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34,911 ㎏（9月30日現在）
(平成25年2月28日時点では、28,945kgでした）

【エコひよっこ】そんなに節約になるんですか！？ 他にも手軽

家庭でムリせず省エネ対策
〜 う ち エ コ診断で節約術提案〜

【エコひよっこ】なるほどー！うちエコ先生、今日はいろいろ教
えていただいてありがとうございました。

にできることってあるんですか？

エコひよっこ

さっそく家に帰ったら取り組みます！！

【うちエコ先生】エコひよっこさんは車を運転するようですが、
自動車のエアコンの温度と風量をこまめに調

【うちエコ先生】うちエコは家計へも優しいだけでなく、地球に

きますよ！さらにCO2は年間約50kg削減にな

して、ムリせず省エネに取り組んで家計と地球

整するだけで燃料代が年間約4,000円節約で

も優しいことなんですよ。うちエコ診断も利用

い状況になってきましたね。

ります。

に優しいエコライフを送りましょうね！

すが、もしかしたらもっと他にも手軽にできる取組がある

ると、もっと燃料代を節約できるんですよ！詳

９月１日から電気料金が値上げになりました。さらに、

自動車の燃料の価格もじわじわと上昇して、家計にも厳し

県ですすめている「エコドライブ」を実践す

この機会に省エネに取り組みはじめた方も多いと思いま

よ！受診は無料、時間は45分程度です。

【エコひよっこ】へー！ちょっとしたことで大きな節約になるん
ですねー！

先生にそれぞれの家庭のライフスタイルに合わせた省エネ

あ！そういえば、最近冷蔵庫を買い替えたん

のアドバイスをしてもらいました！

ですよ！これって省エネになりますよね！

「うちエコ診断」
についてくわしくは・
・
・

【うちエコ先生】冷蔵庫の上に物を上げたり、側面に紙を貼った

【エコひよっこ】先生！今日１日よろしくお願いします。

りしてないかな？そんなことをすると、冷蔵庫

【うちエコ先生】おうちではどんな省エネに取り組んでいるの？

青森県 うちエコ診断

の熱を放熱できなくなって、もっと冷やそうと

【エコひよっこ】無駄な照明を消したり、冷暖房の設定温度を控

するので、余分な電力を使用することになるん

えめにしたりしています。
きる省エネの取組っていろいろあるんですよ！

【エコひよっこ】そういえば…冷蔵庫は、物を詰め込みすぎない

お問い合わせ

ように気をつけていたけど、側面にゴミ出しカ

【エコひよっこ】例えばどんなことですか？

青森県地球温暖化防止活動推進センター
（NPO 法人青森県環境パートナーシップセンター）
TEL：017-721-2480 FAX：017-723-7631

レンダーやレシピをたくさん貼っていました…。

【うちエコ先生】シャワーを利用する機会が多いエコひよっこさ
んの場合は、お風呂場のシャワーヘッドを節水

【うちエコ先生】気をつけようね！これから寒くなるけど、冬場

12,000円節約できるんですよ！CO2は約

1,360円節約、CO 2 は年間約50kg削減になり

型に替えるだけで、年間の光熱水費が約

は冷蔵庫の設定温度を弱にするだけで年間約

117kg削減されます。

ますよ。

地球と 人と お財布に やさしい
エコドライブのすすめ
11 月はエコドライブ推進月間です
みなさん、エコドライブをごぞんじですか？

エコドライブは、燃費が良くなるだけでなく、無駄に二酸化炭素を排出することがなく、環境に
優しい運転です。また、安全運転にもつながりますので、積極的に実践してみましょう。

◆ふんわりアクセル
「ｅスタート」

5秒かけて20km/h程度加速することを意識すると
→ 年間でガソリン83.57Ｌ省エネ【約13,370円の節約】

◆加減速の少ない運転

できるだけ一定の速度で運転することを意識すると
→ 年間でガソリン29.29Ｌ省エネ【約4,680円の節約】
停止前に早めにアクセルから足を離すことを意識すると
→年間でガソリン18.09Ｌ省エネ【約2,890円の節約】

