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オンライン講習の説明

令和4年10月28日更新

⚫ 本講習は、Cisco社の「Webex」のウェビナー機能を利用して
開催します。（Cisco Webex Events（クラシック）

⚫ 端末要件やインターネット環境等については、Webex Meetings Suite
システム最小要件をご確認ください。

https://help.webex.com/ja-jp/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-システム要件

⚫ 上記以外のブラウザで参加された場合、一部正常に動作しない機能が
ある可能性があります。ご了承ください。

⚫ スマートフォンからの参加も可能ですが、本講習では、パワーポイント
等の資料を使用しますので、できるだけ大きな画面でご覧いただけるよ
う、パソコン・タブレットでの参加を推奨しています。
(マイク・カメラ機能は不要です。)

※オンライン講習の受講にあたって通信料等が発生する場合は、 受講者負
担となります。

１．推奨環境

オンライン(Webex)による不当要求防止責任者講習(以下「講習」とい
う。)について、必ず事前にお読みください。

推奨環境

Google Chrome

Microsoft Edge

Webex アプリ
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２.オンライン講習にかかる注意事項とお願い

⚫ ご利用環境の確認

・本講習の受講にあたり「Webex」に対応する端末要件やインターネット環境 につきま
しては、「１推奨環境」（👉p.1参照）を事前に確認の上、各事業所の実情に応じてご
判断・ご対応いただきますようお願いします。これに関する技術的・専門的なお問い
合わせには応じられません。

※オンライン講習の受講にあたって通信料等が発生する場合は、
受講者負担となります。

⚫ オンライン講習の修了要件

・本講習は、講習通知書（往信はがき）（以下「通知書」という。）に記載された責任
者の方のみ受講できます。

・リマインドメールや参加URLの招待メールは送信できませんので、忘れずに受講して
ください。参加URLおよびイベントパスワードは、「事前登録」画面の「予約状況」
に記載しています。（👉p.3参照）

・講習中は、理由なく席を離れないでください。
・受講状況を確認するため、講習中、Webexの「投票」機能にて複数回、簡単な質問を
します。質問に回答していただけない場合や受講時間が短い場合、途中退室された場
合など修了と認められないときは、講習は無効とさせていただき、受講修了書の発行
はありませんので、あらかじめご了承ください。

※講習が無効となった場合は、後日、群馬県暴力追放運動推進センターから連絡があ
りますので、再度、受講登録をお願いします。

⚫ 質疑応答

・講習中は、Webexの「チャット」又は「Q&A」機能で質問をお受けします。
・質問内容が他の参加者に表示されないよう、主催者のみ選択できます。
・質問の内容や進行状況等により講習時間内に回答できない場合があります。
・講習中に回答できなかった場合は、内容に応じて後日対応します。

⚫ アンケート調査

・本講義中に不当要求等に関するアンケートを実施しています。ご協力いただきますよ
うよろしくお願いします。

⚫ 講習内容の取扱い

・本講習の録画・録音・撮影・スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用は
固くお断りいたします。万一、これらの行為が発覚した場合、法的措置にて対処させ
ていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
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３.事前準備 －「予約状況」画面の確認－

オンライン（Webex）講習の受講時に必要となる「参加URL」や「イベントパスワード
」は、本講習「事前登録」画面の「予約状況」画面「備考」欄に記載しています。

（「予約状況」へのアクセス方法👉p.4参照）

⚫ 本講習で使用する「暴力団追放マニュアル」および「暴力団対策の手引き」
など講習資料を講習前日までに郵送いたします。各１部のみ提供します（
無料）。
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４.当日の参加方法

お手元に講習通知書（往信はがき）（以下「通知書」という。）と
講習資料 をご用意ください。

講習資料（👉p.3）を事前にダウンロードし印刷された場合は、併せてご用意ください。

① 「事前登録」画面へアクセス（次のイ・ロ・ハいずれかで）

イ) 通知書の二次元コードを読み取り、当該URLを受講に使用する端末機器へメー
ル等で転送

ロ) 通知書のURL （https://boutsui-gunma.org/kousyu）へアクセス

当日は、講習開始１時間前（12時30分）から入室できます。 講習開始時刻
の10分前までに受講環境を整えてください。

②「事前登録」画面へログイン

通知書に記載されている貴社の郵便番号および通知書番号（ハイフンなし）を入力し、
ログインしてください。
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③ 「予約状況」画面へ（p.3参照）

×

④ 「備考」欄の「ミーティング番号」「ミーティングパスワード」をコピー
し、デスクトップなどへ貼り付けておく（直接入力する場合は大文字と小文字、英字と

数字と間違えないこと）

⑤ 「備考」欄の「参加URL」から「Webex」（Cisco）へ
※パソコンからの参加を推奨していますが、タブレット等からの参加も可能です。

受講方法

当日は、下記の「参加URL」にアクセスし、開催時刻の10分
前まで に受講環境を整えてください。

○ 参加URL：

https://boutsui-gunma.webex.com/

講習開始時刻１時間前
（12時30分）から入
室できます。
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前頁にて「参加URL」をクリックすると、Webex Eventのミーティングに参加する 画
面が表示されます。はじめてWebexを利用される方には「ブラウザから参加する」を推
奨しておりますが、使用環境によりアプリのダウンロードが必要な場合があります。

「ミーティングに参加」をクリックし、「ミーティング番号」「ミーティングパス
ワード」入力画面でミーティングパスワードを入力してください。
下記のような「ミーティング番号」「あなたのお名前」「メールアドレス」を入力す

