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令和４年度独占禁止法に関する研修会 よくあるお問い合わせ（Ｑ＆Ａ） 

R4.8.4版 

 Ｑ Ａ 

１ 受講申込書は受付期間終了後でも提出でき

ますか。 

まずは、申込先の振興局建設部までご連絡

ください。ただし、ＣＰＤやＣＰＤＳの学習

履歴申請を予定している方は、参加を希望す

る開催日の１週間前までに提出してくださ

い。 

２ 去年、受けたのですが今年も受ける必要が

ありますか。 

入札参加資格の受付時の加点に限れば、審

査基準日の前日までの 2 年間に 1 回でも受け

ていれば認められます。ただし、毎年講習を

受けて独占禁止法への理解を深めていただく

ことは大歓迎です。 

３ 受講は義務ですか。 義務ではありません。 

ただし、受講すると入札参加資格の加点項目

である「独占禁止法の遵守体制の整備」の加

点条件の 1 つを満たせます。 

４ この講習を受けるだけで入札参加資格の加

点項目である「独占禁止法の遵守体制の整

備」で加点を受けられますか。 

他にも条件があります。「独占禁止法の遵守

体制の整備」の加点を受けるには 

(1) 独占禁止法遵守マニュアルを作っている

こと 

(2) 社外研修（この講習会も社外研修の一つ

です。）又は社内研修を審査基準日の前日まで

の 2 年間に実施したことがあること 

(3) 監査体制としての担当部署や担当者等を

設置していること 

(4) 従業員が相談・通報等できる窓口を設置

していること 

を全て満たす必要があります。 

詳しくは、独占禁止法遵守体制の整備につい

てをご覧下さい。 

５ この講習を受ければ入札参加資格の加点項

目である「独占禁止法の遵守体制の整備」に

自動的に加点されますか。 

加点を受けるには申請が必要です。 

また、格付けの例外措置に該当している場

合は、解消の報告も必要です。 

詳しくは、地方基準点数の定期再算定につ

いてをご覧下さい。 

６  受講申込書の「CPD又は CPDS 登録番

号」とは、何を指していますか。 

 

補足※「CPDや CPDSとは何ですか」とい

う Q&A が１９番にあります 

該当がない場合は記入の必要ありません。 

【CPDS の場合】 

一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会

が発行する CPDS 技術者証に記載されている

登録番号のことです。(※「個人 ID」と同義) 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/d00208978.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/d00208978.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/shinsa/index.html#teikisaisantei
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/shinsa/index.html#teikisaisantei
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【CPDの場合】 

（建築士会 CPD参加者または建築施工管

理技士の場合）11 桁の CPD番号のことで

す。一級建築士の場合は 6桁の番号のみ。二

級建築士の場合は  二＋登録県名+番号です。

（例：二和歌山 987654） 

木造建築士の場合は、木＋登録県名+番号で

す。（例：木和歌山 987654） 

(一社)建設業振興基金の登録者の場合は、

「ききんの CPD」で発行されている ID（カ

ード番号と同じ）です。 

(公社)日本建築積算協会 CPD参加者の場合

は、上記の例示の他に下記の番号をご記入下

さい。 

・建築コスト管理士 

80M＋0000＋登録番号（5桁） 

・建築積算士 

80E＋0000＋登録番号（5 桁） 

・建築積算協会員 

80F＋0000＋登録番号（5 桁） 

 

７ ＣＰＤ（ＣＰＤＳ）の認定されるユニット

数はいくつですか。 

３unit（３単位）です。 

８ ＣＰＤ（ＣＰＤＳ）の学習履歴申請はどの

ようにすればよいですか。 

今年度の建設業法等研修会では、ＣＰＤ及

びＣＰＤＳの学習履歴申請は一括して和歌山

県が代理で申請します。研修終了後に受講者

のみなさまが行う手続きはありません。 

９ ＣＰＤ（ＣＰＤＳ）の学習履歴申請を予定

していますが、受講確認はどのように行うの

ですか。 

開会時、閉会時、および研修中随時のタイ

ミングで、受講確認を行います。具体的な方

法としては、開会時及び閉会時においては、

Microsoft Teams 会議画面の出席者リスト

に、受講者ＩＤが表示されているか確認しま

す。（受講者ＩＤとは、受講決定通知に記載さ

れている、「ＣＰＤ（またはＣＰＤＳ）番号・

受講者名」で構成されたＩＤです。） 

10 オンラインでの受講に不安があります。 手引きをご用意していますので、一度ご参

照ください。（令和４年度独占禁止法に関する

研修会のホームページ上で公開しています）。 

また、個別にご相談も承りますので、申込

先の振興局建設部あてご連絡ください。 

※開催日まで余裕がある場合は、メールで

の問い合わせをお願いします。 
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11 来年以降もオンラインで開催するのです

