
【可燃ごみ】市指定の白色半透明のごみ袋（大・小） 
 新（平成２８年４月１日（金）から） 旧（平成２８年３月３１日（木）まで） 

搬出時間 午前８時３０分まで（市内全域） 

七宝地区 午前８時３０分まで 

美和地区 午前８時まで 

甚目寺地区 午前８時まで 

収集日 

名鉄津島線の線路の北側 毎週 月・木曜日 

 

 月・木 火・金 水・土 

七宝地区 北部 南部 ― 

美和地区 東部 西部 ― 

甚目寺地区 西東部 中央南 中央北 名鉄津島線の線路の南側 毎週 火・金曜日 

収集方法 路線収集（市内全域） 路線収集（市内全域） 

収集内容 

市内全域、一般的な廃プラスチック、ビニール、合成樹

脂製品類は全て可燃ごみで搬出。 

七宝地区 一般的な廃プラスチック、ビニール、合成樹

脂製品は全てプラスチックごみで搬出。 美和地区 

甚目寺地区 
一般的な廃プラスチック、ビニール、合成樹

脂製品は全て不燃ごみで搬出。 
 

品名等 七 美 甚 

ビデオ・カセットテープ ○ ○ ○ 

合成樹脂製品 

（ＣＤ・ＤＶＤ・ＭＤ など） 
○ ○ ○ 

皮革製品 

（くつ・かばん など） 
○ ○ ○ 

網（ネット）類 ○ ○ ○ 

ビニール製品 

（長靴 など） 
○ ○ ○ 

廃プラスチックごみ ○ ○ ○ 

 

品名等 七 美 甚 

ビデオ・カセットテープ ○ ○ × 

合成樹脂製品 

（ＣＤ・ＤＶＤ・ＭＤ など） 
× × × 

皮革製品 

（くつ・かばん など） 
○ ○ × 

網（ネット）類 × × × 

ビニール製品 

（長靴 など） 
× × × 

廃プラスチックごみ × × × 



【プラスチックごみ】市指定のブルー半透明のごみ袋（大・小） 

 

  

 新（平成２８年４月１日（金）から） 旧（平成２８年３月３１日（木）まで） 

搬出時間 午前８時３０分まで（市内全域） 

七宝地区 午前８時３０分まで 

美和地区 午前８時まで 

甚目寺地区 午前８時まで 

収集日 毎週 水曜日（市内全域） 

 月 火 水 

七宝地区 ― ― 全域 

美和地区 ― ― 全域 

甚目寺地区 中央東 西東 ― 

 

収集方法 

七宝地区 ステーション収集 七宝地区 ステーション収集 

美和地区 
路線収集 

美和地区 
路線収集 

甚目寺地区 甚目寺地区 

収集内容 

市内全域、 

「プラマーク」入りのプラスチック製容器包装のみ。 

※ 「プラマーク」入りでも「きれいなもの」のみ。汚

れているものやよくわからないプラスチック、ビニー

ルなどのごみは、全て可燃ごみで搬出。 

七宝地区 一般的な廃プラスチック、ビニール、合成

樹脂製品。 美和地区 

甚目寺地区 
「プラマーク」入りのプラスチック製容

器包装のみ。 



【不燃ごみ】市指定のピンク半透明のごみ袋（大・小） 

 

  

 新（平成２８年４月１日（金）から） 旧（平成２８年３月３１日（木）まで） 

搬出時間 午前８時３０分まで（市内全域） 

七宝地区 午前８時３０分まで 

美和地区 午前８時まで 

甚目寺地区 午前８時まで 

収集日 

名鉄津島線の線路の北側 毎月 第２土曜日  収集日 収集回数 

七宝地区 第１、２、３、４土曜日（学区） 月１回 

美和地区 第１、３土曜日（東・西部） 月１回 

甚目寺地区 第１・３、第２・４土曜日 月２回 

 

 

名鉄津島線の線路の南側 毎月 第３土曜日 

※収集回数は、月１回に統一。 

収集方法 

七宝地区 ステーション収集 七宝地区 ステーション収集 

美和地区 
路線収集 

美和地区 
路線収集 

甚目寺地区 甚目寺地区 

収集内容 

市内全域、 

ガラス、陶磁器類、金属製品、ゴム類、おもちゃ類（金

属が含まれる物）、市指定袋に入る小型家電類など。 

※一般的な廃プラスチック、ビニール類のごみは、全て

可燃ごみで搬出。 

七宝地区 
ガラス、陶磁器類、金属製品、ゴム類、お

もちゃ類（金属が含まれる物）、市指定袋に

入る小型家電類など。 美和地区 

甚目寺地区 
上記の七宝、美和の収集内容の他、一般的

な廃プラスチック・ビニール類のごみ。 



【資源ごみ】 

 新（平成２８年４月１日（金）から） 旧（平成２８年３月３１日（木）まで） 

搬出時間 午前９時まで（市内全域） 

七宝地区 午前８時３０分まで 

美和地区 午前７時から午前９時まで 

甚目寺地区 
前日の回収容器設置時から午前９時まで 

※紙・布類は当日の朝から搬出。 

収集日 

七宝地区 毎月 第２水曜日  収集日 

七宝地区 第１、２、３、４土曜日（学区） 

美和地区 

ペットボトル 第４土曜日 

ペットボトル

以外 
第１、２、３火曜日 

甚目寺地区 第１、２、４水曜日 

 