※年間10,000km走行、平均燃費11.6km/Lの普通自動車(2,000cc)の場合。

ほかにも、

検索

http://www.eco-aomori.jp/24uchieco.html

ですよ。

【うちエコ先生】いいことですね！でも、それ以外でもおうちでで

◆早めのアクセルオフ

に節約金額が分かるので、省エネに取り組みたくなります

ライブのすすめ」（後段）を見てくださいね。

そこで、今回私エコひよっこが、青森県地球温暖化防止

活動推進センターの「うちエコ診断」をしているうちエコ

「うちエコ診断」では、それぞれのご家庭のライフスタ
イルに合わせた省エネのアドバイスをしてもらえて、さら

しくは、「地球と人とお財布にやさしいエコド

かもしれませんよね！？

◆公共交通機関を積極的に利用する
◆新車を買う際には低公害車を選ぶ
◆エアコンの使用は控えめに
◆タイヤの空気圧をこまめにチェック
◆不要な荷物は積まずに走行
◆長く駐車する時はアイドリングストップで

…など、これらを実践するだけで確実に燃費は向上します。ぜひ、実践してみてください。
※参考：「家庭の省エネ大辞典2012版」〔（一財）省エネルギーセンター発行〕

「エコドライブ」
について

青森県 エコドライブ

検索

http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/ecodrive.html
お問い合わせ

青森県 環境生活部 環境政策課 低炭素社会推進グループ
TEL：017-734-9243
E-mail：kankyo@pref.aomori.lg.jp

事業者の取り組みをご紹介 ！
「資源ゴミ回収ステーション」の設置に寄付

いつも環境活動にご協力いただき、
誠にありがとうございます。
株式会社ユニバースは、
“地域に貢献
し、環境にやさしい企業”を目指して、
環境活動に取り組んでいます。

弊社は、県の「もったいない・
あおもり県民運動に賛同してレ
ジ袋の無料配布を中止し、収益
金の一部を「資源ゴミ回収ステー
ション」の設置費用の一部に寄
付(※)させていただいています。
※29施設の設置に対して約292万円を寄付させて
いただきました。

青森県民生活協同組合
青森県が主催する「もったいない・あおもり県民運動」に参加しています
○レジ袋削減の取組への協力
○古紙リサイクルの推進への協力

その他のエコに関わる活動
○お買い物バスの運行 ○家庭内廃油の回収
○地域町内へのクリーンボックスの提供

★ 学校・団体 の エコ活動紹介 ★

わたしたちもエコ活動に取り組んでいます！

ＨＥＰ21エコクラブ

七戸町立七戸中学校

一緒に地球にいいことしましょう！

〒039-2567 青森県上北郡七戸町大字鶴児平191

弘前市と環境パートナーシップ協定を結ん
でいる環境活動団体「ひろさき環境パート
ナーシップ21（HEＰ21）」が発足した翌年の
平成14年６月、ＨＥＰ21のこどもたちが集
まって誕生しました。
10年目の今年は、自然の中で遊ぶことが大
好きな小学生から高校生のメンバー14名が、
お世話役のサポーター15名やＨＥＰ21のた
くさんの大人の人達と一緒に、様々な環境活
動を楽しんでいます。
活動は毎月１回の月例会（土曜日か日曜
日）に行い、その内容は、４月の例会に子ど
も達がやりたいことを中心にして決めていま
す。今年はこれまで、５月に「酸性雨と酸性
雪の勉強会in弘前大学理工学部」、６月に土
淵川と岩木川で「第９回身近な水環境全国一
斉調査」を、７月に「エコキャンプin脇元海
岸」、８月に「だんぶり池の植物調べと雨の
測定」を行ってきました。
この後、県有林のブナ植樹、だんぶり池の
とんぼ調べや作業納め、弘前市ボランティア

41回目のリサイクル活動を
「全力」で「本気」で！！
本校は七戸町の西部、七戸十和田新幹線駅か

らは南西に４㎞の地点に位置します。敷地は農

交流祭りへの参加、冬のエコキャンプ、弘前
公園雪燈籠作り、酸性雨・雪測定のまとめな
どを行う予定です。
毎年、壁新聞に活動の様子をまとめます
が、それが県選抜になり、これまで全国フェ
スティバルに５回参加できました。特に去年
は、特別賞コカコーラ賞をいただき、早稲田
大学や岡山県でのフォーラムで活動発表や全
国でエコ活動をがんばっているエコクラブの
仲間達との交流で、これからの活動のエネル
ギーをもらってきました。
自然の中で一緒に遊びながら「地球にいい
ことをする」お友達を募集中です。

