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Comprehensive Assessment System for Builｔ Environment Efficiency 

建築環境総合性能評価システム 

 (2022 年度) 第 24 回  

CASBEＥ戸建評価員 講習・試験 
戸建住宅対象 

 

CASBEE（キャスビー）は建築物の環境性能を評価するシステムとして様々な場面で活用されています。 

本講習では、戸建住宅を対象とする CASBEE-戸建について、その評価方法や判断基準等について説明を行います。 

2022 年度の CASBEE 戸建評価員講習は、オンライン講習にて実施いたします。 

なお CASBEE 建築評価員資格をお持ちの方であれば、受講のみで試験は免除となる特例制度がありますので、この機会

に是非、戸建評価員の資格も取得されてはいかがでしょうか？試験については、会場定員の制限など基本的対処方針に則

って充分配慮した会場にて、従来どおり実会場にて実施といたします。（試験会場は東京会場のみ） 

■講習の日程等  オンライン講習 収録配信 

視聴期間 ： 202２年 5 月 27 日（金）～6 月 3 日（金）（予定） 
 

オンライン講習のため、人数に制限はありません。多くの方の受講をお待ちしております。 

 

・指定する URL にアクセスし、メールアドレスとパスワードを入力し、受講する方式になります。 

・受講は、PC･スマートフォン･タブレットが利用できます。 

 なお、推奨環境は次の通り。 

 PC：2Ghz 以上の CPU、メモリ 2GB 以上、Video メモリ 256MB 以上の PC で、対応ブラウザは、 

    Chrome84 以降、Edge79 以降、Safari13 以降、Firefox78 以降(Windows7 を除く) 

 スマートフォン･タブレット：iPhone6S(iOS12)以上の Safari、Android6 以上の Chrome 

・受講にかかる通信料は受講者の負担になりますのでご注意ください。 

※その他、オンライン講習視聴に関する注意事項等は、受講者へ視聴期間前にご連絡いたします。 

 

■試験の日程等 ※実会場にて、従来どおり筆記試験を行います 

開 催 地 開 催 日 時 会 場 定 員 

東京会場 2022 年 6 月 13 日（月） 14：20～16：10（予定） 
全国町村議員会館 

（東京都千代田区一番町 25） 
30 名 

 

※試験時間は 90 分 （14：30～16：00）、30 問 4 択肢、マークシート方式  （13：50 開場予定） 
 

受験資格 建築士資格（一級、二級、木造）のいずれかを保有し、講習を受講修了済の方 
 

（注）講習を受講せずに試験のみ受けることはできません。ただし、前年度の受講修了者は今回の試験を受験できます（再受講は不要）  

※受講した年度と翌年度の試験までは受験可能です。 
 

（注）本講習・試験は、CASBEE-戸建（新築）評価マニュアル（2021 年 SDGs 対応版）に基づき実施いたします。 

評価マニュアルをお持ちでない場合は、受講申込みの際に購入してください。（ダウンロードはありません） 
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■オンライン講習プログラム  （内容は予告無く変更される場合があります） 

時間 内容 

約 15 分 開会、資料確認、CASBEE の活用状況 

約 70 分 CASBEE 戸建の総論・SDGs 評価について 

約 75 分 戸建の環境品質（QH）の評価方法について 

約 75 分 戸建の環境負荷低減性（LRH）の評価方法について 
 

 

■CASBEE-戸建について 

CASBEE-戸建は、戸建住宅の環境性能を評価するシステムであり、住まいの環境効率（エコ度）を客観的な指標により評

価することができるツールです。 

ＣＡＳＢＥＥ-戸建には、新築時の性能を評価するＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）と、既存住宅の性能を評価する CASBEE-戸建（既

存）の２つのツールがあり、ハウスメーカーや工務店等の住宅事業者において、住まいの環境性能を表示するためのツール

として広く利用されています。 

新たに社会変革に向けた行動計画の評価として、従来のQ,Lに加え任意で実施可能な建築環境SDGsという軸が加わり、

チェックリストで評価が可能になりました。 
 

 

