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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

平成29年６月の廃棄物処理法改正により、今後、特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に電子マニフェストの
使用が義務化されることとなりました。

このたび、電子マニフェスト使用の義務化の対象となることが想定される特別管理産業廃棄物の多量排出事業者等
を対象とする、電子マニフェスト導入説明会を開催いたします。参加費は無料です。

電子マニフェストはどのようなものか知りたい、これから電子マニフェストを導入したい、とお考えの事業者様は
お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。
【説明会内容】
（1）改正廃棄物処理法の概要（環境省）　（15分）
（2）電子マニフェストの仕組みと運用（JWセンター）　（105分）

　ビデオやスライドを利用し、電子マニフェストの概要、電子マニフェストシステムの操作をご説明します。
【開催日程・会場】

地域 開催日 時間 会場

長野県 1月17日（水） 14：00 ～ 16：00 JA長野県ビル 12B会議室
（長野市大字南長野北石堂町1177番地3 12F）

岡山県 1月25日（木） 14：00 ～ 16：00 TKP岡山会議室
（岡山市北区磨屋町1-6 岡山磨屋町ビル2F）

宮城県 2月1日（木） 14：00 ～ 16：00 TKPガーデンシティ PREMIUM仙台東口 ホール10B
（仙台市宮城野区榴岡3-4-1 アゼリアヒルズ10F）

熊本県 2月14日（水） 14：00 ～ 16：00 TKPガーデンシティ熊本
（熊本市中央区下通1-7-18 ホテルサンルート熊本 3F）

栃木県 2月22日（木） 14：00 ～ 16：00 栃木県総合文化センター
（宇都宮市本町1-8 3F）

【申込み方法】
JWNET ホームページからお申込みいただけます。

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。
■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 開催日 時間 会場

滋賀県 1月18日（木） 13：30 ～ 15：30 彦根商工会議所
彦根市中央町3-8

京都府 1月19日（金） 14：00 ～ 16：00 京都テルサ　東館 2階 第 2・3セミナー室
京都市南区東九条下殿田町70番地

福島県 1月29日（月） 13：30 ～ 15：30 ビッグパレットふくしま「研修室」
郡山市南二丁目52番地

東京都 2月8日（木） 14：00 ～ 16：00 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

電子マニフェスト普及促進のための導入実務研修会等２．

環境省事業　特別管理産業廃棄物多量排出事業者等を対象にした 
電子マニフェスト導入説明会の開催について１．
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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 時間 会場

京都府 1月26日（金） ①13：30 ～ 14：10　③15：10 ～ 15：50
②14：20 ～ 15：00　④16：00 ～ 16：40

株式会社アイシーエル　研修室（7階）
京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1
第八長谷ビル

佐賀県 1月30日（火） ①14：00 ～ 14：30　③15：00 ～ 15：30
②14：30 ～ 15：00　④15：30 ～ 16：00

アバンセ（佐賀県立男女共同参画センター）
佐賀市天神三丁目2-11

千葉県 2月21日（水） ①13：30 ～ 14：00　③14：30 ～ 15：00
②14：00 ～ 14：30　④15：00 ～ 15：30

千葉市生涯学習センター
千葉市中央区弁天3-7-7

■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 開催日 時間 会場

兵庫県 1月24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

京都府 1月26日（金） 10：00 ～ 12：00 株式会社アイシーエル　研修室（7階）
京都市下京区烏丸通仏光寺下ル大政所町680-1　第八長谷ビル

三重県 1月26日（金） 14：00 ～ 16：00 ハイトピア伊賀　5階 視聴覚室
伊賀市上野丸之内500番地

大阪府 1月30日（火） ①10：00 ～ 12：00
②14：00 ～ 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1-4-5