か。 

新型コロナウィルス感染症の状況を踏まえ

て検討いたします。 

12 Microsoft Teams アプリは必ずダウンロ

ードしないといけないのですか。また、お金

はかかりますか。 

パソコンで受講していただく場合は、ダウ

ンロードの必要はありません。

（GoogleChrome かMicrosoftEdge か

Safari いずれかのブラウザで研修URL を開

いていただければ、研修に参加できます。） 

タブレット等のタッチパネル端末をご利用

の方は、必ずアプリをダウンロードしてくだ

さい。なお、アプリは無料です。 

13 Microsoft Edge で Microsoft Teams に

サインインしようとすると、サイトが継続的

にループし、サインインできなくなります。 

以下の手順をお試しください。 

1.Edge の [設定] ウィンドウで、[サイトの

アクセス許可] および [Cookie およびサイ

ト データ] を選択します。 

 

2.[サイトに Cookie データの保存と読み取

りを許可する (推奨)] をオンにし、[サード 

パーティの Cookie をブロックする] がオフ

になっていることを確認します。 または、サ

ードパーティの Cookie をブロックしたまま

にする必要がある場合は、手順 3 を実行し

ます。 

 

3.同じウィンドウで、[許可] の下にある [追

加] を選択 して、次のサイトを追加します。 

•[*.]microsoft.com 

•[*.]microsoftonline.com 

•[*.]teams.skype.com 

•[*.]teams.microsoft.com 

•[*.]sfbassets.com 

•[*.]skypeforbusiness.com 

 

4.もう一度サインインをお試しください。 

14 パソコンはカメラ付きでないとだめです

か。 

必要ありません。 

15 受講者の姿は映るのでしょうか。 受講者の姿は映りません。（研修受講中はカ

メラやマイクはオフにしてください。オンに

すると映ってしまいます。） 

16 研修資料はありますか。 あります。令和４年度独占禁止法に関する

研修会のホームページ内に掲載する予定です

（８月下旬ごろ）。 
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各自でダウンロードの上、ご利用くださ

い。 

17 CPDと CPDS 両方の学習履歴を申請する

ことは可能ですか。 

和歌山県としては可能です。ただし、各認

定団体(一般社団法人全国土木施工管理技士会

連合会、建築士会)がどのように取り扱うか

は、各団体によりますので、１つの研修を 2

以上の別団体に学習履歴申請した場合どのよ

うな取り扱いになるか、各認定団体にお問い

合わせください。 

18 受講証明書がほしいです。 入札参加資格の受付時加点のための受講証

明書については、令和 4年 10 月 31 日以降

（全日程の終了後）、郵送します。 

19 CPD、CPDS とは何ですか。 ＣＰＤとは建築士会が建築士等の能力開発

にふさわしい研修として認定した講習会等の

研修プログラムに CPD参加者が出席し、そ

の情報を CPD単位として建築士会が専用サ

ーバーに登録することで CPD参加者の履修

履歴を蓄積します。この履歴に基づき、参加

者の求めに応じて建築士会が証明書を発行す

る仕組みです。(建築士会ホームページより) 

CPDS とは CPDS は個人 ID の加入者が講

習会などで学習をした場合に、その学習の記

録を登録し、必要な場合に学習履歴の証明書

を発行するシステムです。 

一般に継続学習は CPD（Continuing 

Professional Development）と呼ばれます

が、一般社団法人全国土木施工管理技士会連

合会(JCM)は平成 12 年に他の建設系学・協

会に先がけいち早く CPDを導入し、特に固

有の名称として CPDに System のＳを付け

て CPDS と呼んでいます。(JCM ホームペー

ジより) 

 

20 申込をしたパソコンと異なるパソコンで視

聴してもよいですか。 

問題ありません。 

ただし、受講の際に入力する「受講者 ID」

はお間違えの無いようにお願いします。 

※受講確認については、受講決定通知に記載

の「受講者 ID」で行うため。 

21 会議入場の際に、受講者 IDの後ろに（ゲス

ト）という文字が付いていますが、問題ない

ですか。 

問題ありません。受講者 IDさえ表示されて

いれば大丈夫です。 
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22 研修会に出席（Teams 会議に参加）した

ところ、自分の顔が映っています。消すには

どうすれば良いですか。 

パソコンの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン以外の場合も同様のマークが画面

上にありますので、タッチして OFFにして

ください。（見当たらない場合は画面上を 1

度タッチしてみてください。） 

 

このカメラマークをクリックし

て、OFFにしてください。 

隣のマイクマークのように、 

斜線が入れば成功です。 

 


