
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。

なお、

ますのでご相談ください。

できます。市役所生活環境課または

 

 

開 始

実施場所

       

実施時間

対象品目：汚れ、傷みのないまだ着るこ

 

資源・ごみ分別、出し方の再確認をお願いします！

 

 

皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。

なお、無記名や未分別の

ますのでご相談ください。
また、平成

できます。市役所生活環境課または

問い合わせ：

最近、地区の衛生

れています。取り残され、

浄などを行い

★☆環境家計簿で

 

 

開 始 日：

実施場所：カインズ塩尻店

       

実施時間：各店舗の営業時間内

対象品目：汚れ、傷みのないまだ着るこ

とができる衣類【下着・着物を除く】

資源・ごみ分別、出し方の再確認をお願いします！

  
皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。

無記名や未分別の

ますのでご相談ください。
平成 30 年度と同程度

できます。市役所生活環境課または

問い合わせ：生活環境課廃棄物対策係

最近、地区の衛生当番

れています。取り残され、

浄などを行い、最終的に処分をしてくださっています。

～資源・ごみ

・収集予定表に

・指定の袋

・汚れやにおいの強いプラスチック製容器包装はもえるごみ

・缶、びん、ペットボトルは

・迷ったときは平成

記載の品目ごとの分別方法や注意点を確認

・収集されなかったものは出した人が

環境家計簿で地球にやさしい暮らしを

：令和元年

：カインズ塩尻店

       綿半スーパーセンター塩尻

：各店舗の営業時間内

対象品目：汚れ、傷みのないまだ着るこ

とができる衣類【下着・着物を除く】

資源・ごみ分別、出し方の再確認をお願いします！

皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。

無記名や未分別のごみが

ますのでご相談ください。
年度と同程度の大きさのカレンダーを

できます。市役所生活環境課または

生活環境課廃棄物対策係

当番の方から「ごみが残されていて困っている」との連絡が多く寄せら

れています。取り残され、その後引き取られなかったごみは衛生当番の方が再分別や再洗

、最終的に処分をしてくださっています。

～資源・ごみ

・収集予定表に

指定の袋は必ず

・汚れやにおいの強いプラスチック製容器包装はもえるごみ

・缶、びん、ペットボトルは

・迷ったときは平成

記載の品目ごとの分別方法や注意点を確認

・収集されなかったものは出した人が

地球にやさしい暮らしを

令和元年 7 月 17
：カインズ塩尻店 

綿半スーパーセンター塩尻

：各店舗の営業時間内

対象品目：汚れ、傷みのないまだ着るこ

とができる衣類【下着・着物を除く】

資源・ごみ分別、出し方の再確認をお願いします！

皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。

ごみが、頻繁に出される場合は、調査や

ますのでご相談ください。 
の大きさのカレンダーを

できます。市役所生活環境課またはお近くの

生活環境課廃棄物対策係

の方から「ごみが残されていて困っている」との連絡が多く寄せら

その後引き取られなかったごみは衛生当番の方が再分別や再洗

、最終的に処分をしてくださっています。

～資源・ごみの出し方ポイント

・収集予定表に基づき、当日の朝

は必ず記名 

・汚れやにおいの強いプラスチック製容器包装はもえるごみ

・缶、びん、ペットボトルは

・迷ったときは平成 31 年度資源物・ごみ収集カレンダー

記載の品目ごとの分別方法や注意点を確認

・収集されなかったものは出した人が

地球にやさしい暮らしを☆★

17 日（水）

綿半スーパーセンター塩尻店

：各店舗の営業時間内 

対象品目：汚れ、傷みのないまだ着るこ

とができる衣類【下着・着物を除く】

庭木の剪定・伐採を行い

私有地からはみ出している樹木は、私有地所有者が

管理する必要があります。

折れ木・落枝や樹木が敷地からはみ出していること

が原因で事故などが発生した場合は、

責任を問われる場合があります。

資源・ごみ分別、出し方の再確認をお願いします！

皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

力のほどよろしくお願いいたします。 

頻繁に出される場合は、調査や

の大きさのカレンダーを

お近くの支所にお越しください。

 

生活環境課廃棄物対策係 市役所

の方から「ごみが残されていて困っている」との連絡が多く寄せら

その後引き取られなかったごみは衛生当番の方が再分別や再洗

、最終的に処分をしてくださっています。

出し方ポイント

、当日の朝

 

