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青森県環境生活部環境政策課長

(公 印 省 略)

３Ｒ推進ステップアップキャンペーン「古紙回収促進ウィーク」の実施について

県では現在、７月３１日までの期間において、県民総参加での３Ｒ（リデュース、リ

ユース、リサイクル）の更なる実践を目的とした「３Ｒ推進ステップアップキャンペー

ン」を実施しているところです。

このキャンペーン及び「もったいない・あおもり県民運動」の一環として、全国に比

べてリサイクルが進んでいない「紙ごみ」の一層の分別徹底とリサイクルに取り組む気

運の醸成を図るため、７月８日（土）から１５日（土）までの８日間の期間で、別添の

とおり「古紙回収促進ウィーク」を実施することとしました。

つきましては、ウィーク実施の広報による県民の皆様への周知啓発及び期間中の開催

イベントの取材等について御協力を賜りますようお願いします。

報道機関用提供資料（連絡先）

担当課（室） 環境政策課

（Ｇ・担当名） 循環型社会推進グループ

千田総括主幹（ＧＭ）

電話番号 内線 ６４７７

直通 ０１７－７３４－９２４９

報道監 環境生活部 三浦次長



平成２９年７月５日 

環 境 政 策 課 

 

３Ｒ推進ステップアップキャンペーン「古紙回収促進ウィーク」の実施について 

 

１ 趣旨 

県では、本県のごみ排出量とリサイクル率の継続的な改善を図るため、６月１日から７月

３１日までの期間において「３Ｒ推進ステップアップキャンペーン」を実施しているところ

である。 

このキャンペーン及び「もったいない・あおもり県民運動」の一環として、全国に比べて

リサイクルが進んでいない「紙ごみ」の一層の分別徹底とリサイクルに取り組む気運の醸成

を図るため、下記のとおり「古紙回収促進ウィーク」を実施する。 

 

【平成２７年４月２７日 もったいない・あおもり県民運動推進会議緊急アピールで採択された５つの行動の実践 より】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実施期間  平成２９年７月８日（土）から１５日（土）までの８日間 

３ 主  催  青森県、もったいない・あおもり県民運動推進会議 

４ 回収を促進する「紙ごみ」の品目 

   段ボール、新聞（折込広告も可）、雑誌、牛乳パック等の飲料用パック、雑紙（その他

紙） 

５ 実施概要 

（１）古紙リサイクルセンター（県内１４箇所）の利用促進に係る取組の実施 

   ①「紙ごみ分別グッズ」等の進呈 

「古紙回収促進ウィーク」期間中、古紙リサイクルセンターに古紙類を持ち寄った県

民の方々を対象に、「紙ごみ分別グッズ」及びキャンペーンキャラクター「コシく

ん」のノベルティグッズを進呈する。 

   ②古紙リサイクルセンターにおける紙ごみ処理工程の見学・体験イベントの実施 

    古紙リサイクルセンターについて多くの方に知っていただくため、「古紙回収促進ウ

ィーク」期間中、青森市内の古紙リサイクルセンターの構内において古紙類のリサイ

クルに係る処理工程の見学・体験イベントを実施する。 

     開催日時： 平成２９年７月８日（土） １０：３０～１１：３０ 

     会  場： 株式会社伸和産業青森中央営業所（青森市問屋町二丁目１２－１４） 

     参集対象： 小学生４～６学年とその保護者 ３０名程度 

～ごみの減量とリサイクル率向上のために～ 

一 マイバッグの活用や詰め替え商品の購入など、環境にやさしい買い物に協力しよう。 

一 紙ごみの分別を増やし、雑紙
ざつがみ

（その他紙）の資源回収に協力しよう。 

一 生ごみの水切りを徹底し、食品ロスの削減を心がけよう。 

一 衣類のリユース・リサイクルに協力しよう。 

一 集団回収やスーパーなどの店頭回収等を上手に利用しよう。 



（２）県及び市町村ホームページ等を活用した重点広報の実施 

県及び市町村ホームページ等において、ウィーク期間中、県民の皆様に重点的に「紙

ごみ」のリサイクルに取り組んでいただくよう広報を行う。 

（３）パブリシティを活用した重点広報の実施 

「３Ｒ推進ステップアップキャンペーン」中に予定しているパブリシティを活用し、

ウィーク期間中、県民の皆様に重点的に「紙ごみ」のリサイクルに取り組んでいただく

よう広報を行う。 

 

 

 

 

３Ｒ推進ステップアップキャンペーンポスター 



 

