第 24 回

機密書類リサイクルへの参加企業(事業所)募集
◆ 主催者で積み込み・随行・積み下ろし・溶解まで立ち会うので安心！
◆ 貴重な紙資源を燃やさずに、トイレットペーパーへリサイクル！
◆ 市価に比べて格安の料金設定。会員ならさらに割引料金に！
◆ 後日に計量証明書・溶解証明書を発行！
企業内の重要な書類をはじめ、顧客や社員の住所録等、個人情報などを含む機密書類を
いくつかの企業（事業所）が一緒に回収し、まとめたものを大型トラックで製紙工場に持ち込み
再生を行っています。事業所・団体・行政が協働で環境問題に取り組むシステムで、4 月と 10
月の年 2 回、定期的に開催しています。
会員以外の事業所や個人の参加もＯＫです。気軽にご参加ください。

実 施 日

2019 年 4 月 16 日（火）

雨天決行

搬入時間

9:30～11:00（各自搬入）

搬入場所

豊中市伊丹市クリーンランド（豊中市原田西町 2-1）

再生業者

西日本衛材（株）（兵庫県たつの市）
プライバシーマーク認証企業 認証番号 17000467(05)

費

用

一般価格：1 ㎏につき 25 円

会員価格：1 ㎏につき 15 円

※会員価格は、とよなか市民環境会議アジェンダ 21、豊中商工会議所
の会員が対象です。
※総量 100 ㎏未満の場合は、手数料として別途 500 円が必要です。
※請求書は、計量証明書・溶解証明書とあわせて、後日に送付します。

申し込み

4 月 9 日（火）までに申込書をお送りください
※申し込みの総容量が一定量に達した時点で申込を締め切ります

主 催

NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21、豊中商工会議所

協 力

豊中市環境部、豊中市伊丹市クリーンランド

申込み・問合せ先
NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21
〒561-0881 豊中市中桜塚 1-24-20 環境交流センター内
TEL：06-6844-8611 FAX：06-6844-8668
E-mail：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp

機密書類リサイクルシステム

投入完了後、製紙原料となり
その後トイレットペーパーに
生まれ変わる。
・・・・・・・・・・・・・・
計量証明書と溶解証明書を発行
クリーンランドの協力を得て計量

モニターで溶解のようすを確認

運搬のトラックに積込み

ベルトコンベアーでダンボールごと溶解槽へ

積込み完了

到着後すぐに荷降ろし、投入作業を行う

製紙工場へ輸送

機密書類の出し方
◎機密書類は必ず段ボール箱に入れてください。
◎禁忌品（入れてはいけないもの）を入れないようにしてください。
◎段ボール箱は一人で持てる重さとし、重くなりすぎないようにしてください。
◎段ボール箱は紙製のテープ（クラフトテープ）で必ずとめてください。
布製やビニール製のテープ、PP バンドは使用しないでください。
◎禁忌品以外は、貴社が機密書類と判断されるものは基本的にすべて受け入れます。
搬入時に持ち込まれた箱の中身を主催者がチェックすることはありません。
◎機密書類の出し方や禁忌品で不明な点があれば、下記にお問合せください。
NPO 法人とよなか市民環境会議アジェンダ 21（TEL：06-6844-8611）

禁忌品（入れてはいけないもの）
・キングファイルなどのプラスチック製ファイルの留め具部分
・クリアファイルやクリアポケットなどのプラスチック製品
・ポリプロピレン製の PP バンド（梱包用の平たいもの）
・CD、DVD、ビデオテープなど
・写真やアルバムなど

・感熱紙

・カーボン紙

・防水加工紙

・パウチしたもの

※以下は機密書類から外さなくてかまいません（箱に入っていて OK です）
ホッチキス、ゼムピン、ダブルクリップ、ガチャ玉
紙製フラットファイルの留め具部分（プラスチックや金具）
硬い材質の黒表紙
とじひも、リボン、輪ゴム
ポリプロピレン製の玉ひも（縦に手でさけるやわらかいひも）

