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もったいない・あおもり県民運動
キャラクター「エッコー」

たくさん集まった！

全校児童１５２人の全世帯で
ざつ紙７３０.１キロ回収！
（児童１人あたり4.8キログラム）
小学生雑紙回収チャレンジ つがる市立稲垣小学校の取組
県では、夏休み期間中、児童の皆さんのそれぞれのご家庭が「雑紙」を回
収する「小学生雑紙回収チャレンジ事業」を実施しました。平成28年度は、
262校、52,351人の児童が参加し、21,156kgもの「雑紙」が資源として
回収されました。
そこで、今年度のチャレンジ事業で最も回収量が多かった最優秀校である、
つがる市立稲垣小学校の近藤教頭先生に、今回のチャレンジ事業へ参加した
ときのことや学校として取り組んでいる日頃のエコ活動について伺いました。

Ｑ．
「雑紙回収チャレンジ」に参加するにあたって、児童の各家庭への参加の呼びかけはどの
ように行ったのですか？ また、どのくらい参加したのですか？
Ａ．本校では、
ＰＴＡ活動の一つとして、年２回の廃品回収を行っていますが、「雑紙」がリサイクル
できるとは知らないご家庭がほとんどでした。そこで、夏休み前の参観日に周知の機会を設け、
どんなものが「雑紙」なのかパワーポイントや実際の「雑紙」を使い説明を行いました。
保護者は、捨ててしまっていた物が「雑紙」と初
めて知り、それもリサイクルできるのだと驚いており、
普段使っている物の中に「雑紙」がたくさんあるこ
とに気づくことができました。この取組に児童の全
家庭が参加し、100％の参加率でした。

Ｑ．全校児童が参加ということは、１～２年生に「雑紙」というものを理解させなけ
ればならかったと思いますが、どのように教えたのですか？
Ａ．全体指導を受けて、１～２年生には「雑紙を集めるとどんないいことがあるか」とい
う話をしました。「捨てるとただのゴミで、すごい量のゴミになる。それを燃やすと時間
とお金がかかり、空気も汚す。
」つまり、雑紙回収は「時間とお金がかからない、空気
も汚れない。体にもいい。
」
、
「別の段ボールなどに生まれ変わり、また使える。」といった「良
いことだらけ」なので、
「捨てるのはもったいない」という話をして、取組を始めました。

Ｑ．今回、みごと回収量が最多ということで優秀校の１位に輝きましたが、児童の反応はどう
でしたか？ また、ごみ減量やリサイクルに対する意識は変わりましたか？

Ｑ．
「雑紙回収チャレンジ」のほかに、日頃、学校としてどの
ようなエコ活動に取り組んでいますか？

近藤先生
ありがとうございました！
今後も児童を通じて
各家庭や地域に
エコの環を広げていって
ほしいと思います！
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Ａ．給食の牛乳パックを水洗いして開い
て乾かし、リサイクル業者に出す活動を
行っています。
「雑 紙 回収チャレンジ」
の時期以外でも、普段からトイレット
ペーパーの芯は捨てないで、トイレに設
置した回収カゴへ入れるようにさせてい
ます。
（清掃時には、カゴにたまった芯
を清掃 担当児童が全校の回収場所へ
持ってくるように指導しています。
）た
まった芯は、廃品回収へ出しています。

雑紙とは以下のようなものです！
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小学生雑紙回収チャレンジ事業
キャラクター
「コシくん」

リサイクルコーナーだよ☆

Ａ．県１位とのお知らせに私達職員は驚きとともに大変喜びました。そこで、学校長のアイディアで、
学習発表会の当日に、児童・保護者・地域の方々へサプライズ報告をしました。予想以上に会場
はどよめきと喜ぶ声で一杯となりました。
教室に戻ってからも、学級中で「やったあ！」や万歳三唱が起こ
り大喜びで、後日、お祝いに牛乳で乾杯した学級もありました。
リサイクルの意識が高まり、教室の中に「リサイクルコーナー」を
設けている学級もあります。「簡単にゴミにしないように」と係の子
が声をかける場面も多く見られるようになりました。雑紙回収は冬
季休業中も全校で取り組みました。
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あなたの
「エコアクション度」
をチェックしてみよう！