「古紙リサイクルセンター」について 

  

県では、紙ごみの資源化をさらに促進するため、古紙回収業者等の協力により、古紙回収事業

所内に回収容器を設け、一般家庭や事業所からの古紙及び衣類（衣類については一般家庭から排

出されるものに限る。）をいつでも無料で受け入れることのできる「古紙リサイクルセンター」

を下記のとおり設置しています。  

現在、青森市６箇所、弘前市３箇所、十和田市１箇所、むつ市２箇所、つがる市１箇所、鶴田

町１箇所の計１４箇所に設置しています。  

 

県内古紙リサイクルセンターの場所と営業日・営業時間 

設置場所 事業所所在地・電話番号 営業日・営業時間 

(株)伸和産業 青森西営業所 

青森市油川字岡田 122 

電話 017-787-3455  
年中無休 8:00～17:00  

(株)伸和産業 青森中央営業所  
青森市問屋町 2 丁目 12-14 

電話 017-764-2755  
年中無休 8:00～17:00  

北海紙管(株) 青森営業所  

青森市合浦１丁目９-２ 

電話 017-742-4192  

１月１日を除く毎日 

8:00～17:00  

(株)青南商事 青森支店油川工場  
青森市油川字柳川１-２ 

電話 017-788-7808  

月曜～土曜 8:00～17:00 

（祝祭日、お盆、年末年始を除く）  

(有)七五八紙業 

青森市駒込字深沢 5-105 

電話 017-741-0840  

月曜～金曜 8:00～17:00 

第１、第３、第４土曜日 8:00～16:00 

（お盆、年末年始を除く）  

(株)丸升増田本店 東北営業所  
青森市三内字丸山 393-82 

電話 017-781-3186  

月曜～土曜 8:00～17:00 

（お盆、12/31～1/3 を除く）  

(株)伸和産業  
弘前市堅田１-４-２ 

電話 0172-35-5255  
年中無休 8:00～17:00  

(株)青南商事 弘前支店古紙センター  
弘前市神田 5-4-11 

電話 0172-35-1490  

月曜～金曜 8:00～17:00 

土曜（休業日あり）8:00～17:00 

（日曜祝祭日・お盆・12/31～1/4 除

く）  

(株)大同紙業  
弘前市川先４-10-１ 

電話 0172-27-5425  
年中無休 7:30～16:30  

(株)遠藤商店 

十和田市東十六番町５-３ 

電話 0176-23-4850  

月曜～土曜 8:00～17:00 

（日曜・祝祭日、お盆、年末年始除く）  

むつ資源リサイクル(株)  
むつ市大字奥内字今泉 146-２ 

電話 0175-26-2080  

月曜～土曜 8:00～17:00 

（祝祭日、お盆、12/31～1/4 除く）  

 