・汚れやにおいの強いプラスチック製容器包装はもえるごみ

・缶、びん、ペットボトルは汚れを洗って

年度資源物・ごみ収集カレンダー

記載の品目ごとの分別方法や注意点を確認

・収集されなかったものは出した人が

★ 

（水） 

店 

対象品目：汚れ、傷みのないまだ着るこ 

とができる衣類【下着・着物を除く】 

庭木の剪定・伐採を行い

私有地からはみ出している樹木は、私有地所有者が

管理する必要があります。

折れ木・落枝や樹木が敷地からはみ出していること

が原因で事故などが発生した場合は、

責任を問われる場合があります。

資源・ごみ分別、出し方の再確認をお願いします！

皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

頻繁に出される場合は、調査や

の大きさのカレンダーをご希望の方は、拡大コピーし

支所にお越しください。

市役所 1 階 8

の方から「ごみが残されていて困っている」との連絡が多く寄せら

その後引き取られなかったごみは衛生当番の方が再分別や再洗

、最終的に処分をしてくださっています。 

出し方ポイント～ 

、当日の朝８：３０までに出す

・汚れやにおいの強いプラスチック製容器包装はもえるごみ

汚れを洗ってから出す

年度資源物・ごみ収集カレンダー

記載の品目ごとの分別方法や注意点を確認

・収集されなかったものは出した人が引き取り、再分別をお願いします

塩尻市市民

塩 尻 市 衛 生 協 議 会 連 合

「クリーン塩尻」推進連絡会

 

庭木の剪定・伐採を行い

適切な管理をしましょう！

私有地からはみ出している樹木は、私有地所有者が

管理する必要があります。（民法第

折れ木・落枝や樹木が敷地からはみ出していること

が原因で事故などが発生した場合は、

責任を問われる場合があります。

資源・ごみ分別、出し方の再確認をお願いします！

皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

頻繁に出される場合は、調査や

ご希望の方は、拡大コピーし

支所にお越しください。 

8 番窓口 

の方から「ごみが残されていて困っている」との連絡が多く寄せら

その後引き取られなかったごみは衛生当番の方が再分別や再洗

までに出す 

・汚れやにおいの強いプラスチック製容器包装はもえるごみ

から出す 

年度資源物・ごみ収集カレンダー

記載の品目ごとの分別方法や注意点を確認 

引き取り、再分別をお願いします

第７８号 令和元

(

＜発行＞

塩尻市市民生活事業部

塩 尻 市 衛 生 協 議 会 連 合

「クリーン塩尻」推進連絡会

 

庭木の剪定・伐採を行い、 

適切な管理をしましょう！

私有地からはみ出している樹木は、私有地所有者が

（民法第 233

折れ木・落枝や樹木が敷地からはみ出していること

が原因で事故などが発生した場合は、所有者の方が

責任を問われる場合があります。（民法第

資源・ごみ分別、出し方の再確認をお願いします！

皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

頻繁に出される場合は、調査や個別指導を行い

ご希望の方は、拡大コピーしたものをお渡し

 ☎0263-

の方から「ごみが残されていて困っている」との連絡が多く寄せら

その後引き取られなかったごみは衛生当番の方が再分別や再洗

 

・汚れやにおいの強いプラスチック製容器包装はもえるごみ 

年度資源物・ごみ収集カレンダー4 ページから

引き取り、再分別をお願いします

裏面もご覧ください→

令和元年７月

(２０１９年) 

＜発行＞ 

事業部生活環境課

塩 尻 市 衛 生 協 議 会 連 合

「クリーン塩尻」推進連絡会

適切な管理をしましょう！

私有地からはみ出している樹木は、私有地所有者が

233 条） 

折れ木・落枝や樹木が敷地からはみ出していること

所有者の方が

民法第 717 条）

資源・ごみ分別、出し方の再確認をお願いします！ 

皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

個別指導を行い

ものをお渡し

-52-0679 

の方から「ごみが残されていて困っている」との連絡が多く寄せら

その後引き取られなかったごみは衛生当番の方が再分別や再洗

 

ページから 

引き取り、再分別をお願いします

裏面もご覧ください→

月 

環境課 

塩 尻 市 衛 生 協 議 会 連 合 会 

「クリーン塩尻」推進連絡会議 

適切な管理をしましょう！ 

私有地からはみ出している樹木は、私有地所有者が

折れ木・落枝や樹木が敷地からはみ出していること

所有者の方が

） 

 

皆さまが資源物・ごみステーションを気持ちよく利用できるよう、ご理解、ご協

個別指導を行い 

ものをお渡し

 

の方から「ごみが残されていて困っている」との連絡が多く寄せら

その後引き取られなかったごみは衛生当番の方が再分別や再洗

 

