
 

 2022 年度 建築物清掃管理評価資格者講習のご案内 

（ビルクリーニング品質インスペクター） 

１．建築物清掃管理評価資格者講習の制度について 

本制度は、建築物維持管理業務における清掃作業品質及び業務管理体制を評価・改善する人材を養成することによ

って、ビルメンテナンス企業の品質管理体制の促進を図るとともに、建築物所有者・維持管理権限者、建築物の使用

者・利用者等（以下、ユーザーという。）に良好な品質を提供し、もって建築物の良好な環境衛生及び保全等の維持

向上に寄与することを目的とした全国ビルメンテナンス協会（以下「全国協会」という。）の認定資格です。 

２．学習形態 

インスペクターに必要な知識「作業品質（product quality）」・「組織品質（management quality）」を、講義

動画の視聴（オンライン講習）によりご受講いただきます。オンライン講習完了後、1.5 日間の集合教育にて実技演

習をご受講いただき、修了考査を実施いたします。そして、集合教育への出席後には、修了課題の実施を行っていた

だきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．受講推奨環境 

 オンライン講習にはパソコンやインターネット等の学習環境が必要になりますので下記の推奨 PC 環境をご準備く

ださい。 

＜推奨 PC 環境＞ 

ブラウザー Microsoft Edge 

Google Chrome 

Firefox 

Safari 

OS Windows 8、10 

iOS 新版 

Android 新版 

※1 使用しているブラウザーが「Internet Explorer」の場合、視聴することができませんので上記ブラウザーの 

ご準備をお願いいたします。 

※2 オンライン講習に不安やお悩み、不明な点等ありましたら柔軟にお応えして参りますので、お気軽に全国協会

までお問い合わせください。 

 

オンライン講習 

（講義動画視聴） 

 

 

 

 

 

期間内はいつでも、 

どこでも視聴可能！ 

集合教育１．５日 

（座学・実技演習・考査） 

 

1 日目：13：30-17：00 

「点検ポイント」・「改善指

示書の書き方」の座学 

 

2 日目： 9:00-17:00 

実技演習・修了考査の実施 
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４．申請手続き 

申請は、インターネットによる「ネット申請」か、指定の申請書に必要事項のご記入、払込金受領書の添付をして

申請をする「郵送による申請」のいずれかの方法をお選びください。 

※1ネット申請と郵送による申請では、受講料、受付期間が異なります。 

※2ネット申請をする場合、過去に当協会の講習等で郵送による申請で作成したマイページ（「a」から始まる 

ID）は、その時の受講専用のマイページになりますので使用することができません。新たに申請行為等をする 

場合は、新規登録をしてください。 

（１）ネット申請 

 受付期間中に全国協会のポータルサイト「マイページ」の「資格受講管理」メニューからのお申し込みになりま

す。「マイページ」にご登録いただかないとネット申請ができませんので事前のご登録をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
① 申請受付期間 

会員：2022 年 5月 24日 (火) の 10時 ～  6月 13日 (月)の 17時まで 
一般：2022 年 5月 31日 (火) の 10時 ～  6月 13日 (月)の 17時まで 
 

② 申請方法・受講料の振込 

上記マイページにご登録後、「資格受講管理」メニューより申請をしてください。画面に表示された案内に沿っ

て必要事項を入力すると受付完了となり、登録されたメールアドレス宛に受講料の振込案内メールが送信されます

ので、期日までにご入金ください。期日までにご入金が確認できない場合は、キャンセルとなります。 

（２）郵送による申請 

受付期間中に申請書に必要事項のご記入、払込金受領書の添付をして郵送にてお申込みください。 

  ※1 事務手数料として 1,000 円頂戴しますことをご了承ください。 

  ※2 申請を受理（不足事項等がない場合）し、実技演習会場を決定します。申し込み状況により、第 2希望の地

区に移動していただく場合があります。申請書到着後の処理となるためネット申請が優先されますことをあ

らかじめご了承ください。 

※3 申請内容に虚偽の記載があった場合は、合格しても取り消されますのでご注意ください。 

※4 申請書（郵送）の場合、複数の受講者の受講料をまとめてお振込みいただく事も可能ですが、その際には 

必ず対象の申請書をまとめて郵送し、全ての申請書に「払込金受領書」のコピーを貼付してください。 

その場合、お支払いの名義は企業名（団体名）としてください。 

 

