
地域の皆様

令和2年度 資源回収のお願い

平素より美しが丘中学校区(美中口美小・美東小)PTA活動にご支援を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、例年3月 の美しが丘連合自治会月例会にて資源回収収益金についてご報告しておりましたが、

令和元年度分につきましては新型コロナウイルス感染症拡大のため、ご報告が遅れましたことをお詫び

いたしますとともに、ご協力に深く感謝を申し上げます。収益金は生徒、児童の教育・校外活動支援等に活

用させていただきました。

なおt今年度も次のとおりPTAによる資源回収を執り行いますので、ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。

令和2年 9月 26日

横浜市立 美しが丘中学校田「A

美しが丘小学校PTA

美しが二東小学校PTA

轟 日 時・場 所 ※『【別紙1】 資源回収マツプ』を参照.

毎月 1日 ・ 11日 ・ 21日 ・“ 1～ 9地区(美小地区)

毎月 2日 ・ 12日 ・ 22日 ・・口 lo～ 14地区(美小地区)

毎月 3日 ・ 13日 ・ 23日 ・・・ p・ E地区(一部除く)(美東小地区)

毎 月 4日  ・ 14日  ・ 24日 ・・・ A口 B=C地区 (美東小地 区 )

0朝 9時までに出す (朝8時30分に爾が降つていたら申止)

島  品 目 ‐
※『【別紙2】 資源回収品日と出し方』参照 t

宙紙・・・ 新聞(折込チラ鴻 可)・織誌・継紙・1ルリク・段ボール

宙布 ・・・ 衣類・シーツ・毛布・力…テン

★特に麟■・吉布が、1絶 当たりのt●●が■いので、ご協力よるしC魂目いいたし赫 .

米注    監生産菫菫 しが三中学校で行なつておりました アルミ缶ロステ=ル缶回収は,

今年度より回収を実施しておりません。 これまでのご協力に感謝申し上げます。

轟

TEL. 045-671-3819
資源循環局業務課資源化係

回収についての問い合わせ先 TEL.044-388-7771
三晃紙業

6 分別についての問い合わせ先



【幸考】資源回収収益金のご報告

日頃より資源回収にご協力を賜り、厚く御札を申し上げます。

令和元年度に回収させていただきました資源と収益金のご報告をさせていただきます.

く令和元年度 彙しが三中学校区(姜小・員東小・彙中)資諄回収収益全>

美小分

(3～ 7月 、12～ 2月 )

美東小分

(3～ 7月 、12～ 2月 )

集中分

(8～ 11月 )

古紙等の種類 回収量 (kg) 売上額 (円 ) 回収量 (kg) 売上額(円 ) 回収量 (kg) 売上額 (円 )

新聞 (1～3円 /kg) 8132〔 21.09( 7,95C 20,28〔 8,16〔 20,46C

段ボール(2円 /kg) 2,80C 4,21( 4,45C 6,37( 3,28〔 4,97(

雑誌(1円 /kg) 6,14C 5=41( 8,80C 7,44( 5,67C 5,67〔

布類・ウェス(5円 /kg) 73C 3,65( 89C 4,45( 82C 4,10C

アメレミ缶 (10円 /kg) 3C 30(

売上額計 (A) 34,360円 38)840円 35,200円

横浜市資源回収奨励金

総回収量X3円 :(3)

17,990kg X 3 R==

53,970円

22,120kgX 3 n=

66,300円

17,930絶←)X3円 =

53,940円

総合計[(A)+(B)]
347360円 す53,970円 =

88,330円

38,340円 +66,360円 =

105,200「

35=200円 +53,940円 =

89,140円

*古紙等の種類別の回収量と奨励金算定の回収量は一難 ていません。

く令和元年度 責
=回

ntt金使逸>   ・

上記報告の収益金は、以下の美しが丘中学校区(美中二美小日美東小)PTA活動に活用させていただきました。

・美しが三中学校口・・部活動支援

・美しが丘小学校…麟ウサギの飼育・医療費、校舎美化活動整備等

中美しが丘東小学校 "口 ふれあい広場、運動会参加賞、卒業記念品等

今年度もPTAによる資源回収を執り行つております。引き続き、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上
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【★ :10～ 14地区】 収

毎月 2日・■2日・22
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【▲ :DeE地区】の回収日

轟:ど 二ヽ.■
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毎月 3日・ 13日・23日



【別紙2】 資源回収品目と出し方

(ご希菫燿
所が分か
るようにお
伝えくださ
い.楽学E
外は識く)

種類

分類 出し方 注意事項

★新聞

(折り込みチラシも可)

紙ひも等でしばる

紙袋に入れてもOK □苗奪駆[1鴛脱ょ

雑誌

雑紙

※注

雑誌・本

紙箱

包装紙

紙袋

OA紙

パンフレット

シュレッダーに

かけた紙

学校のプリント

紙ひも等でしばる

紙袋薔半透明の袋に

入れてもOK

粘着テープでまとめない

編ロップ等のワックス加工紙はNG
紙以外のものは出さない

(プラスチックやビニール、付録のCD、 ラップの結の金

属刃、紙以外の表紙・ティッシュ箱の取出ロロビニール

製手提げひも・粘着テープロ封筒のビニール部分など

は取り除く)

1紙彙尊から中身がはみ出るのはNG

郷レミック

(500ml以上のもの)

開いて水洗 E

乾燥したものを

紙ひもでしばる

紙袋に入れてもOK

1内●nt7′共等呻 鷲″嗜れた
ものはNG

I発 スチックの注ぎ日は外す

段ボニル
折りたたんで

紙ひも等でしばる

■アルミ等でコーティングされたものや
ワックス加工されたものは出さない

■粘着テープや、売名のカーボン紙は外す

★

古布

衣類

シーツ

毛布

カーテン

洗濯・乾燥したものを

半透明の袋に入れる

布団は出さない

汚れがひどいものは出さない

濡れるとリサイクル難 ないので注意 :

口
■
■
■

晟ヽ日11●

※注 雑紙に混ぜてはい1ナないもの
● ヨTグルト、アイスクリーム、カップめん等の紙製容器
● 洗剤等の紙製容器、せつけんの個別包装紙
● ピザの箱、ハンバすガーの包装紙
● `使用済みティッシュ