第 24 回機密書類リサイクル（2019 年 4 月 16 日）申込書

貴社名
〒
住所

担当者名
担当者部署

担当者連絡先

ＴＥＬ （

）

―

ＦＡＸ （

）

―

E-mail

＠

該当するものに○してください

会員区分

②アジェンダ 21 会員

①商工会議所会員

③一般

おおよその予定の箱数を記入してください

廃棄予定容量
（排出量）

ダンボール箱（大：

箱） （中：

箱）

（小：

箱）

【例】大：
（縦・横・高さ 95cm 以上～110cm 未満） …みかん箱やや大きめ
中：
（80cm 以上～95cm 未満） …B４コピー用紙の箱
小：
（80cm 未満） …A４コピー用紙の箱

機密書類の搬入時に、機密書類を積まない車両の同行があるかどうか
機密書類を積まな
い車両の同行

「①同行がある」場合は、同行車両についての案内も送ります
どちらかに○してください

①同行がある

②同行はない（搬入車両のみ）

機密書類の溶解先の西日本衛材（たつの市）まで随行するかどうか
溶解の確認随行

どちらかに○してください

①随行します

②随行しません（主催者に一任します）

開催の数日前に搬入手順や地図を送付する際、希望する受け取り方法
（E-mail を選ばれた場合、次回の開催案内も E-mail でお送りします）
事前連絡の手段

どちらかに○してください

①担当者連絡先の FAX

②担当者連絡先の E-mail

その他、問い合わせ事項があればお書きください。

備考

FAX：０６－６８４４－８６６８
E-mail：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp

機密書類リサイクル
トイレットペーパーの販売
機密書類リサイクル事業にあわせて、機密書類をリサイクルしてできたトイレットペーパーも取り
扱っています。機密書類として搬出した用紙から作られたトイレットペーパーを事業所で使ってい
ただくことで、紙資源の循環を行いませんか？
参加者対象の特別価格を設定し、機密書類リサイクルの搬入時にお持ち帰りいただけま
す。購入をご希望の方はお申込ください。
● 再生紙 100％
● 紙芯を省いたタイプ（ワンタッチ式ペーパーホルダーにも使えます）
● 130ｍの長尺タイプのため、取替えの手間が少なくお買い得
● 1 ケース 60 個入りですが、1 個からの購入も可能です
● 機密書類から作ったことを示したシールなども用意できます
● 機密書類をおろした後に、トイレットペーパーを積んで帰れます

機密書類リサイクル参加者 対象

特別価格：1 個 70 円（税込）
通常 1 個 80 円（税込）のところ、特別価格を設定！

取扱い主：とよなか市民環境会議アジェンダ 21
※2019 年 4 月 16 日（火）の機密書類リサイクル参加者が対象です。
※機密書類リサイクル時の受け渡しを前提としています。
※持ち帰り以外での購入希望や、機密書類リサイクルへ参加せずに購入だけを希望の場合は別途ご
相談ください。
※2019 年 4 月 9 日（火）までにお申込ください。
※機密書類の処理費用と一緒に請求書を送付いたします。
申込み・問合せ先
特定非営利活動法人とよなか市民環境会議アジェンダ２１
TEL：06-6844-8611 FAX：06-6844-8668
E-mail：jimukyoku@toyonaka-agenda21.jp

機密書類リサイクルのトイレットペーパー

申込書

FAX：０６－６８４４－８６６８
貴社名
希望購入数
請求書

個
機密書類処理費用の請求用紙と（ 別紙がよい ・ 一緒がよい ）

その他に何かありまし
たらお書きください

＜製品に関する留意事項＞
※取り扱う製品は、西日本衛材（株）の「ワンタッチコアレス 130M」です。
（エコマーク認定番号 第 03 108 033 号、古紙パルプ配合率 100％）
※今回持ち込んだ機密書類そのもので作った製品をお渡しするのではありません。西日本衛材（株）は日常的に機
密書類を受け入れており、全体として少なくとも約 1/4 は機密書類が製品の材料となっています。
※製品は 1 箱 60 個入りのため、60 個単位でのお申込の場合は製品の箱にて、それ以外の端数のお申込の場合は
任意の箱や紙袋等にてお渡しします。
※製品と一緒に機密書類から作ったことを示したシールの貼り付けや説明用紙の同封等を行うことがありますが、それ
らの表示は西日本衛材（株）から得た情報をもとに、とよなか市民環境会議アジェンダ 21 が作成したものです。