■CASBEE 戸建評価員登録制度について 

当財団（ＩＢＥＣs）では、ＣＡＳＢＥＥの基本理念を正しく理解し活用できる技術者を養成するため「ＣＡＳＢＥＥ戸建評価員登録

制度」を設けています。ＣＡＳＢＥＥ戸建評価員（以下戸建評価員）とはＣＡＳＢＥＥ-戸建（新築）、戸建（既存）評価マニュアルを

使って適正に評価を実施できる知識と技術を有する者として財団が認めた専門技術者のことです。 

戸建評価員になるためには、一級、二級、もしくは木造建築士の方でＩＢＥＣs の主催するＣＡＳＢＥＥ戸建評価員講習を受講

したうえで、試験の合格と登録が必要となります（登録料が別途必要）。CASBEE 戸建評価員は 5 か年の更新制としてお

り、更新の際は所定の更新手続きが必要となります（登録更新料が別途必要）。 
 

 

●CASBEE 建築評価員として登録されている方には試験免除の特例があります。 

現在、CASBEE建築評価員として登録されている方（失効していないこと）には、CASBEE戸建評価員の資格を試験免除

で取得できる特例があります。 

ただし、受講と登録は必須となりますので、ご希望の際は、まず CASBEE 戸建評価員講習の受講をお申込みください。 
 

■注意事項 

※新規に評価員を養成するための講習・試験です。すでに戸建評価員を登録されている方の登録更新のための講習ではあ

りません。 

※受講修了後、翌年度末までを受験有効期間とし、再受講することなく試験を受けることができますが、開催地は変更とな

ることがありますので、予めご了承ください。 

※試験は東京都及び会場等の実施ルールに基づき実施いたします。今後のコロナ感染拡大等の状況によっては本講習及

び試験の日時等をやむを得ず変更する場合があります。その場合には申込時にご登録いただいたメールアドレスにご案

内申し上げます。何卒ご了解をお願い申し上げます。 
 

当財団が本講習の申込みにより取得する個人情報の利用目的は次の通りです。 

・本講習に係る案内及び連絡・質問状に対する回答 ・その他財団が行う講習会、セミナーの案内  

なお、個人情報保護法第 24 条 1 項に定める事項については、当財団ホームページをご覧いただくか、当財団までお問合せください。 

お問合せ先   CASBEE 評価員センター  戸建評価員係 

一般財団法人 住宅・建築 SDGs 推進センター（IBECs） （旧名称：一般財団法人建築環境・省エネルギー機構） 

〒102-0093 東京都千代田平河町 2-8-9 HB 平河町ビル 

E-mail: casbee-hyoukain@ibec.or.jp 

 ※当財団ではテレワークを導入しているため、メールによるお問い合わせにご協力ください。 

TEL：03-3222-6714（平日 10:00～12：00、13：00～17：00） FAX：03-3222-6100 
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■お申込み受付期間 