林水産省奥羽牧場の敷地の一部を譲り受けたた

【連絡先】 NPO法人ECOリパブリック白神

TEL : 0172-88-8808

め、県内でも有数の校地面積を誇ります。

謝しております。

「資源リサイクル活動」を紹介します。

た。当日は猛暑の中、全校生徒が一生懸命活動

動」は、環境や資源を大切にする心や地域の

域の方からお手紙をいただきました。帰省した

ヤカー40台以上で古紙などの資源回収に全校生

収していただいて大変ありがたかった、また生

育活動に利用します。

聞いてのお手紙でした。こんなお手紙との出会

農林水産大臣より「環境美化教育優良校」をい

思っています。資源を大切にすることは人を大

「ボランティア活動実践校」の賞を受けまし

が日本や世界を大切にすることにつながってい

さて、本校の自慢できる活動の一つである

今年度は平成25年７月７日(日)に実施しまし

今年度で41回目を迎える「資源リサイクル活

し、たくさんの汗を流しました。一週間後、地

方々との交流を深めることを目的に、町内をリ

娘さんが、高齢の一人暮らしのお母様より「回

徒が回ります。収益金は被災地等への寄付や教

徒のみなさんの姿に元気を頂いた」という話を

長年の活動が認められて、平成22年度には、

いもリサイクル活動を続けていればこそだと

ただき、平成23年度には、厚生労働大臣より

切にすることにつながり、人を大切にすること

た。これも一重に地域の方々のご協力の賜と感

くと思っています。

十和田工業高等学校

おおぼし保育園

〒034-0001 青森県十和田市三本木字下平215-1
TEL : 0176-23-6178

〒030-0121 青森県青森市妙見３丁目６-10
TEL : 017-738-3589

全 校 挙 げ て 地 域 貢 献！

地域のみなさんと一緒に
環境活動に取り組んでいます。

本校は上北地方唯一の工業高校として開校
し昨年50周年を迎えました。資格取得やもの
づくり教育を推進し取り組んでいます。
全校で取り組む環境活動は、地域ボラン
ティアとして年1回ゴミ拾いを行っていま
す。今年度は「地域への貢献」を念頭に例年
行っている通学路の他に校舎のある十和田市
東地区の公園や本校生が多く利用するバス
停、介護施設など区域を拡大して取り組みま
した。
さらに、専門科の取り組みとしては校地内
に太陽光発電のパネルが、そして校舎内には

積算発電量を知らせるボードが設置してあり
ます。また、食用油の廃油からバイオ燃料を
作り、カートの動力源として活用させるなど
エネルギーについて身近に触れる学習環境に
あります。
部活動では、JRC部が校内で回収したアルミ
缶を原資に車イスを購入しこれまでに2台を市
内の老人保健施設に寄贈しました。このよう
な活動を今後も継続、発展させていきます。

五所川原第三中学校

みなさん こんにちは。
私達は、おおぼし保育園児童クラブ“エコフ
レンド”の小学生です。
今年は１年生９人を迎え、２年生３人・３
年生３人・５年生２人の17人で毎日元気いっ
ぱい過ごしています。
私達は、地域の清掃や段ボール、新聞の回
収、また、ペットボトルのキャップ回収を
し、世界の子ども達にワクチンを届ける活動
を平成21年度からやっています。初めは、少
しでしたが、多くの保護者、地域の人達が

キャップ回収などに協力してくれ、私達も活
動の励みになります。
私達と保育園の５歳児さん達と制作したエ
コBOX（キャップ回収BOX）はあちこちの
町かどに設置されています。
これからも小さな事から輪を広げ、地域と
ともに活動していきたいと思っています。よ
ろしくお願いいたします。

五所川原市立

青 い 鳥 保 育 園

〒037-0023 五所川原市広田字藤浦105-１
TEL : 0173-34-2937

（青い鳥エコクラブ）

530ボランティア活動
５月30日は「ゴミゼロの日」「五三中の
日」とし、学校周辺地域の清掃活動とリサイ
クル品回収運動を行っています。午前中は
２・３年による空き缶・古新聞回収，午後は
１年生によるゴミ拾いです。今年度は雨天の
ため翌日の実施となりましたが、地域の方々
のご協力により、たくさんのリサイクル品が
集まりました。
同様に９月４日も行いました。地域の方々の
励ましや優しさにふれたことで、生徒達の充実
感もより大きく感じられたようです。

