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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
INFORMATION

電子マニフェスト廃棄物分類コードの追加
電子マニフェスト普及促進のための導入実務研修会等

　�以下のとおり、一体不可分の産業廃棄物に、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」が追加されました。
分類コード一覧は、JWNETホームページからご確認ください。

廃棄物の種類 分類コード大分類 中分類 小分類
水銀使用製品産業廃棄物 2500000

電池類 2510000
照明機器 2520000

HIDランプ 2521000
蛍光灯※ 2522000

医薬品等 2530000
農薬 2531000
医薬品 2532000

電池類、照明機器、医薬品等、水銀回収義務付け製品以
外の製品

2540000

水銀回収義務付け製品（計測器以外） 2550000
スイッチ及びリレー 2551000

水銀回収義務付け製品（計測器） 2560000
水銀体温計※ 2561000
水銀式血圧計※ 2562000

水銀含有ばいじん等 2600000
ばいじん 2610000
燃え殻 2620000
汚泥 2630000
廃酸 2640000
廃アルカリ 2650000
鉱さい 2660000

　　　　　�※小分類の蛍光灯、水銀体温計、水銀式血圧計は、9月 30日以前の分類コードから大分類、中
分類、分類コードを変更

　廃棄物処理法施行規則第 7条の 2の 4で定める 37種類等の水銀使用製品産業廃棄物の対応する分類は以下のとお
りです。

大分類 中分類 小分類 分類コード 廃棄物処理法施行規則で定める37種類の水銀使用製品産業廃棄物等
に該当する分類コード

水銀使用製品産業廃棄物 2500000 分類コード選択不可

電池類 2510000 以下の製品は中分類「電池類：2510000」を選択
・水銀電池、・空気亜鉛電池

電子マニフェスト廃棄物分類コード１．

廃棄物処理法施行令の改正に伴い、平成29年10月1日から電子マニフェスト廃棄物分類コードに「水
銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を追加しました。

また、電子マニフェストがどんなものか知りたい、これから利用してみたい、という方々に向けて、
導入実務研修会、個別導入相談会、操作体験セミナー等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。
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照明機器 2520000 ・放電ランプ（蛍光ランプ及びHIDランプを除く。）
HIDランプ 2521000 ・HIDランプ（高輝度放電ランプ）
蛍光ランプ 2522000 ・蛍光ランプ（冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。）

医薬品等

2530000 以下の製品は中分類「医薬品等：2530000」を選択
・顔料、・水銀の製剤、・塩化第一水銀の製剤
・塩化第二水銀の製剤、・よう化第二水銀の製剤
・硝酸第一水銀の製剤、・硝酸第二水銀の製剤
・チオシアン酸第二水銀の製剤、・酢酸フェニル水銀の製剤

農薬 2531000 ・農薬
医薬品 2532000 ・医薬品

電池類、照明機器、医薬品
等、水銀回収義務付け製品
以外の製品

2540000 以下の製品は中分類「電池類、照明機器、医薬品等、水銀回収義務付
け製品以外の製品：2540000」を選択
・温度定点セル、・ボイラ（二流体サイクルに用いられるものに限る。）
・水銀抵抗原器、・周波数標準機、・参照電極、・その他組込製品等

水銀回収義務付け製品（計
測器以外）

2550000 以下の製品は中分類「水銀回収義務付け製品（計測器以外）：
2550000」を選択
・灯台の回転装置、・水銀トリム・ヒール調整装置
・差圧式流量計、・傾斜計、・握力計
・その他回収義務付け製品

スイッチ及
びリレー

2551000 ・スイッチ及びリレー（水銀が目視で確認できるもの。）

水銀回収義務付け製品（計
測器）

2560000 以下の製品は中分類「水銀回収義務付け製品（計測器）：2560000」を
選択
・気圧計、・湿度計、・液柱形圧力計
・弾性圧力計（ダイアフラム式のものに限る。）
・圧力伝送器（ダイアフラム式のものに限る。）
・真空計、・ガラス製温度計、・水銀充満圧力式温度計