引き取り、再分別をお願いします 

 

裏面もご覧ください→ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記事内容に関するお問い合わせは
 
塩尻市

電話：

 

◆集合場所

◆持ち物

※

※

◆バスのお申込み・お問い合わせ

日時：７月３１日（水）

会場：

集合；

日時：８月７日（水）

場所：長野県林業総合センター

集合：長野県林業総合センター

◆

◆

◆

◆

◆

◆

記事内容に関するお問い合わせは
 
塩尻市 市民生活

電話：0263-52

 

◆集合場所 

◆持ち物   

※ 午前のみの参加も可能です。

※ 午前 9 時に塩尻消防署南側駐車場から

無料送迎バスが出ます。
                        

◆バスのお申込み・お問い合わせ

生活環境課環境係

日時：７月３１日（水）

会場：総合文化センター２階

集合；総合文化センター２階

放射能って何

第３回
日時：８月７日（水）

場所：長野県林業総合センター

集合：長野県林業総合センター

健康な森って

◆日    時

◆見学施設

(予定)

◆参 加 費

◆募集人数

◆応募締切

◆応募方法

記事内容に関するお問い合わせは

生活事業部 

52-0280(内線

  高ボッチ高原第２駐車場

  飲み物、雨具、昼食

午前のみの参加も可能です。

時に塩尻消防署南側駐車場から

無料送迎バスが出ます。
                      

◆バスのお申込み・お問い合わせ

生活環境課環境係☎

第 1 回 放射能調査隊
日時：７月３１日（水） 午後１時３０分～午後３時３０分

総合文化センター２階

総合文化センター２階

放射能って何？測定

第３回 森のめぐみ探検隊
日時：８月７日（水） 午前９時４５分～午後３

場所：長野県林業総合センター

集合：長野県林業総合センター

健康な森ってどんな森

時    8

見学施設    ・プラスチック製容器包装のリサイクル施設

)    ・焼却灰のリサイクル施設

費    200

募集人数    40

（お願い）※工場内は徒歩で見学するため、自力で歩行できる方

応募締切    7

応募方法    電話、

記事内容に関するお問い合わせは

 生活環境課

内線 1113) FAX

高ボッチ高原第２駐車場

飲み物、雨具、昼食(午後の部参加者

午前のみの参加も可能です。 

時に塩尻消防署南側駐車場から

無料送迎バスが出ます。(要申し込み
                      締切 ７月１

◆バスのお申込み・お問い合わせ 

☎0263-52

放射能調査隊
午後１時３０分～午後３時３０分

総合文化センター２階 教養室  

総合文化センター２階 教養室 

測定を通して学ぼう！

森のめぐみ探検隊
午前９時４５分～午後３

場所：長野県林業総合センター周辺    

集合：長野県林業総合センター 森林学習

どんな森？木を切ってみよう

8 月 8 日(木)

・プラスチック製容器包装のリサイクル施設

・焼却灰のリサイクル施設

200 円/人（旅行保険料）

40 名 応募多数の場合は初参加者優先のうえ

（お願い）※工場内は徒歩で見学するため、自力で歩行できる方

※小学生以下は保護者同伴

7 月 25 日(木

電話、FAX または生活環境課窓口にて

記事内容に関するお問い合わせは 

生活環境課   〒399

FAX：0263-54

高ボッチ高原第２駐車場 

午後の部参加者

時に塩尻消防署南側駐車場から 

要申し込み) 
７月１2 日(金

52-0744(直通

放射能調査隊 
午後１時３０分～午後３時３０分

   参加費：500

を通して学ぼう！

森のめぐみ探検隊 
午前９時４５分～午後３時 

   参加費：無料

森林学習展示室駐車場

切ってみよう

) 午前 7 時

・プラスチック製容器包装のリサイクル施設

・焼却灰のリサイクル施設

（旅行保険料）

応募多数の場合は初参加者優先のうえ

（お願い）※工場内は徒歩で見学するため、自力で歩行できる方

※小学生以下は保護者同伴

木) (☎：0263

または生活環境課窓口にて

399-0786 塩尻市大門七番町３番３号

54-7661  

午後の部参加者)       

金) 

直通) 

午後１時３０分～午後３時３０分 

500 円 

を通して学ぼう！ 

 

参加費：無料 

駐車場 

切ってみよう！ 

時 30 分～午後６時

・プラスチック製容器包装のリサイクル施設

・焼却灰のリサイクル施設、廃棄物完全リサイクル施設

（旅行保険料） 

応募多数の場合は初参加者優先のうえ

（お願い）※工場内は徒歩で見学するため、自力で歩行できる方

※小学生以下は保護者同伴 

0263-52-

または生活環境課窓口にて

塩尻市大門七番町３番３号

  E-mail：kankyo@city.