リサイクル品による収益金は、地域のため
に使って頂こうと集会所等に物品（トイレッ
トペーパー）で寄贈しました。
この活動の他に、校内でのプルタブ収集や
アルミ缶回収運動も行っています。
地域に貢献する、地域に愛される「五三中
生」を目指して活動中です！

認定こども園さつき幼稚園
〒034-0088 十和田市西十四番町19番13号
TEL : 0176-22-1636

みどりいっぱい
こころもからだも すこやかに
さつき幼稚園では、ごみの分別収集やリサ

イクルに取り組んでおります。

紙は、リサイクルして作品作りに、プラス

分別し、資源として使って頂くよう活動して
います。

この写真は、毎月５日に集めているプルタ

ブを、車いすの購入にあてて頂くよう、十和
田市社会福祉協議会に寄付した所です。

西津軽郡深浦町深浦中沢3-1

できる所から少しずつエコな生活を！

学校法人さつき学園

チック・プルタブ・ペットボトルキャップに

〒038-2324

今年度はこの他に、ひまわりを植え、NPO

法人を通じて種を南相馬市の保育園や幼稚園
に送ります。

私たちは「地球にやさしい子どもたち」とい
う大きな目標に向かって、できる所から少しず
つ手を付けてエコライフをめざしています。
①ペットボトルのキャップ集めで…世界の子
どもたちへワクチンを！
捨てるとゴミになるキャップを集めること
で、世界の子どもたちへ「ワクチン」を送る
運動に協力しています。
②プルタブ集めで…高齢者にもやさしい園づ
くりを！
プルタブを集めて「車イス」に交換すると

いう大きな目標につなげます。
③LED ランプの使用などで…エコな園づくり
を！
保育園では非常灯を除いてすべての蛍光灯
を LED ランプにしています。保護者の皆さ
んの協力を呼びかけて節電に努め、水などの
限りある資源を大切にする心を小さい頃から
育んでいます。

新郷中学校

新郷村立

http://www.vill.shingo.aomori.jp/~scg/index.html
TEL : 0178-78-2047

日本一の清流を目指して
五戸川の保全活動を行っています！
新郷中学校では、平成 22、23 年度と青森
県教育委員会の重点事業である「青い森水辺に
学ぶプロジェクト事業」のプロジェクト校とし
て依頼を受け、故郷の河川や湖沼を通して故郷
を見つめ直す取り組みを行いました。この事業
への参加をきっかけに、五戸川の清掃活動や水
質調査など保全活動を現在まで継続してきまし
た。また、長年にわたり五戸川の環境の緑化や
浄化、清掃活動に取り組んできた地域団体であ
る「新郷遊魚会」と協働し、地域の方々と触れ
合いながら活動に取り組んでいます。

今までの調査を通して、五戸川の清らかさ
を再確認することができました。しかし、過
去の五戸川に多数生息していたハナカジカで
すが、現在は生息が確認されていないことも
知りました。私たちは、いつの日かハナカジ
カが戻ってくるような日本一の清流を目指し
てこれからも地域一帯となって保全活動を継
続し、地域の環境作りを新郷村から発信して
いきたいです。

【平成 24 年度環境活動助成金】 ★ 助成金交付学校・団体 の 紹介 ★
助成金を受けてエコ活動をさらに発展させます！

八戸市立第三中学校

弘前おもちゃ病院

TEL : 0178-44-1319

TEL : 0172-26-8557

特定非営利活動法人

エコねっと未来あおもり
TEL : 017-775-5006

おもちゃの修理は私たちにおまかせ！

全校生徒による生徒会活動における
リサイクル及び環境保全活動
本校では、全校生徒
が生徒会活動の一環と
してリサイクル及び環
境保全活動に取り組ん
でいます。今年度は、
①アルミ缶の回収を行
い、知的障害特別支
援学校に届けて作業
学習や環境学習に活
用してもらっています。
②プルタブの回収を行い、肢体不自由養護学校に車いすを贈
る予定です。
③エコキャップを回収し、発展途上国の子どもにポリオワク
チンを贈っています。今後、視覚・聴覚障害特別支援学校
の生徒と連携しながら活動することを考えています。
④委員会活動で地域のごみ拾いを行っています。
これらの活動は５年にわたって継続して取り組んでいると
ころです。今年はこれから地域環境活動助成金を活用して、
より良い環境保全活動にしていく予定です。

