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鹿嶋市役所 

環境経済部環境課 
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（内線３５０～３５５） 

 

使用済み小型家電を回収しています 

 平成２６年９月１日より、鹿嶋市では使用済み小型家電を回収しています。携帯電話

やデジタルカメラなどの小型家電には、貴金属やレアメタル(希少金属)など、貴重な資

源が含まれています。この貴重な資源を有効活用するため、ご家庭で不要になった小

型家電の回収にご協力ください。 

１１月１日（土）２日（日）環境展[カシマスポーツセンターサブアリーナ]

にて、臨時回収ボックスを設置し、小型家電の回収を行います！ 

【対象品目】 

【出せないもの】 

テレビ パソコン リモコン 電池 小型扇風機 充電式電池 モニター 等 

 
！ 

・個人情報は必ず消去してください 

・回収した小型家電は返却できません 

・電池は取り外してください 

・ＣＤやＭＤなどの記録媒体は対象外です 

回収場所・日時   

中央図書館 10:00～18:00(火～日) 波野まちづくりセンター 

 

 9:00～17:00(火～日)  

まちづくり市民センター   9:00～21:00(火～日) 鉢形まちづくりセンター 

鹿島まちづくりセンター 

  

  9:00～17:00(火～日) 

三笠まちづくりセンター 

高松まちづくりセンター はまなすまちづくりセンター 

平井まちづくりセンター 
大野まちづくりセンター  

（大野出張所） 

 9:00～21:00(火～日) 

 8:30～17:15(月曜日)  
豊津まちづくりセンター 

豊郷まちづくりセンター 

地区名 資源回収団体名 重量【kg】 

鹿
島
地
区  

大町けやきの会 11,350.0 

仲町資源回収の会 9,072.4 

角内区リサイクル協力会 8,544.8 

桜町さくらクリーン会 22,627.6 

宮中南クリーン会 20,969.8 

新町タンポポの会 19,817.6 

神野リサイクル会 42,216.4 

安崎リサイクル会 18,048.8 

下生資源回収組合 12,373.8 

厨リサイクル会 36,833.2 

根三田リサイクル会 14,860.6 

神野向区資源リサイクル会 30,044.8 

緑リサイクル会 19,134.2 

三
笠
地
区  

東山クローバー会 17,069.0 

三笠山東資源物回収推進会 39,227.6 

三笠山西区クリーン会 24,378.4 

三笠北環境美化 37,899.2 

クリーン粟生団地 17,561.6 

板宮協和会 7,493.4 

下津ヶ丘資源ゴミ回収推進会 46,142.2 

宮津台を美しくする会 14,545.6 

住金第１高天原青葉会 8,035.8 

神野附区みどり会 9,735.2 

高
松
地
区  

木滝資源リサイクル会 13,537.4 

粟生資源回収会 22,679.6 

国末グリーン会 9,484.8 

泉川リサイクル会 6,443.2 

長栖リサイクルの会 16,317.4 

谷原住善会 12,330.4 

鰐川キャベツの会 5,572.6 

下塙クリーン会 22,548.6 

クリーン佐田 9,101.2 

地区名 資源回収団体名 重量【kg】 

鉢
形
地
区  

鉢形みどりの会 17,300.6 

鉢形北リサイクル会 28,398.4 

平井丘クリーンの会 26,936.0 

高尾崎資源回収の会 9,689.6 

平
井
地
区    

平井資源回収友の会 28,837.2 

平井押合クリーンはまなす会 31,081.4 

港ヶ丘リサイクル会 45,370.4 

第２高天原地球環境の会 7,924.2 

豊
津
地
区     

大船津第１リサイクル会 12,811.8 

大船津第２リサイクル会 15,749.4 

大船津第３リサイクル会 12,732.6 

大船津新田さくら会 8,693.8 

爪木クリーン会 12,117.4 

豊
郷
地
区   

須賀資源クリーン会 15,052.8 

須賀宮中野三美会 38,662.8 

沼尾東資源回収の会 4,781.8 

沼尾西資源回収の会 10,420.2 

田谷グリーン会 8,825.0 

山之上伍縁会 8,274.2 

猿田緑寿会 7,173.2 

田野辺クリーン会 5,891.2 

泉田資源回収会 3,626.4 

住金沼尾団地自治会 17,915.0 

波
野
地
区  

清水リサイクル会 22,812.2 

明石リサイクル会 6,445.8 

明石リサイクル会A 6,786.8 

神向寺リサイクル会 10,780.0 

仲作クリーン会 5,467.2 

小宮作クリーン会 8,133.0 

下津資源回収会 13,964.8 

清水新田地球を守ろう会 5,326.4 

神平リサイクル会 6,918.8 

平成２５年度資源回収実績報告 
平成２５年度に資源集積所で回収された資源の重量をご報告いたします。 

１００団体で合計１，５３５，８４２．４ｋｇが回収されました。 

引き続き資源回収にご協力くださいますようお願いいたします。 



 