水銀体温計 2561000 ・水銀体温計
水銀式血圧
計

2562000 ・水銀式血圧計

■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、導入に当たっての留意事項等をご説明いたします。

地域 日時 会場
福岡県 10月25日（水）

14:00 ～ 16:00
クローバープラザ 506研修室A
春日市原町3丁目1番7号

北海道 11月1日（水）
14:00 ～ 16:00

函館市勤労者総合福祉センター　視聴覚室
函館市大森町2－14

東京都 11月7日（火）
10:00 ～ 12:00

エッサム本社ビル　3階グリーンホール
千代田区神田須田町1－26－3

愛知県 11月8日（水）
10:00 ～ 12:00

名古屋国際会議場　231号室（2号館3階）
名古屋市熱田区熱田西町1－1

東京都 12月5日（火）
10:00 ～ 12:00

エッサム本社ビル　3階グリーンホール
千代田区神田須田町1－26－3

北海道 12月6日（水）
14:00 ～ 16:00

苫小牧市民会館　2階　205号室
苫小牧市旭町3丁目2番2号

高知県 12月6日（水）
10:00 ～ 12:00

高知会館　3階「飛鳥の間」
高知市本町5丁目6－42

電子マニフェスト導入説明会２．
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■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、導入後の運用等について、面談形式で相談員がお答えします。

地域 開催日 時間 会場
群馬県 10月18日（水） ①13：30 ～ 14：00　②14：10 ～ 14：40

③14：50 ～ 15：20　④15：30 ～ 16：00
群馬県生涯学習センター
前橋市文京町2丁目20番22号

北海道 11月30日（木） ①13：00 ～ 13：40　②13：40 ～ 14：20
③14：20 ～ 15：00　④15：00 ～ 15：40

とかちプラザ　コンピュータルーム
帯広市西4条南13丁目1番地

東京都 12月5日（火） ①14：00 ～ 14：40　②14：50 ～ 15：30
③15：40 ～ 16：20

エッサム本社ビル　小会議室101
東京都千代田区内神田1－26－3

高知県 12月12日（火） ①13：30 ～ 14：00　②14：00 ～ 14：30
③14：30 ～ 15：00　④15：00 ～ 15：30

高知会館　3階「飛鳥の間」
高知市本町5丁目6－42

北海道 12月13日（水） ①13：00 ～ 13：40　②13：40 ～ 14：20
③14：20 ～ 15：00　④15：00 ～ 15：40

札幌市生涯学習センター コンピューター研修室
札幌市西区宮の沢1条1丁目1－10

群馬県 12月20日（水） ①13：30 ～ 14：00　②14：10 ～ 14：40
③14：50 ～ 15：20　④15：30 ～ 16：00

群馬県生涯学習センター
前橋市文京町2丁目20番22号

■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 日時 会場
兵庫県 10月25日（水）

10:00 ～ 12:00
ジョイナスカレッジ　三宮駅前校
神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23　サンデンビル4F

奈良県 10月26日（木）
14:00 ～ 16:00

OAルーム Begin桜井 本校研修室
桜井市桜井 241-1

富山県 10月27日（金）
13:30 ～ 15:30

（株）富山県情報総合センター 2F専門研修室
富山市高田527（情報ビル内）

大阪府 11月7日（火）
10:00 ～ 12:00

大阪産業創造館 5Fパソコン実習室
大阪市中央区本町1丁目4番5号

兵庫県 11月13日（月）
10:00 ～ 12:00

ジョイナスカレッジ　三宮駅前校
神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23　サンデンビル4F

神奈川県 11月14日（火）
10:00 ～ 12:00
14:00 ～ 16:00

公益社団法人神奈川県産業資源循環協会
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル4階

神奈川県 11月15日（水）
10:00 ～ 12:00
14:00 ～ 16:00

公益社団法人神奈川県産業資源循環協会
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル4階

北海道 11月30日（木）
10:00 ～ 12:00

とかちプラザ　コンピュータルーム
帯広市西4条南13丁目1番地

徳島県 11月30日（木）
13:30 ～ 15:30

徳島県立障害者交流プラザ
徳島市南矢三町2丁目1-59

愛知県 12月5日（火）
13:00 ～ 15:00

愛知県産業廃棄物協会
名古屋市中区金山2-10-9 第8フクマルビル3F会議室

兵庫県 12月8日（金）
14:00 ～ 16:00

ジョイナスカレッジ　三宮駅前校
神戸市中央区琴ノ緒町5-4-23　サンデンビル4F

北海道 12月13日（水）
10:00 ～ 12:00

札幌市生涯学習センター　コンピューター研修室
札幌市西区宮の沢1条1丁目1－10

愛媛県 12月13日（水）
10:00 ～ 12:00
14:00 ～ 16:00

愛媛県生涯学習センター
松山市上野町甲650

群馬県 12月20日（水）
9:30 ～ 12:00

群馬県生涯学習センター 3F　教育工学室
前橋市文京町2丁目20番22号

大阪府 12月20日（水）
10:00 ～ 12:00
14:00 ～ 16:00

大阪産業創造館5F　パソコン実習室
大阪市中央区本町1丁目4番5号

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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