青森県内には、弘
前、青森、五所川原、
八戸、平川の５つのお
もちゃ病院がありま
す。今年度「青森県お
もちゃ病院ネットワー
ク」を４月に設立し、
各おもちゃ病院が連携
して、技術を共有しな
がら、更に向上させ
て、ドクター、ナースが楽しく長く活動を続ける事が出来る
様に工夫しています。おもちゃ病院を新設する際には協力し
ていく事を約束しています。
11月中旬に県内のドクターが集い勉強会をする計画があ
り、地域環境活動助成金を使わせて頂き、新たな試みで、プ
ラスチックを形成する技術を習得したいと思います。
11月30日〜12月１日には、日本おもちゃ病院協会主催の
「ドクター養成講座入門編」を八戸市で開催します。八戸市
周辺に、新たなおもちゃ病院が出来る事を願います。
これからも、活動を継続し、子ども達や地域に身近な新た
なおもちゃ病院を設立していきたいと思いますので、応援（壊
れたおもちゃを持ってきて♪）お願いします。
※定期開院・イベントスケジュールはホームページをご覧く
ださい。 ホームページは「弘前おもちゃ病院」で検索！

環境活動助成金のご案内

プロジェクト参加県民の取組と参加企業の協力により、学校や団体等が
行う環境活動へ助成を行い、地域の環境保全を進めていきます。

ペットボトルキャップで、世界の
子どもたちにワクチンを届けよう！
当法人では平成20年
より、青森市、学校、
団体に協力をお願いし
て、ペットボトルのキ
ャップの回収を行い、
回収実績に応じた受領
書を発行しておりま
す。ペットボトルのキ
ャップは国内のリサイ
クル工場に売却し、そ
の売却益を認定NPO法人「世界の子供にワクチンを日本委員
会」へ寄付しております。小さなキャップでも、捨てなけれ
ば資源になり、子供の命を救うことができるのです。
現在、青森市役所関係施設及び県内の小・中学校や保育園
等、県内200箇所にペットボトルキャップの回収BOXを設置
しています。その一部の回収BOXが経年により劣化している
ため、今年度中には、地域環境活動助成金を活用して、新し
く作成・設置する予定です。新たな回収BOXには、保育園や
障害者施設に依頼して、子どもたちに絵やメッセージをかい
てもらったり、エコキャップを並べて「キャップアート」を
作ってもらう予定です。