2022 年 4 月 2５日（月）～5 月 20 日（金） ※定員になり次第受付終了 

■お申込方法 

１）受講申込フォームによりお申込みください。 

2)お申込みを受け付けますと、casbee-hyoukain@c-streaming.net から 

①［件名：【CASBEE 評価員講習・試験】申込を受け付けました］の自動配信メールが届きますので 

ご確認ください。 

登録を完了するには、上記メール本文にある URL をクリックする必要があります。 

登録が完了すると 

②［件名：【CASBEE 評価員講習・試験】受講者登録が完了しました］の自動配信メールが届きます。 

3）金額に間違いがないように、お申込みのコースを十分確認のうえ、受講・受験料を１名ずつ 

お振込ください。 

4）振込人名は受講･受験者のお名前をご記入ください。 

※先着順で定員になり次第締め切ります。 

※受講・受験料の入金確認ができない場合、申込を削除させていただきます。 

※電話での申込受付はいたしません。 

※お振込いただいた受講料・受験料は、満員等により当方からお断りをした場合を除き、 

原則として返金や次回以降の講習、試験への振り替えはできませんので、ご了承ください。 

振込先（振込手数料は各自ご負担ください）ATM で旧財団名が表示されることがございます。 

口座名 一般財団法人 住宅・建築ＳＤＧｓ推進センター 

口座名（カナ） ｻﾞｲ)ｼﾞｭｳﾀｸｹﾝﾁｸｴｽﾃﾞｨｰｼﾞｰｽﾞｽｲｼﾝｾﾝﾀｰ 

銀行名／支店名 三井住友銀行  東京公務部 （支店コード：０９６） 

預金種目／口座番号 普通預金 0162916 

※ATM 等での振り込みの際に旧財団名の ｻﾞｲ)ｹﾝﾁｸｶﾝｷｮｳ_ｼｮｳｴﾈﾙｷﾞｰｷｺｳ」が表示された場合でもその 

ままお振込みをお願いいたします。財団名称変更でお手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。 

■＜振込（ご利用）明細・必要資格書類＞のメール送付 

 1)＜振込（ご利用）明細・必要資格書類＞の免許証等の写し（スキャンまたは振込時の PC、スマホ画面

の PDF、画像等を、申込完了後に［自動配信されるメールに返信］する形で添付のうえ送信してくだ

さい。（B コースのみ必要資格書類の送付は不要です。） 

   ※インターネットバンキングによる振り込みの場合は、「振込日、振込人名義、金融機関名、金額」が 

わかるページの PDF またはスマホ画面画像などを添付してください。 
 

■＜領収書の＞発行 

 １）当財団にて＜振込（ご利用）明細・必要資格書類＞の確認処理が済みますと、 

確認メール［件名：【CASBEE 評価員講習・試験】入金・必要資格書類が確認できました］が配信され 

ますので、その後 WEB 登録画面より＜領収書＞の発行が可能となります。 

（確認処理には、5 営業日程度かかる場合があります） 

 ２）申込み画面に＜領収書＞の宛名を入力する欄がありますので、必要とする宛名を入力してください。

（空欄の場合は、ご登録いただいた個人宛の＜領収書＞になります） 

■＜評価マニュアル＞の送付（購入された方のみ） 

 １）講習申込と同時にお申込みいただいた＜評価マニュアル＞は、講習日より前にご自宅宛てに送付い

たします。 



受講 受験
評価

マニュアル
購入

一級、二級、
木造建築士

免許証の写し

CASBEE建築評
価員登録証明書
（カード又は登録
証）の写し

URL

QRコード
※読み取り後に
必ずコースを

ご確認ください

¥13,200 ¥16,500 ¥6,600 ¥36,300 要

https://www.c-streaming.net/v5/e-
learning/user/application.php?p=vPUHClBW%2B5E%3D
&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D

¥13,200 ¥16,500 不要 ¥29,700 要

https://www.c-streaming.net/v5/e-
learning/user/application.php?p=FaOfPkSzQNU%3D&kai
sha_id=zOCrCb5hViA%3D

¥13,200 無し ¥6,600 ¥19,800

https://www.c-streaming.net/v5/e-
learning/user/application.php?p=Q6M9ATW%2FXto%3D
&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D

¥13,200 無し 不要 ¥13,200

https://www.c-streaming.net/v5/e-
learning/user/application.php?p=bttWfoRCW94%3D&kai
sha_id=zOCrCb5hViA%3D

¥13,200 免除 ¥6,600 ¥19,800 要

https://www.c-streaming.net/v5/e-
learning/user/application.php?p=1DgT9EqygqI%3D&kais
ha_id=zOCrCb5hViA%3D

¥13,200 免除 不要 ¥13,200 要

https://www.c-streaming.net/v5/e-
learning/user/application.php?p=oRpWmPN8lqw%3D&ka
isha_id=zOCrCb5hViA%3D

無し ¥16,500 ¥6,600 ¥23,100 要

https://www.c-streaming.net/v5/e-
learning/user/application.php?p=tUZOoYdhZ8w%3D&kai
sha_id=zOCrCb5hViA%3D

無し ¥16,500 不要 ¥16,500 要

https://www.c-streaming.net/v5/e-
learning/user/application.php?p=ouIz0DUFrDc%3D&kais
ha_id=zOCrCb5hViA%3D