① 申請受付期間 

会員：2022 年 5月 24日 (火) ～  6月 13日 (月)必着 
一般：2022 年 5月 31日 (火) ～  6月 13日 (月)必着 

 
 
 
 

＜マイページとは＞ 

全国ビルメンテナンス協会の会員・非会員を問わず、全ての方が無料で登録できるインターネットポータル

サイトです。ビルメンテナンス業界で働く方に便利な機能や情報をダイレクトに受取可能です。本講習会は

「マイページ」にある「資格受講管理」のメニューを利用することで受講をしていただきますので、事前の

登録が必要になります。登録はこちら→（https://www.j-bma.or.jp/lp-mypage） 

 

 

 

※1 登録には個人のメールアドレスが必須となります。 お持ちでない方は申請書（郵送）による申請 

をしてください。 

※2マイページの登録は、必ず「受講者本人」が使用できるメールアドレスで、「受講者本人」名義の 

アカウントを作成してください。 

※3同一のメールアドレスで複数の登録はできません（１メールアドレス 1 名） 



② 申請書類の入手方法 

申請書は、全国協会ＨＰの「資格／講習／技能検定」内、「建築物清掃管理評価資格者」のページよりダウンロ

ードできます（https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/cleaning-evaluation） 

 

 

③ 申請書の提出方法 

「建築物清掃管理評価資格者講習申請書在中」と封筒に明記し、受付期間中に「④申請書類の提出先」まで送

付してください。 

※ 普通郵便等の履歴が追えない方法での未着に関しましては、一切の責任を負いませんのでご了承ください。 

 

④ 申請書類の提出先 

宛先：公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 事業推進部 宛 

住所：〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 5-12-5 ビルメンテナンス会館 5F 

 

⑤ 受講料の振込先 

受講料は全国の郵便局に備え付けの「払込取扱票」に別紙の記入例に沿って必要事項を記入し、｢6.受講料」

に記載された該当金額をお支払いください。お支払い後「払込金受領書」が返却されますので、修了者発表日

まで必ず保管してください。 

※受講料は必ず申請者本人の名義で払込してください。 

※手数料は払込人負担となります。 

金融機関 ゆうちょ銀行 

支店 東京貯金事務センター 

預金種類 振替口座 

口座番号 00190-9-0056042 

口座名義 （社）全国ビルメンテナンス協会 品質評価係（ヒンシツヒョウカガカリ） 

⑥ 注意事項 

 ・郵送による申請の場合でも、講習時には「マイページ（受講専用）」からの受講になります。 

受講専用のマイページになるため、視聴期間後は使用できなくなります。 

・受講票にマイページ（受講専用）にログインするための ID、PW を記載しますので、受講票の受け取り後に 

オンライン講習を開始してください。 

・全ての通知・書類等は全国協会より、申請時に指定された送付先に送付します。発送予定日の10日以上を過ぎて

も通知・書類等が届かない場合や送付先の住所を変更される場合は、速やかに全国協会までご連絡ください。 

 

５．受講資格 

受講するには、以下の４つの資格のうち、いずれかの資格を有していることが必要です。 

① ビルクリーニング技能士 1 級又は単 1 等級(国家検定資格)    ② 清掃作業監督者 (厚生労働大臣認定資格) 

③ 建築物環境衛生管理技術者 (国家資格)                     ④ 統括管理者 (厚生労働大臣認定資格) 

 

６．受講料 

 