 
  資源Q＆A 

Q.資源ごみの「びん」の出し方教えてください。 

 

A.鹿嶋市が資源回収の際対象としている「びん」は『生びん』と 

 『雑びん』の２種類に分けられます。 

  生びんとは、茶色か緑色の日本酒の一升びん、または国内製造の 

 ビールびんを指します。「生びん」はラベルをはがさないで中を 

 水ですすいで出してください。 

   

  それ以外のびんは雑びんとして中を水ですすいでだしてく  

 ださい。化粧品のびん、農薬及び油のびんなどは資源とな 

 りませんので不燃ごみとしてお出しください。 

 地区名 資源回収団体名 重量【kg】 

 

波
野
地
区  

北宮津台区資源リサイクル会 37,112.2 

東宮津台クリーン会 11,499.4 

大
同
東
地
区       

大志崎はまなす会 22,403.2 

小志崎リサイクル子供会 9,313.4 

武井釜資源回収会 15,249.6 

共栄みどり会 5,885.8 

浜津賀区クリ－ン会 19,442.2 

浜津賀台区クリ－ン会 15,782.0 

荒井資源回収友の会 26,842.8 

青塚リサイクル会 17,578.0 

天長井戸ひまわり会 9,141.6 

花の山リサイクル会 8,308.6 

  

中
野
東
地
区     

角折長者の会 12,855.0 

荒野後リサイクル会 5,989.4 

荒野前おはよう会 11,463.4 

小山さわやか会 16,586.8 

荒野台リサイクル会 38,291.8 

林金生会 9,256.8 中
野
西

地
区  稲荷会 3,664.2 

 地区名 資源回収団体名 重量【kg】 

中
野
東
地
区 

 

奈良毛さくら会 9,442.6 

居合区三ツ葉会 15,121.6 

中つばき会 18,113.6 

鶴来団地クリーン会 11,440.6 

大
同
西
地
区  

棚木リサイクル会         

(つくも亭前班) 

7,164.8 

棚木リサイクル会        

(農村集落センター) 

5,255.2 

立原リサイクル会 10,917.0 

中坪地区資源回収協力会 12,559.4 

塙青空クリーン会 18,107.6 

津賀リサイクル会 14,510.0 

掛崎リサイクル会 4,724.0 

額賀資源回収組合 10,551.6 

武井リサイクル会 10,218.2 

志崎区資源ゴミリサイクル会 8,908.4 

任
意      

かしま野クリーン倶楽部(角折) 465.0 

平井３号棟睦会(平井南) 2,524.4 

レフィーズ鹿島管理組合 8,254.6 

1,535,842.4 合計 

上下のラベルをはがさないでください 

捨てればごみ！分ければ資源！３Ｒで地球を守ろう♪ 

１１月９日（日）市内環境美化運動が行われます。 

美しいまちづくりのために、道路や北浦沿岸堤防・公園等に捨てられている 

あき缶などの回収をお願いいたします。 

積極的なご参加をおまちしています！ 

６月に実施した環境美化運動（前期）では、４．１７ｔ 

のごみが回収されました。 

市内環境美化運動（中期）が行われます 

 

野焼きは法律で禁止されています！ 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、平成１３年４月１日から野

焼きは原則禁止です。ドラム缶に入れての焼却や穴を掘っての焼却、基準を満た

さない焼却炉での焼却も野焼きです。 

違反者には、５年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金、または

この両方が科されます。 

 
野焼き禁止の例外 

例外として認められるものもあります。 

○震災、風水害、火災、凍霜害、その他災害予防応急対策又は復旧のために必要な焼却 

  例：☆災害等の応急対策   ☆火災予防訓練 

○風俗習慣上又は宗教上の行事を行うためのもの 

  例：☆正月の「しめ縄・門松」などを焚行事  ☆塔婆の供養焼却 

○農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないもの 

  例：☆農業者が行う稲わら等の焼却  ☆林業者が行う伐採した枝等の焼却   

     ☆漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却 

○焚き火など日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの 

  例：☆暖をとるためのたき火  ☆キャンプファイヤー 

ただし、例外となる行為でも近隣より苦情がある場合は

行政指導の対象となります。 

http://1.bp.blogspot.com/-hEH4NwnHbIw/U400-nkcbbI/AAAAAAAAg7c/lnPJPI4cOz0/s800/earth_good.png