 

美和地区 毎月 第３水曜日 

甚目寺地区 毎月 第４水曜日 

収集方法 ステーション収集（市内全域） ステーション収集（市内全域） 

収集内容 

市内全域、 

・ビン類（化粧品類のビンも搬出可能。ただし、割れた

ものは今までどおり「不燃ごみ」で搬出。） 

・カン類（飲料類の他、中身が入っていなければ、食品

の缶や菓子缶、一斗缶なども搬出可能。） 

・ペットボトル（ラベルをはずす必要はなし。） 

・紙類 

・布類（使用するポリ袋の色は自由。） 

・スプレー缶、ガス缶（専用の収集かごを用意。完全に

中身を使い切り搬出。特に穴を開ける必要はなし。） 

・乾電池類（専用の収集かごを用意。） 

・ライター類（専用の収集かごを用意。完全に中身を使

い切り搬出。） 

七宝地区 

・ビン類（無色透明・茶色・その他の色） 

・カン類（一斗缶は不燃ごみ。） 

・ペットボトル（キャップとラベルをはずして

搬出。） 

・紙類 

・布類（透明のポリ袋に入れて搬出。） 

・スプレー缶、ガス缶 

・乾電池類 

・ライター類（ボタン電池も含む。） 

美和地区 

甚目寺地区 
上記の七宝、美和の収集内容のうち、ライター

類のみ不燃ごみで搬出。 



【粗大ごみ】※予約申込みが必要。 

次ページに続く 
  

 新（平成２８年４月１日（金）から） 旧（平成２８年３月３１日（木）まで） 

予約申込 

申込先 粗大ごみ受付センター 粗大ごみ受付センター 

申込方法 

電話予約 インターネット予約 
 電話予約 

七宝地区 0587-36-5371 市外電話 

美和地区 052-449-6550 市内電話 

甚目寺地区 0570-053-530 ナビダイヤル 
 

052・444・0303 

※この番号は、平成２８年４

月１日（金）以降でなければ

使用不可。 

市公式ウェブサイトのトップ

ページ上の「粗大ごみ受付セ

ンター」アイコンをクリック

して手続き。 

受付時間 

月～金 
午前９時～ 

午後７時まで 

随時。ただし、インターネッ

トの場合、仮受付となるため、

その後電話受付時間内に、当

センターからメールの返信が

あり、内容確認が取れ次第、

正式受付。 

午前９時～午後５時まで 

土・日・祝 
午前９時～ 

午後５時まで 

休業日 年末年始（１２月２５日～１月５日まで） 土・日・祝・年末年始 

搬出時間 午前８時３０分まで（市内全域） 午前８時３０分まで（市内全域） 

収集日 

市内全域、 

特に指定せず、申込み後の２～３週間程が目安。 

・電話予約（基本的に申込み時にその場で受付センターより

お知らせ。） 

・インターネット予約（申込み後、折り返しお知らせ。） 

※収集時間の指定は不可。 

 収集日 

七宝地区 第１、２、３、４月曜日（学区） 

美和地区 第１、２、３水曜日（学区） 

甚目寺地区 第１、２、４金曜日 

 



前ページの続き 

【粗大ごみ】※予約申込みが必要。 

 

 新（平成２８年４月１日（金）から） 旧（平成２８年３月３１日（木）まで） 

収集方法 

戸別収集（市内全域）※要予約申込 戸別収集（市内全域）※要予約申込 

①前ページ記載の粗大ごみ受付センターに電話または

インターネットで予約申込みをする。 

↓ 

申込み内容に不備がなければ、受付番号と収集日をセ

ンターより連絡するので、メモなどで控える。 

※収集時間の指定は不可。 

②あま市指定ごみ袋等取扱販売店で「粗大ごみシール

（１枚 200円）」を購入し、必ず受付番号と代表者氏名

を記入の上、１点につき１枚粗大ごみに貼り付ける。 

③収集日の午前８時３０分までに、屋外（屋内まで収

集しない）で収集車が寄せて停車できる道路に面した

場所（集合住宅は、１階駐車場内の空き場所など）に

搬出。 

※立会いの必要なし。 

①前ページ記載の粗大ごみ受付センターに電話で予約

申込みをする。 

↓ 

申込み内容に不備がなければ、受付番号と収集日をセ

ンターより連絡するので、メモなどで控える。 

②あま市指定ごみ袋等取扱販売店で「粗大ごみシール

（１枚 200円）」を購入し、必ず受付番号と世帯主名を

記入の上、１点につき１枚粗大ごみに貼り付ける。 

③収集日の午前８時３０分までに、屋外（屋内まで収

集しません）で収集車が寄せて停車できる道路に面し

た場所（集合住宅は、１階駐車場内の空き場所など）

に搬出。 

※立会いの必要なし。 

収集条件 毎月１回で、１軒当たり５点まで。 毎月１回で、１軒当たり５点まで。 

収集内容 タンス、机、カーペット他 タンス、机、カーペット他 


