
広島県主催 令和 4年度電子マニフェスト加入使用促進事業 

 

電子マニフェスト活用講習会 
 

広島県では，電子マニフェストの加入及び使用を促進するため，電子マニフェスト活用講習会を開催します。 

（公財）日本産業廃棄物処理センター（ＪＷセンター）講師による制度説明や操作説明を行います。 

“操作説明”と“操作体験”の二つのコースがありますので，プログラム内容や受講方法により選んでい

ただくことができます。当講習会は，（一社）全国土木施工管理技士会連合会の認定学習プログラム（CPDS）

に認定されています。この機会にぜひご受講ください。 

※定員に達し次第締め切らせていただきますので，締切日によらずお早めにお申込みください。 

 

 
【操作説明コース】 電子マニフェストの制度や操作についてご説明します。 

 

プログラム： ① 制度説明(60 分)  ② 操作説明(45 分) 
 

・会場での対面受講，または ZOOM ウェビナーによるオンライン受講が可能です。 

・プログラム①または②のみの受講も可能です。 

・パソコンを使う実習形式ではありません。 

・会場にお越しいただき，対面でプログラム①②を全て受講された場合に限り，申込時の申請により CPDS

の受講証明書を発行します。オンライン受講の場合は CPDS 受講証明書を発行できません。 

開催日時 
主な対象者 

※対象以外の方も

受講できます。 
実施会場 定員 

申込 

〆切日 

令和４年９月３０日(金) 
10:00～11:45 

(②操作説明 11:00～) 

処理事業者 
向け 

広島市 広島県情報プラザ２F 第 1 研修室 

または 
ZOOM によるオンライン受講 

４０名 申込終了 

令和４年９月３０日(金) 
14:00～15:45 

(②操作説明 15:00～) 

排出事業者 
(建設以外)向け 

広島市 広島県情報プラザ２F 第 1 研修室 

または 
ZOOM によるオンライン受講 

４０名 申込終了 

令和４年１０月１８日(火) 
14:00～15:45 

(②操作説明 15:00～) 

排出事業者 
(建設)向け 

東広島市 広島県テクノプラザ 第 4 研修室 

または 
ZOOM によるオンライン受講 

４０名 １０／１２ 

令和４年１2 月 2 日(金) 
10:00～11:45 

(②操作説明 11:00～) 

処理事業者 
向け 

広島市 広島県情報プラザ２F 第 1 研修室 

または 
ZOOM によるオンライン受講 

４０名 １１／２５ 

令和４年１2 月 2 日(金) 
14:00～15:45 

(②操作説明 15:00～) 

排出事業者 
(建設)向け 

広島市 広島県情報プラザ２F 第 1 研修室 

または 
ZOOM によるオンライン受講 

４０名 １１／２５ 

令和 5 年１月２６日(木) 
14:00～15:45 

(②操作説明 15:00～) 

排出事業者 
(建設以外)向け 

福山市 県民文化センターふくやま 文化交流室 

または 
ZOOM によるオンライン受講 

４０名 １／２０ 

 
【会場】（広島市） 広島県情報プラザ  〒730-0052 広島市中区千田町 3-7-47 

（東広島市） 広島県テクノプラザ 〒739-0046 東広島市鏡山 3-13-26 
（福山市） 広島県民文化センターふくやま 〒720-8519 福山市東桜町 1-21 

※駐車場のない会場もありますので，公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。 
 

 

  

受講無料 

CPDS 認定 

【操作体験コース】の内容や 受講申込み については裏面をごらんください。 



 
【操作体験コース】 パソコンを使用して JWNET の操作体験ができる講習です。 

 

プログラム： ③ 制度説明(50 分)  ④ パソコンを使った操作体験(90 分) 
 

・プログラム③④を全て受講された場合に限り，申込時の申請により CPDS の受講証明書を発行します。 

・オンライン受講はできません。 

開催日時 
主な対象者 

※対象以外の方も

受講できます。 
実施会場 定員 

申込 
〆切日 

令和４年９月２７日(火) 
13:30～15:50 

排出事業者 
(建設以外)向け 

広島市 合人社ウェンディひと・まちプラザ 
マルティメディア実習室 

２０名 終了 

令和４年１０月２０日(木) 
13:30～15:50 

処理事業者 
向け 

広島市 合人社ウェンディひと・まちプラザ 
マルティメディア実習室 

２０名 １０／１７ 

令和４年１０月２１日(金) 
 9:40～12:00 

処理事業者 
向け 

福山市 穴吹ビジネス専門学校 C401 教室 ７名 １０／１８ 

令和４年１０月２１日(金) 
13:30～15:50 

排出事業者 
(建設)向け 

福山市 穴吹ビジネス専門学校 C401 教室 ７名 １０／１８ 

令和４年１１月１０日(木) 
13:30～15:50 

排出事業者 
(建設)向け 

広島市 合人社ウェンディひと・まちプラザ 
マルティメディア実習室 

２０名 １１／４ 

令和４年１１月１１日(金) 
 9:40～12:00 

処理事業者 
向け 

福山市 穴吹ビジネス専門学校 C401 教室 ７名 １１／７ 

令和４年１１月１１日(金) 
13:30～15:50 

排出事業者 
(建設)向け 

福山市 穴吹ビジネス専門学校 C401 教室 ７名 １１／７ 

令和 5 年 1 月２７日(金) 
13:30～15:50 

排出事業者 
(建設以外)向け 

広島市 合人社ウェンディひと・まちプラザ 
マルティメディア実習室 

２０名 １／２０ 

【会場】（広島市） 合人社ウェンディひと・まちプラザ 

 〒730-0036 広島市中区袋町 6-36 
（福山市） 穴吹ビジネス専門学校 

〒720-0052 福山市東町 2-3-6 

※駐車場のない会場もありますので，公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください。 

 

受講申込み方法 
下記 URL から、広島県ホームページの申込みフォームへアクセスいただき、必要事項を 

ご記入のうえ、お申込みください。受講決定通知書を〆切後にメールでお送りします。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/denmani-seminar-2022.html 

 

申込み〆切：各講習会案内の〆切日を参照  
※申込み先着順・定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。 

※各事業者から複数名の申込みがある場合は，人数調整させていただく場合があります。 

お問合せ 
一般社団法人広島県資源循環協会（事業受託者） 
〒730-0052 広島市中区千田町３－７－４７ 
電話：(082)247-8499 
Mail : hshigen-takata@gol.com 

主催 
広島県 環境県民局 産業廃棄物対策課 
〒730-8511 広島市中区基町１０－５２ 
電話：(082)513-2963 
Mail : kansanhaiki@pref.hiroshima.lg.jp 

広島県 電子マニフェスト活用講習会 