表彰制度のご案内

エコ活動を
報告しましょう！

事業者・学校・団体のみなさんの
優れた取組を、県が表彰します。

わ

わ

♣表彰対象者

地球温暖化防止、廃棄物の減量、リサイクルの推進、自然
環境の保全等、地域の環境保全に係る実践活動及び学習活
動（植林活動、廃品回収、海岸清掃等）。

あおもりエコの環スマイルプロジェクトに参加登録
し、10月末日までに活動報告書を提出している事
業者、学校・団体。

♣表彰式

12月に表彰式・事例発表会を行います。

♣助成金の額

50,000円を上限に助成します。

♣平成24年度受賞者

♣申請手続き

http://www.econowa-smile.com/return.html

八戸市立第三中学校、青い森鉄道株式会社、
青森県庁消費生活協同組合・青森県民生活協同組合、
キヤノンプレシジョン株式会社、株式会社下舘組、
株式会社ユニバース

♣助成対象者

あおもりエコの環スマイルプロジェクトに参加登録してい
る学校、こどもエコクラブ、ＮＰＯ法人、その他の団体。

♣助成対象事業

私たちは県民の皆さんの環境活動を応援しています！

また、自らも環境に優しい取り組みを実践しています！

毎日が新鮮！
価値ある安さと豊富な
品揃えで提供いたします

株式会社 青森ビジネスマシン
青森市八ツ役字上林12-5
TEL：017-739-3252

八戸市江陽二丁目11-13
TEL：0178-45-2100

大矢建設工業株式会社

青森市羽白字沢田
302-5
TEL：017-788-5656

青森市大字野沢字川部63
TEL：017-739-5224

青森県民生活協同組合

青森･岩手･秋田に50店舗展開中！

http://www.aomoriken-coop.or.jp

本部／八戸市大字長苗代字前田83番地１
TEL／0178-21-1888

東管工業株式会社

田中建設株式会社

青森県上北郡東北町字塔ノ沢山88番地2号
TEL：0175-63-3853 FAX：0175-63-3459

十和田市東一番町2-50
TEL：0176-23-3521

稲見建築設計事務所
〒030-0962 青森県青森市佃1-5-7
TEL：017-742-2636

青森市本町2丁目11-16
TEL：017-775-1431

張山電氣株式会社
2014年春 新型車両デビュー！
筒井駅（青森〜東青森駅間）開業予定！

本社／岩手県盛岡市盛岡駅前通1番41号
TEL／019‐651-1900

ヒロロ地下1階FORETショップ営業中！

弘前市東長町64

TEL：0172-32-3814

弘前市大字徳田町30番地１
TEL：0172-32-6223

八戸市江陽二丁目19-33
TEL：0178-22-0388

TEL：0178-27-0456

協賛企業募集中！

私たちはエコに取り組む皆さんを応援しています！
稲見建築設計事務所

協力店

■
■

モ ッテコーカード呈示で

カード呈示で５％OFF

■

COFEE COLORS

ラグノオささき

■TEL

■青森県青森市新町２丁目５-３
■TEL 017-722-4750
■営業時間 10:30〜20:00
■定休日 第2・第4土曜日
■http://www1.ocn.ne.jp/~sennari/

017-742-2636

■営業時間 9:00〜17:00 不定休
■http://www.a173.org/

くどうラーメン

青森新町八甲田通り店・青森ベイブリッジ店
■ ドリンクチケット3,500円(12杯分)を

株式会社

設計監理料1%引き ■

■青森県青森市佃1-5-7

■青森県弘前市田町４-11-13
■TEL 0172（32）6884
■年中無休
■http://www.gyokuundou.com/
■ヒロロ店オープン！地下1階10時〜21時営業中！

サービスを受けられます！

【青森新町八甲田通り店】 青森県青森市新町２丁目２-21
■TEL 017-777-0788
【青森ベイブリッジ店】 青森県青森市安方２丁目12-２
■TEL 017-752-6251
■営業時間 平日7:30〜19:00 土日祝祭日9:00〜18:00 不定休
■http://www.coffee-colors.com

■ マイ箸とモッテコーカード持参の方に
スタンプ２個押印します。
スタンプ10個で200円分のお食事券
として利用できます。

カードを持参で設計監理業務申し込んだ方

あおもりエコの環スマイルプロジェクト実行委員会

２枚で6,000円で販売します。
■ モッテコーカード呈示のうえ、
オフィスコーヒー
登録で100g250円でオフィスマイルドをご提供
します。
（※500g単位で引き取り前に要予約）

四季の千成

■

お買い上げの商品10％OFF
（特価品・奉仕品を除く）

■

■青森県弘前市和徳町212 ■TEL 0172-32-7666
■営業時間 平日８：30〜19：00
土曜８：30〜18：00
日曜・祝祭日９：30〜17：00
■定休日 正月三が日 GW3日間 お盆休3日間
■http://www.ota-hanko.com

■ 平日15:00〜17:00に、モッテコーカードを

トッピング（チャーシュー又はメンマ）
50円分をサービス
■TEL

017-722-6905

■営業時間

「道の駅」奥入瀬
■ 物産館での買い物レシートの提示またはレス

の舎」
「ラグノオアプリ」
でお買い上げ時
「モッテ
コーカード」
を提示された方に、
「ラグノオスタ
ンプカード」
に１ポイント追加捺印

トランでの食事利用のレシートと「モッテコー
カード」を提示された方に、ミネラルウォー
ター源流水 350ml を１本サービスします。

【ベーカリー＆カフェ SAKI】青森県弘前市百石町９
■TEL 0172-33-2122 ■営業時間 ８：00〜19：00
【菓子処 笹の舎】青森県弘前市百石町６-１
■TEL 0172-32-7256 ■営業時間 ９：00〜19：00
【ラグノオアプリ】青森県弘前市大字表町２-11 弘前駅ビルアプリーズ１階
■TEL 0172-32-1260■営業時間 10：00〜20：00
■http://www.rag-s.com

■青森県十和田市大字奥瀬字堰道39番地１
■TEL 0176-72-3201
■営業時間 ９：00〜18：00
■定休日 年末年始12／31、１／１
■http://www.oirase.or.jp/

蕎麦大盛りサービス
■青森県青森市古川一丁目２-１
■TEL 017-774-0837
■営業時間 月・水〜土11:11〜20:30（LO20:00）
日 11:00〜17:30（LO17:00）
■定休日 毎週火曜日（8月不定休）
■そば粉は地元青森産を毎朝石臼自家製粉しております。