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-0827-2106.pdf
http://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92038-0059+%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C%E9%9D%92%E6%A3%AE%E5%B8%82%E6%B2%B9%E5%B7%9D%E5%B2%A1%E7%94%B0%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%92+%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89%E4%BC%B8%E5%92%8C%E7%94%A3%E6%A5%AD%E9%9D%92%E6%A3%AE%E8%A5%BF%EF%BC%88%E5%96%B6%EF%BC%89/@40.839748,140.707419,17z/data=!4m5!3m4!1s0x5f9b98d2dd53b1bf:0x4a6f3327fc9fbaa4!8m2!3d40.8397049!4d140.7063099?hl=ja
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-0827-2107.pdf
http://www.google.co.jp/maps?q=%E9%9D%92%E6%A3%AE%E5%B8%82%E5%95%8F%E5%B1%8B%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%94&hl=ja&ie=UTF8&ll=40.787235,140.759937&spn=0.00385,0.010525&sll=40.839812,140.704136&sspn=0.003709,0.00397&brcurrent=3,0x5f9b9fe4545233af:0xfb986ddf241b20fb,0&hnear=%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C%E9%9D%92%E6%A3%AE%E5%B8%82%E5%95%8F%E5%B1%8B%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%92%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%94&t=m&z=17
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-0827-2108.pdf
http://goo.gl/maps/x3r6T
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-0827-2109.pdf
http://goo.gl/maps/p5Fsn
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-0827-2109-a.pdf
http://www.google.co.jp/maps?q=%E9%9D%92%E6%A3%AE%E5%B8%82%E9%A7%92%E8%BE%BC%E5%AD%97%E6%B7%B1%E6%B2%A2%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%95&hl=ja&ie=UTF8&ll=40.772384,140.792799&spn=0.014853,0.015879&sll=40.849187,140.704018&sspn=0.003709,0.00397&brcurrent=3,0x5f9b736e32f82ee9:0xe8a313d2d1a5f9ae,0&hnear=%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C%E9%9D%92%E6%A3%AE%E5%B8%82%E9%A7%92%E8%BE%BC%E6%B7%B1%E6%B2%A2%EF%BC%95%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%95&t=m&z=15
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-0827-2111.pdf
http://www.google.co.jp/maps?q=%E9%9D%92%E6%A3%AE%E5%B8%82%E4%B8%89%E5%86%85%E5%AD%97%E4%B8%B8%E5%B1%B1%EF%BC%93%EF%BC%99%EF%BC%93%EF%BC%8D%EF%BC%98%EF%BC%92&hl=ja&ie=UTF8&sll=40.772384,140.792799&sspn=0.014853,0.015879&brcurrent=3,0x5f9ba1de7b53950f:0x664a71c66d4bc703,0,0x5f9ba1db8dfcb213:0x12197e6946f74269&hnear=%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C%E9%9D%92%E6%A3%AE%E5%B8%82%E4%B8%89%E5%86%85%E4%B8%B8%E5%B1%B1%EF%BC%93%EF%BC%99%EF%BC%93%E2%88%92%EF%BC%98%EF%BC%92&t=m&z=16
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-0731-1242.pdf
http://goo.gl/maps/Tge7
http://www.google.co.jp/maps?q=%E5%BC%98%E5%89%8D%E5%B8%82%E7%A5%9E%E7%94%B0%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%94%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%91&hl=ja&ie=UTF8&ll=40.62515,140.492703&spn=0.003844,0.010525&sll=40.614262,140.490267&sspn=0.003844,0.010525&brcurrent=3,0x5f9b010627e1a899:0x9d9e3b0aa534884,0&hnear=%E9%9D%92%E6%A3%AE%E7%9C%8C%E5%BC%98%E5%89%8D%E5%B8%82%E7%A5%9E%E7%94%B0%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%91&t=m&z=17
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-0731-1247.pdf
http://goo.gl/maps/HsPv2
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/20160125towada.pdf
http://nttbj.itp.ne.jp/0176234850/access.html
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-1121-0854.pdf
http://goo.gl/maps/sF3TT


 

設置場所 事業所所在地・電話番号 営業日・営業時間 

(株)ゆうあいむつ  
むつ市大字田名部字品ノ木 34-132 

電話 0175-22-2415  

月曜～金曜 8:00～16:00 

土曜 9:00～12:00 

（お盆、12/31～1/3 除く）  

(株)伸和産業 つがる営業所 

つがる市柏広須照日５-１ 

電話 0173-27-5545  
年中無休 8:00～17:00  

(有)西北五クリーン社 鶴田営業所  
鶴田町大字菖蒲川字前田 142-３ 

電話 0173-22-2011  

毎日 8:00～16:00 

（12/31～1/3 除く）  

 

回収する古紙の品目  

（１）段ボール 

（２）新聞（折り込み広告も可） 

（３）雑誌、雑がみ（書籍、雑誌、紙箱、包装紙、コピー用紙等） 

（４）牛乳パック 

（５）衣類（まだ使える衣類で、回収する衣類は別途指定あり） 

  

受け入れ費用 

 無料 

※ 詳しくは、県庁ホームページをご参照ください →  古紙リサイクルセンターをご利用ください  検索 

 

 

【参考：古紙リサイクルセンター回収実績（平成２３～２８年度）】 

（単位：kg） 

 

青森市 弘前市 むつ市 つがる市 鶴田町 十和田市 合計

平成23年度 12,323 0 0 0 0 ‐ 12,323

平成24年度 123,856 103,015 2,886 13,556 1,484 ‐ 244,797

平成25年度 145,565 169,525 9,198 53,629 9,361 ‐ 387,278

平成26年度 151,030 175,851 10,530 54,966 10,370 ‐ 402,747

平成27年度 183,922 221,943 9,947 87,146 17,059 3,460 523,477

平成28年度 204,704 244,570 8,065 96,890 26,472 3,990 584,691

合計 821,400 914,904 40,626 306,187 64,746 7,450 2,155,313

市町村
年度

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-1121-0855.pdf
http://goo.gl/maps/kIOZr
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-1121-0856.pdf
http://goo.gl/maps/goXA8
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/files/2012-1121-0857.pdf
http://goo.gl/maps/nCAhZ

