せん。 

【設問の解答がすべて終了した日による、 
修了証書の発送日】 
※レターパックライトにて発送 

 
① 令和５年４月７日（金）～４月２１日（金） 

・・・４月末日までにお手元に届くよう発送 

 

② 令和５年４月２２日（土）～ 

４月２７日（木）［視聴終了期限日］ 

・・・５月中旬頃発送 

【配信期間】 

令和５年４月７日（金）10:00～ 

４月 2７日（木）17:00 

※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。 

※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）」を領収証に代えさせていただきます。 

 

※不正解の場合は、〔解説を確認し理解した

旨〕を「アンケート」欄にて確認させていた

だきます。 