■青森県青森市新町一丁目６番12号
8:00〜16:00

一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社

■「ベーカリー＆カフェ ＳＡＫＩ」
「菓子処 笹

提示して注文した方
（8/2〜8/7を除く）に、
自家製そばアイス（小サイズ）1コ又は

■ モッテコーカード提示で

大鰐町
地域交流センター
■ 14：00 〜 17：00 の間、
飲食をされた方で

■ モッテコーカード受付提示で、
温泉一般 大人500円→400円
入浴料金 小人250円→200円

カード呈示の方に限り

りんごジュース１杯サービス
■青森県青森市長島一丁目６-５
■TEL 017-722-4967
■営業時間 10：30〜20：30（LO）■定休日 日曜日
■17：00以降、夜限定定食（飲み物付き800円）
があります。■10名様以上4,000円〜飲み放題
の宴会を承っております。

※カード1枚につき1名様が対象です。

■青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字川辺11-11
■TEL 0172-49-1126
■営業時間 日帰り温泉 鰐の湯 9:00〜22:00
■定休日 毎月第３木曜日 ※臨時休館する場合有り
■http://www.wanicome.com/

協 力 店 募 集 中 ！
わ

うちエコ

県民のみなさん、事業者のみなさん、学校・団体のみなさんがエコに取り組み、
地域にエコの環を広げるしくみです。

♣参加登録して「モッテコーカード」をもらおう！
♣おうちで省エネやエコドライブ、ごみの減量などエ
と コに取り組もう！
♣簡単チェック表で取組結果を報告してエコチェックしよう！
エ

みせエコ
まちエコ

♣地域の環境活動に取り組む学校や団体の活動助成し
ます！

ポータルサイトで簡単登録！

事務局

http://www.econowa-smile.com/

登録したらさっそく
簡単エコチェック！

県民のみなさん

カード呈示

・モッテコーカード送付
・フリーペーパー送付

サービス提供
（協力店）

取組報告

コ

♣エコなお店を県が応援「あおもりＥＣＯにこオフィ
ス・ショップ認定」！
で ♣プロジェクト協力店を利用する際、カードを呈示する
と、サービスを受けることができます。エコなお店を
利用しよう！

に

環境配慮行動に取り組むことを
宣言し登録！

環境配慮行動実践

エコ事業所・
エコショップ認定

広告協賛金（協賛企業）

発行
地域環境活動
助成金
フリーペーパーにより
事業者、学校・団体等の
みなさんの取組を紹介

申請

協力店

地域（学校・団体）
ない
たい
もっ

エコ の環 の し く み

協賛企業

植林活動・海岸清掃など

環境ビジネスマッチングフェア
参加無料

〜事業者のための省エネ設備展〜

環境経営セミナー
同時開催

事業者向けの省エネ対策の参考になる設備展示や、講演会など、
省エネに関する情報がもりだくさんです。
省エネ対策には十分取り組んでいるという事業者の皆様にもまだまだでき
ることがあるかもしれません。このフェアをぜひご覧いただき、省エネ対策
にさらに取り組んで、経営力アップにつなげましょう！

ほかにも
クイズページもあるので
チャレンジしてね！
トップを目指そう！

編集・発行

■日時■ 平成25年11月14日
（木）10時から
■場所■ ユートリー１階大ホール
（八戸市一番町1-9-22）
■主催■ 環境ビジネスマッチングフェア実行委員会
■お問い合わせ先■ 青森県環境政策課(017-734-9243)

あ お も り エ コ の 環 ス マ イ ル プ ロ ジ ェ ク ト 実 行 委 員 会

青森県商工会議所連合会 青森県商工会連合会 東北電力青森支店 青森県エルピーガス協会 青森県電機商業組合 青森銀行 みちのく銀行 青森県消費者協会
青森県生活協同組合連合会 青森市 弘前市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平川市 青森県 青森県地球温暖化防止活動推進センター

事 務 局 青森県地球温暖化防止活動推進センター（NPO法人青森県環境パートナーシップセンター）

〒030-0801 青森市新町1-13-7 和田ビル３F TEL 017-721-2480 FAX 017-723-7631 E-mail info@econowa-smile.com

http://www.econowa-smile.com/
あおもりエコの環

検索