区分 申請 金額（税込） 内容 

会員 
ネット申請 54,000 円 書籍・テキスト代 

申請書（郵送） 55,000 円 書籍・テキスト代・事務手数料 

一般 
ネット申請 99,000 円 書籍・テキスト代 

申請書（郵送） 100,000 円 書籍・テキスト代・事務手数料 

※1 会員とは、ビルメンテナンス協会に加盟する会社(賛助会員を除く)に勤務する方をいいます。 

※2 郵送による申請の場合、事務手数料として 1,000 円頂戴しますことご了承ください。 

※3 一度お振込み頂いた受講料は原則として返還できませんのでご了承ください。ただし、定員の関係等、申請

を受理できなかった場合、講習開始の前日までに書面による届出を行い受理された場合に限り、受講料の一部を

返還します。 



７．申請から資格取得までのスケジュール（予定） 

 (1)スケジュール（予定） 

項目 区分 日程 内容 

受付 
会員 5/24（火）～ 6/13（月） ネット・郵送による申請 受付開始 

※郵送申請は 6 月 13 日 (月)までに必着 一般 5/31（火）～ 6/13（月） 

受講料の払込 
ネット申請 申請日 ～ 2 週間  申請後すぐに送信されるメールに従い払込 

郵送申請 事前払込 申請書に払込金受領書を添付して申請 

受講票等発送 共通 7/25（月） 受講票・テキスト等発送 

ｵﾝﾗｲﾝ講習受講 共通 8/1（月）～8/30（火） 

PC 等で講義動画の視聴 
※期日までにオンライン講習の視聴完了が確認 

できなかった場合、未修了者とみなし、実技演習 

へ出席をすることができません。 

実技演習（集合） 共通 9 月～10 月 指定された会場にて実技演習の受講、考査 

修了課題の実施 共通 実技演習出席後、2 週間以内 修了課題の実施・提出 

合否発表 共通 11/30（水） 全国協会 HP に受講番号での発表 

 (2)実技演習 開催会場及び日程 (予定) 

会場 

コード 
地区 会場名 

１日目 

座学 

（午後半日） 

２日目 

実技演習 

（終日） 

定員 

01 北海道 ビルメンテナンス会館（北海道） 9/13(火) 9/14(水) 40 

02 東北 いわて県民情報交流センター（アイーナ） 10/5(水) 10/6(木) 50 

03 東京・関東 ビルメンテナンス会館（東関 1） 9/20(火) 9/21(水) 60 

04 東京・関東 ビルメンテナンス会館（東関 2） 9/20(火) 9/22(木) 60 

05 東京・関東 AOTS 東京研修センター（東関 3） 10/6(木) 10/7(金) 30 

06 東京・関東 AOTS 東京研修センター（東関 4） 10/13(木) 10/14(金) 30 

07 中部北陸 大成今池研修センター 9/5(月) 9/6(火) 50 

08 近畿 大阪科学技術センター（近畿１） 9/20(火) 9/21(水) 36 

09 近畿 大阪科学技術センター（近畿２） 9/26(月) 9/27(火) 36 

10 中国 広島県情報プラザ 9/27(火) 9/28(水) 30 

11 四国 香川産業頭脳化センター 9/15(木) 9/16(金) 30 

12 九州 福岡県立ももち文化センター 9/8(木) 9/9(金) 50 

※1 希望者の定員を超えた場合は、第 2 希望などへ調整いたします。受講会場については、受講票に記載の会場を必ずご確認 

ください。 

※2 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催を延期、または中止にすることがありますのでご了承ください。 

※3 お申し込み後の日程・会場の変更はできません。よくご確認のうえでお申し込みください。 

 

８．お問い合わせ 

ご不明点等がございましたら下記までお問い合わせ下さい。 

問合せ先 （公社）全国ビルメンテナンス協会 事業推進部 

電話 03-3805-7560 

Mail suishin@j-bma.or.jp 

 