CASBEE建築
評価員登録者
（試験免除）

● Ａコース：講習と試験を受ける「受講・受験」コースです。

● Ｂコース：講習のみを受講するコースです。

● Ｃコース：CASBEE建築評価員登録者が「CASBEE戸建評価員」資格を取得するコースです。試験免除となります。（受講後の登録申請受付は、7月下旬からを予定）

　　　　　　　　受講対象は、講習申込み時点で「CASBEE建築評価員登録」をされている方（又は登録申請済で受付済の方）です。

● Ｄコース：試験のみ受験するコースです。試験のお申込み時点で次の①～③のすべてを満たす方が対象です。

　　　　　　　　①IBECsの講習を修了していること、②受験有効期間内にあること、③建築士資格（１級、２級、木造）をお持ちの方

▼講習使用テキスト（CASBEE評価マニュアル）

　本講習・試験は、CASBEE-戸建（新築）評価マニュアル（2021年SDGs対応版）に基づき実施します。お持ちでない場合は、受講申込みの際に購入してください。（ダウンロードはありません）

　（講習申込と同時にご注文いただいたテキストは、講習日より前にご自宅宛に送付いたします。）

※　一級、二級、木造建築士 免許の写し及び振込明細書の送付方法は、前頁の■振込明細・必要資格書類のメールまたは申込後に配信される自動返信メールをご覧ください。

■申込コース・費用・申込方法

下記URL又はQRコードからお申込みください

再受験
など

（受験資格を確
認してください）

合計金額
（税込）

※送付方法は下段に記載

A

B

C

D

金額（税込）

コ
ー
ス

項目

受講
＋

受験

受講
のみ

https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=vPUHClBW%2B5E%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=vPUHClBW%2B5E%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=vPUHClBW%2B5E%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=FaOfPkSzQNU%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=FaOfPkSzQNU%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=FaOfPkSzQNU%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=Q6M9ATW%2FXto%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=Q6M9ATW%2FXto%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=Q6M9ATW%2FXto%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=bttWfoRCW94%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=bttWfoRCW94%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=bttWfoRCW94%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=1DgT9EqygqI%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=1DgT9EqygqI%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=1DgT9EqygqI%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=oRpWmPN8lqw%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=oRpWmPN8lqw%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=oRpWmPN8lqw%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=tUZOoYdhZ8w%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=tUZOoYdhZ8w%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=tUZOoYdhZ8w%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=ouIz0DUFrDc%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
https://www.c-streaming.net/v5/e-learning/user/application.php?p=ouIz0DUFrDc%3D&kaisha_id=zOCrCb5hViA%3D
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受講・受験申込み 

評価マニュアル 

（購入者のみ）の送付 

講 習 

試 験 

試験の結果発表 
※合格者には登録申請書を送付 

登録申請 

ＣＡＳＢＥＥ戸建評価員登録 

登録証明書（ｶｰﾄﾞ）の交付 

更新（５年毎） 

CASBEE 戸建評価員 講習・試験 2022.04.25HP 掲載 

〇オンライン講習受講方法 

１．「受講者登録完了」メールに記載された URL にアクセスします。 

 

申込から登録までの流れ 
 

                             Ａ  Ｂ  Ｃ   Ｄ 
   コース   コース   コース    コース 

 

                         
  

 

 

 

 

 

 

 

 2．ログイン後、左上の menu より、「講習を受講する」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．入金確認メールが到着した後、受講ができる状況になりますが、 

    5 月２６日（木）迄は、受講・受験案内等のみ閲覧可能です。 

    講習本編は、202２年 5 月 27 日（金）より受講可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

お問合せ先   CASBEE 評価員センター  戸建評価員係 

一般財団法人 住宅・建築 SDGs 推進センター（IBECs） （旧名称：一般財団法人建築環境・省エネルギー機構） 

E-mail: casbee-hyoukain@ibec.or.jp  

※当財団ではテレワークを導入しているため、メールによるお問い合わせにご協力ください。 

 

ご不明な点等ございましたら、下記までお問合せください。 
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