電子マニフェスト情報

INFORMATION
電子マニフェスト
（JWNET）
を運営・管理する情報処理センターからのお知らせ

1. 環境省受託事業 電子マニフェスト導入実
務研修会の開催について

環境省からの受託事業として、下記の 9 県において、電子マニフェストをはじめるにあたって知っておきたい基本
的事項や導入手順等を説明する導入実務研修会を開催します。実際に、電子マニフェストを利用している処理業者等
の事例発表も予定しています。
（参加費無料）
地域

日

時

会

富山県

1月16日（月）
14：00 〜 16：00

富山県商工会議所 10階ホール
富山市総曲輪2-1-3

山形県

1月18日（水）
14：00 〜 16：00

ヒルズサンピア山形
山形市蔵王飯田637

岩手県

1月23日（月）
14：00 〜 16：00

いわて県民情報交流センター
盛岡市盛岡駅西通1-7-1

青森県

1月24日（火）
14：00 〜 16：00

アラスカ ダイヤモンドの間
青森市新町1-11-22

山梨県

2月7日（火）
14：00 〜 16：00

ベルクラシック甲府
甲府市丸の内1-1-17

沖縄県

2月9日（木）
14：00 〜 16：00

カルチャーリゾート フェストーネ
宜野湾市真志善3-28-1

高知県

2月13日（月）
14：00 〜 16：00

高知会館 飛鳥
高知市本町5-6-42

福井県

2月27日（月）
14：00 〜 16：00

福井自治会館 201研修室
福井市西開発4-202-1

山口県

3月1日（水）
14：00 〜 16：00

山口県総合保健会館 第1研修室
山口市吉敷下東3-1-1

場

蔵王
812研修室

研修室
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2. 電子マニフェスト普及促進のための導入実
務研修会等

JW センターでは、環境省受託事業のほか、導入実務研修会、個別導入相談会、操作体験セミナーを開催しており
ます。
いずれも参加費無料となっておりますので、これから電子マニフェストをはじめてみようとお考えの方は是非
JWNET ホームページよりお申込みください。

■導入実務研修会■
電子マニフェストの仕組みやメリット、導入に必要なもの、導入に当たってのお手続き等をご説明いたします。
地域
京都府

日
1月20日（金）
14:00 〜 16:00

時

会

場

京都テルサ 東館3階 第A・B会議室
京都市南区東九条下殿田町70番地
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1月24日（火）

北九州国際会議場
（21会議室）

群馬県

1月25日（水）
9:30 〜 12:00、13:30 〜 16:00

群馬建設会館
前橋市元総社町2-5-3

茨城県

2月21日（火）
10:00 〜 12:00

茨城県庁行政棟9階講堂
水戸市笠原町978番6

福岡県

14:00 〜 16:00

北九州市小倉北区浅野3-9-30

■個別導入相談会■
これから電子マニフェストの導入を検討されている方、導入して間もない方に対し、電子マニフェスト導入にあたっ
ての疑問点や円滑な導入手順、導入後の運用や操作方法等について、ご参加の皆様の業種や紙マニフェストの交付状況、
廃棄物の管理体制等の実情を踏まえて、面談形式で相談員がお答えします。
地域

開

催

日

京都府

1月20日（金）

佐賀県

1月31日（火）

千葉県

2月8日（水）

大阪府

2月14日（火）

時

間

会

場

①10：00 〜 10：30

②10：30 〜 11：00

③11：00 〜 11：30

④11：30 ～ 12：00

京都テルサ 東館3階 第8会議室
京都市南区東九条下殿田町70番地

①15：00 〜 15：30

②15：30 〜 16：00

アバンセ（佐賀県立男女共同参画センター）

③16：00 〜 16：30

④16：30 ～ 17：00

佐賀市天神3-2-11

①13：30 〜 14：00

②14：00 〜 14：30

千葉市生涯学習センター

③14：30 〜 15：00

④15：00 ～ 15：30

千葉市中央区弁天3-7-7

①14：00 〜 14：30

②14：30 〜 15：00

大阪産業創造館 5階

③15：00 〜 15：30

④15：30 ～ 16：00

大阪市中央区本町1-4-5

パソコン実習室

■操作体験セミナー■
デモシステムを使用し、実際にパソコンを操作しながら排出事業者、収集運搬業者、処分業者それぞれの基本的な
操作を習得できるセミナーです。
地域
京都府
福岡県
兵庫県
佐賀県
千葉県
兵庫県
大阪府

日

時

会

場

1月19日（木）

㈱アイシーエル

14：00 〜 16：00

京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1

1月25日（水）

北九州テレワークセンター会議室Ｃ

14：00 〜 16：00

北九州市小倉北区浅野3-8-1

1月27日（金）

ジョイナスカレッジ

10：00 〜 12：00

神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23

1月31日（火）

アバンセ
（佐賀県立男女共同参画センター）

13：00 〜 15：00

佐賀市天神3-2-11

2月8日（水）

千葉市生涯学習センター

10：00 〜 12：00

千葉市中央区弁天3-7-7

2月10日（金）

ジョイナスカレッジ

10：00 〜 12：00

神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23

2月14日（火）

大阪産業創造館 5階パソコン実習室

10：00 〜 12：00

大阪市中央区本町1-4-5

第八長谷ビル

AIMビル6階

三宮駅前校
サンデンビル3階

三宮駅前校
サンデンビル3階

上記日程以外にも、開催が決定次第、JWNET ホームページに掲載いたします。
各種説明会はいずれも JWNET ホームページよりお申込みいただくことができます。
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3. 電子マニフェスト利用に関するお知らせ
■JWNETパソコン版CSVファイル作成ツール（新規登録用）について■
電子マニフェストを新規登録するには、Web 画面を用いて一件ずつ登録する方法と、CSV ファイルに複数件数を
まとめて登録する方法があります。
この度、ExcelVBA を利用し、簡単な操作で CSV ファイルを作成できるツールを公開しました。本ツールで作成
した CSV ファイルを Web 版の新規登録メニューにアップロードすることで、一度に多くのマニフェスト登録をする
ことができます。
操作方法は JWNET ホームページを参照ください。
活用事例の紹介
1. ハウスメーカーの本店・支店（マニフェスト登録拠点）から各建設現場のマニフェスト情報を一括登録できます。
※ハウスメーカーでは、
各建設現場のマニフェスト（約 100 件 / 日）を、表計算ソフト等により作成した CSV ファ
イルを活用して、効率的にマニフェスト情報を作成・登録しています。
2. 外食産業の各店舗、コンビニ店等の直営店のマニフェスト情報を本部から一括登録できます。

電子マニフェスト情報

電子マニフェストに関するお問合せ
TEL

0800-800-9023（フリーアクセス）

電子マニフェストサポートセンター
URL http://www.jwnet.or.jp/jwnet/

e-mail info@jwnet.or.jp
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