佐賀県 1月30日（火） 10：00 ～ 12：00 アバンセ（佐賀県立男女共同参画センター）
佐賀市天神三丁目2－11

岡山県 1月31日（水） 13：30 ～ 15：30 岡山県生涯学習センター 情報創作棟4階 パソコン教室①
岡山市北区伊島町3丁目1-1

岩手県 2月6日（火） ①10：00 ～ 12：00
②13：30 ～ 15：30

いわて県民情報交流センター　会議室805
盛岡市盛岡駅西通1丁目7-1

三重県 2月7日（水） ①10：00 ～ 12：00
②14：00 ～ 16：00

津市中央公民館　2階 情報研修室
津市大門7-15

東京都 2月8日（木） 14：00 ～ 16：00 日本産業廃棄物処理振興センター
千代田区二番町3番地麹町スクエア7階

静岡県 2月16日（金） ①10：00 ～ 12：00
②14：00 ～ 16：00

三島市民生涯学習センター
三島市大宮町1-8-38

兵庫県 2月20日（火） 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

三重県 2月20日（火） ①10：00 ～ 12：00
②14：00 ～ 16：00

四日市市なやプラザ　2階 工学演習室
四日市市蔵町4-17

静岡県 2月20日（火） ①10：00 ～ 12：00
②14：00 ～ 16：00

B-nest静岡産学交流センター
静岡市葵区御幸町3-21 ペガサート7F

千葉県 2月21日（水） 10：00 ～ 12：00 千葉市生涯学習センター
千葉県千葉市中央区弁天3-7-7

静岡県 2月22日（木） ①10：00 ～ 12：00
②14：00 ～ 16：00

エーグッド研修センター
浜松市中区平田町103 浜松ターミナルハイツ

北海道 2月23日（金） ①10：00 ～ 12：00
②13：30 ～ 15：30

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

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。
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平成29年4月1日より、少量排出事業者を中心とする利用者の経済的負担の軽減を図るとともに、電子マニフェスト
の一層の普及拡大を図る観点から、排出事業者のB料金基本料を2,160円/年から1,944円/年に、B料金とC料金及び処
分業者のB料金（処分報告機能+2次登録機能）の使用料を32.4円/件から21.6円/件に値下げいたしました（表1、2）。

この機会に、是非ご加入し、電子マニフェストをご利用ください。
また、現在利用されている方も、利用料金区分を変更することにより、さらにお得になる場合がありますのでご検

討ください。

表1　排出事業者の料金� （税込）

利用料金区分
Ａ料金 Ｂ料金 団体加入料金

※2（Ｃ料金）

変更前 平成29年
4月１日以降 変更前 平成29年

4月１日以降 変更前 平成29年
4月１日以降

基本料
（1年間） 25,920円 2,160円 1,944円 不要

使用料
（登録情報1件につき） 10.8円

（66件まで無料）
32.4円

（90件まで無料）
21.6円 32.4円 21.6円

利用区分の目安となる
年間登録件数（※1） 1,200件以上 2,401件以上 1,199件以下 2,400件以下 ―

※1）年間登録件数が2,400件以下の場合はB料金の方がお得です。2,401件以上登録する場合は、A料金をおすすめします。
※2） 排出事業者が30以上集まって加入する等の条件を満たす排出事業者は、団体加入により加入することができます。 

団体加入は、利用料金表に定めるC料金（団体加入料金）が適用されます。

表2　処分業者（処分報告機能＋２次登録機能）の料金� （税込）

利用料金区分
Ａ料金

（処分報告機能＋2次登録機能）
Ｂ料金

（処分報告機能＋2次登録機能）
変更前 平成29年4月１日以降 変更前 平成29年4月１日以降

基本料
（1年間） 25,920円 12,960円

使用料
（登録情報1件につき） 10.8円 （66件まで無料）

32.4円
（90件まで無料）

21.6円
利用区分の目安となる
年間登録件数（※3） 700件以上 1,381件以上 699件以下 1,380件以下

※3）年間登録件数が1,380件以下の場合はB料金の方がお得です。1,381件以上登録する場合は、A料金をおすすめします。

電子マニフェスト料金の値下げ３．
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