る画面が表示されましたら、下記【入力手順】のとおり入力してください。
※機種・使用環境によって画面表示・参加手順が異なります。

ー ここからはCisco Webex 側の画面になります ー

※ 参加する機種・環境によって、「Webex Meeting」アプリのインストールが必要です。

※ 注意
個人情報を入力しないようご留意ください。
システムの仕様上、個人情報をご入力された場合でも第三者に知られることはありません。

①「ミーティング情報の入力」の欄にミーティング番号を入力(ハイフン・スペース不要
)

講習開始時刻１時間前（12時30分）から入室できます。

【入力手順（PC）】

②「名前」の欄に会社名(事業所名)を入力

③「メールアドレス」欄に 通知書番号@boutsui.com を入力

例） 2200809001@botsui.com

④「ゲストとして参加」をクリック
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【入力手順①（タブレット等）】

「参加URL」をクリック後、下記①～④の手順に沿ってご参加ください。

※スマートフォン等から参加する場合は、アプリ「Webex Meeting」のダウンロード（
以下「DL」と表示）が必要です。また、通信回線・電源の確保をお願いします。

①下記画面に移動後、「参加」をクリック ②「メールアドレス」欄に

通知書番号@botsui.com

を入力し「次へ」をクリック。

③ 「姓」に通知書番号（ハイフンなし）、

「名」に会社名・支店名を記入。
メールアドレスより下の項目は空欄のま
ま「送信」をクリック
※アプリ未DLの方は、送信後にアプリDL画面へ

2200908001

2200908001@boutsui.co
m

●●株式会社××支店

2200908001@boutsui.com

④アプリが自動的に開かれます。

パスワードを入力し「OK」を

クリック

-7-



【入力手順②（iPad等）】

必要事項を入力すると、画面右上の「参加」が青色になるの
で押下する。

① 予約確認画面の備考欄に記載されている
ミーティング番号を入力

② 「名前」に通知書番号_会社名を入力
③ メールアドレスに通知書番号@boutsui.comを入力
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【音声のチェック】

音声が聞こえない場合は…

１ ご自身のデバイスの音量設定をご確認ください

Windowsの「スタート」ボタンから
「システム」➡「サウンド」設定の画面を開き、右図の
ようにマスター音量が0（ゼロ）になっている場合は右
側へずらしてください。

２ Cisco Webex Event 側のスピーカー の設定が適切か、ご確認
ください

[windowsの場
合]

講習開始時刻までに確認してください。

※講習開始時刻１時間前（12時30分）から入室できま
す。

①ツールバーの「音声とビデオ」をクリック

②「スピーカーとマイクの設定」をクリック

「スピーカーとマイクの設定」ボタンから認識されているスピーカーをご確認ください

③出力量を上げる

• 右図のように、認識しているスピーカーとご
使用になりたいスピーカー(パソコン内蔵又
は外付けスピーカー)が合致しているか、ス
ピーカーの出力量が0（ゼロ）になっていな
いかご確認ください。

• スピーカー機能が内蔵されていないパソコン
では外付けスピーカーがないと音声が聞こえ
ません。

• リモートワークをしている方は、”RDP(リ
モートデスクトッププロトコル)”を利用して
いないかを確認してください。

• たとえば、通常の業務は会社のパソコンを動
作して、自宅のパソコンへ画面転送だけ行う
RDP（リモートデスクトッププロトコル）を
利用していると、音声が聞こえない場合が
あります。その場合は、RDPの利用を解除し
ていただく必要があります。職場の情報担当
者へお問い合わせください。

👉上記の方法で解決しない場合は
、 音声のトラブルシューティン
グ詳細ヘルプページ「Webex 音
声トラブルシューティング」で
検索
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• 講習中、参加画面右の「チャット」欄にアンケートのURLが送られてきます。 該当す

るURLをクリックし、講習終了（退室）までに回答してください。

• 主催者へのご質問、配信環境に関するご質問は「チャット」を利用してください。

• アンケートとは別に「投票」を数回設けています。(各10分程度) 詳しくは、講習の
冒頭にご説明します。

【質問方法（PC） 】

• 講習内容に関するご質問は「Q＆A」から発言できます。上図右下のメッセージ記入欄
に質問内容を入力後、「主催者」を選択し「Enter（エンター）」を押してください。

【アンケートへの回答方法（PC）】

５.講習中の操作
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• 講習中、主催者から「チャット」でアンケートのURLが送 られてきます。該当するURL
をクリックし、講習終了（退室）までに回答してください。

• 主催者へのご質問、配信環境に関するご質問は「チャット」機能を利用してください。

• アンケートとは別に「投票」を数回設けています(各10分程度)。詳しくは、講習の冒頭
にご説明します。
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【質問方法（タブレットなど）】

• 講習内容に関するご質問は「Q＆A」 から
以下の手順で発言できます。

1. 質問を投稿

2. 質問内容を入力

3. 送信相手（主催者）を選択

4. 送信

【アンケートへの回答方法（タブレットなど）】



【投票の方法】

• 講習途中、出席中を確認するため、不定期で複数回の投票を求める時が
あります。

• チャットから投票の求めがあった際には、 から投票をお願い致し
ます。

• 投票が複数回されない場合には、受講時間が短い場合、途中退室された
場合と同様、講習中の視聴が短いと判断し、修了と認められないときは、
講習は無効とさせていただきます。

…

群馬県前橋市江田町448番11号
警察本部江田町庁舎内

027-254-1100
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