
あなたに欲しい情報をお届け

茅野市
LINE 公式アカウント

茅野市LINE公式アカウントの友だち登録は３つの方法から

03　ホームページから登録

茅野市ホームページ 「茅野市公式LINE

アカウント」 のページにアクセスし、 友

達追加ボタンをタップ。

02　アプリ内で検索

LINEアプリのホームから 「茅野市」 で

検索。 「茅野市」 を選択し、 「追加ボ

タン」 を押して登録。

01　QRコードで登録

QRコードを読み込み、 「追加」 ボタンを

押して登録。
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←メニューの受信設定から設定できます。

受信設定で欲しい情報を選択！

しらべるメニューから知りたい情報へ誘導

受信設定をすることで、 あなたが欲しい情報をLINEから受け取ること

ができます。 子育て専用の受信設定もあります。

・ 性別　 ・ 年齢　 ・ 居住地 

・ 施設のお知らせ　

・ 講座やイベントといった情報

茅野市　受信設定項目

・ 妊娠している方　 ・ 子どもの年齢

・ 市内小中学校　 ・ 子育て施設のお知らせ

・ 子育て情報 （講座、 募集、 イベントなど）

子育て　受信設定項目

しらべるメニューから
知りたい情報を選択

ホームページの該当ページへ

知りたい情報へたどり着きやすくなり
ます。

選択肢から自分の知りたい情報を
より詳細に選び進める

茅野市LINE公式アカウントが新しくなり、より使いやすくなりました。この機会に友だち登録をお願
いします。

諏訪南リサイクルセンターがオープン！
ごみの出し方の変更点をお伝えします。

問　美サイクルセンター　☎72-2905

information

諏訪南リサイクルセンター
 10月１日13時オープン

 営業時間 ： 9時〜16時30分

 場所 ： 茅野市米沢1787-1

１ 「缶類」 が2種類➡3種類の分別に

 新たにスプレー缶が追加となりました。

　　【品目】

 ①アルミ缶　　　 ②スチール缶　　　   ③スプレー缶

2 「化粧びん」 は資源物として回収

 「化粧びん」は「不燃ごみ」としていますが、「びん類」

として回収します。

 色別に分けてびん類として分別をお願いします。

3 プラスチック製品の分別が4種類➡5種類に

 「その他プラスチック （容器包装プラスチック）」 を

「容器包装プラスチック」 と 「その他プラスチック」

に分けます。

 【品目】

 ①プラスチック類　②ペットボトル　③白色トレイ

 ④容器包装プラスチック　　⑤その他プラスチック

 【その他プラスチックの例】

洗面器

（プラスチック）

プラスチック製

おもちゃ

食品

保存容器

プラスチック製

食器

ストロー

CD、

CDケース

ハンガー

（プラスチック）

上川

ローソン
茅野米沢店様

ザ ・ ビッグ
茅野店様

日本電産サンキョー
茅野事業所様

諏訪南リサイクルセンター

諏訪南清掃センター

至 永明寺山

192

鋳物師屋口

埴原田

県道192号線から１本
中に入った道に登り口
があります。 （永明寺山
公園、 市民の森入り口の

看板が目印）

注

諏訪南リサイクルセンターでできること

● 粗大ごみが持ち込めます

 10㎏あたり200円

● 木製家具等は、 可燃部分と不燃部分を分けずに、 

そのまま出すことができます

 ただし、 簡単に取り外しができる金具等はできるだ

けはずしてください。

●常設リサイクルステーションを設置します

 設置施設は変わりますが、 今までどおり資源物と指

定袋の不燃物を受け入れします。

 設置場所が諏訪南清掃センターから移ります。 

諏訪南清掃センターでできること

● 可燃ごみを受け入れます

 ただし、 木製家具等の受け入れが、 諏訪南リサイク

ルセンターに変わります。

● 常設リサイクルステーションは、 諏訪南リサイクルセ

ンターへ

9月30日で廃止になること
● 茅野市不燃物処理場は閉鎖

● 「自転車」 「電子レンジ」 「ファンヒーター」 の戸別収

集は廃止となります。

リサイクルステーションでの資源物収集品目の変更

新 新

新
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