       

★☆募集・お申込

対 象：市内の小中学生

定 員：第１

第３回１５名

生活環境課環境係

第２回
日時：８月２日（金）

会場：奈良井川上流

集合：塩尻消防署南側駐車場

きれいな川

分～午後６時 30

・プラスチック製容器包装のリサイクル施設（長野県飯山市）

廃棄物完全リサイクル施設

応募多数の場合は初参加者優先のうえ

（お願い）※工場内は徒歩で見学するため、自力で歩行できる方

-0679、ＦＡＸ：

または生活環境課窓口にて氏名、電話番号、住所

塩尻市大門七番町３番３号

kankyo@city.

今年も「環境」「消費生活」「食」を

テーマに開催します！

日時：９月８日（日）

   午前１０時から午後２時３０分

場所：塩尻市立体育館

塩尻

ソーラーカー工作教室、おもちゃのおさ

がり会、姉妹都市物産販売、陶磁器食器

の回収・配布、その他企業・団体による

ブース出展

環境戦隊ステレンジャーもやって来る！

身近な環境について考えてみる１日にし

てみませんか？

募集・お申込みについて

市内の小中学生

：第１、２回２０

第３回１５名

生活環境課環境係 ☎

募集期間：７月８日

第２回 水のめぐみ探検隊
日時：８月２日（金） 午後１時３０分～午後５時

：奈良井川上流   

塩尻消防署南側駐車場

きれいな川

30 分頃（バスにて移動します。

（長野県飯山市）

廃棄物完全リサイクル施設（埼玉県寄居町）

応募多数の場合は初参加者優先のうえ抽選 

（お願い）※工場内は徒歩で見学するため、自力で歩行できる方 

、ＦＡＸ：0263

氏名、電話番号、住所

塩尻市大門七番町３番３号 

kankyo@city.shiojiri.l

今年も「環境」「消費生活」「食」を

テーマに開催します！

９月８日（日）

午前１０時から午後２時３０分

塩尻市立体育館

塩尻総合文化センター

ソーラーカー工作教室、おもちゃのおさ

がり会、姉妹都市物産販売、陶磁器食器

の回収・配布、その他企業・団体による

ブース出展 

環境戦隊ステレンジャーもやって来る！

身近な環境について考えてみる１日にし

てみませんか？ 

みについて☆★

市内の小中学生(小学生は保護者同伴

２０名程度 

第３回１５名   

☎0263-52

募集期間：７月８日(月

水のめぐみ探検隊
午後１時３０分～午後５時

   参加費：無料

塩尻消防署南側駐車場（バスで移動します。

きれいな川で生き物調査

（バスにて移動します。

（長野県飯山市） 

廃棄物完全リサイクル施設（埼玉県寄居町）

0263-54-7661

氏名、電話番号、住所をお知らせください。

自然の不思議や

大切さを学ぼう！

リサイクルの過程

を見てみよう！

shiojiri.lg.jp 

今年も「環境」「消費生活」「食」を

テーマに開催します！ 

９月８日（日） 

午前１０時から午後２時３０分

塩尻市立体育館 

総合文化センター 

ソーラーカー工作教室、おもちゃのおさ

がり会、姉妹都市物産販売、陶磁器食器

の回収・配布、その他企業・団体による

環境戦隊ステレンジャーもやって来る！

身近な環境について考えてみる１日にし

☆★ 

小学生は保護者同伴

 

52-0744(直通

月)～２5 日

水のめぐみ探検隊 
午後１時３０分～午後５時

参加費：無料 

バスで移動します。

で生き物調査！ 

（バスにて移動します。） 

（埼玉県寄居町） 

7661) 

をお知らせください。

 

自然の不思議や

大切さを学ぼう！

 
リサイクルの過程

を見てみよう！

今年も「環境」「消費生活」「食」を 

午前１０時から午後２時３０分 

ソーラーカー工作教室、おもちゃのおさ

がり会、姉妹都市物産販売、陶磁器食器

の回収・配布、その他企業・団体による

環境戦隊ステレンジャーもやって来る！ 

身近な環境について考えてみる１日にし

小学生は保護者同伴) 

直通) 

日(木)  

午後１時３０分～午後５時 

バスで移動します。） 

をお知らせください。 

自然の不思議や 

大切さを学ぼう！ 

リサイクルの過程

を見てみよう！ 