実践！おうちでできる

エコアクション講座

エコアクションを実践したら取組結果をチェックしてみましょう！方法はとっても簡単です！
これまでやったことがないわ・・・という方もぜひ試してみてください！

パソコン等が使える方は・・・ホームページから手軽に報告してみましょう！
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毎日のくらしの中で、みなさんが無理なくできるエコアクションをエッコーが紹介します！
毎日コツコツ実践することで、年間を通じるとCO2の削減量や節約金額がケッコー大きい
ことが分かります！
家族みんなで声をかけ合って、環境にもお財布にもやさしいエコなくらしを心がけましょう！

リビング

エコの環トップページからマイページにログインして、電気使用量（kWh）とエコアクションチェックを入力しましょう！
継続して行うと、自分の取り組みの成果がグラフやエッコーの成長で見える化されます！
（ログインIDとパスワードは「モッテコーカード」に記載されています。エコの環会員登録がまだ
の方は、始めに会員登録をしてください。分からない方は、事務局へお問い合わせください。
）

で
‘エコ’
ケッコー！

暖房は20℃以下、
冷房は28℃以上に設定する

保温を止め、冷めた場合は電子レン
ジで温めなおすと
年間で CO2

年間で約
820円 節約
670円 節約

34.0kg 削減

できるだけ家族がいっしょの
部屋ですごす

18.9kg 削減

バス・トイレで‘エコ’ケッコー！

年間で約
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21.4kg 削減

通勤・通学で自動車の利用を
控え、
公共交通機関を利用する
週２日、往復8kmの車の使用を
止めると

年間で約
1,350円 節約

運転するときはふんわりアク
セルで発進し、アイドリング
ストップをする

入浴時、シャワーを流しっぱ
なしにしない

年間で CO2
184kg 削減

年間で約
9,200円 節約

年間で CO2

年間で約
2,760円 節約

234.2kg 削減

・事務局では、送付いただいた内容を会員の
皆様のホームページ（マイページ）へ代理
入 力 し ま す の で、い
つでもホームページ
で報告データをご確
認いただけます。

予告！

朗報！

CO2CO2削減チャレンジキャンペーン2017のお知らせ

エコ活動の取 組を報告するだけ
で、抽選で素敵な賞品が当たるキャ
ンペーンを平成29年7月から8月の
夏と、同年12月から1月まで冬の2
回実施する予定です！
詳細はキャンペーン開始前にホー
ムページなど でお 知らせしますの
で、日頃から節電に取り組み、ぜひ
エコ活動を報告してくださいね！
※チラシは2016年に実施したキャンペー
ンのものです。2016年のキャンペーン
は終了しました。

年間で約
13,730円 節約

★アースレンジャーとは★

地域の方々に対し、地球温暖化の知識の普及やエコ活動の紹介を行うボランティアと
して青森県が委嘱している方々です。現在35名が県内で活動しています。

★あおもりアースレンジャーエッセイ

★あおもりアースレンジャーエッセイ
久 保 田 勝 二 さん

○津軽の食と産業まつり（弘前
市）で、省エネ機器の説明を
する久保田さん。

（この様式はコピーしてお使いいただくか、ホームページ
からダウンロードすることもできます。
）

5秒間で20km/hまで加速、5秒以上
停止のときはエンジン停止をすると

45℃のお湯のシャワーを１分短くすると

29.1kg 削減

・取組報告書の様式を用いる場合は、毎月又
は３か月分をまとめて事務局に郵送又は
ファックスなどで報告してください。

くるまで‘エコ’ケッコー！

温水洗浄便座のフタを閉める、
または温度設定を低めにする

年間で CO2

パソコン等が使えない方は・・・報告書を送付しましょう！

1,190円 節約

フタの開けっぱなしをやめると

年間で CO2

どんな姿に変化するのかは
お楽しみに！
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年間で CO2

10,400円 節約

STOP

1,900円 節約

冷蔵庫の中身を半分くらいに減らすと

年間で約

238.0kg 削減

年間で約

冷蔵 庫にものをつめこみす
ぎない、無駄な開閉はしない

暖房と照明の利用を２割減らすと
年間で CO2

ここからログインしてマイページへ！

炊 飯ジャーで長時間 保 温を
しない

石油ファンヒーターを1℃低く、
エアコンの冷房を1℃高く設定すると
年間で CO2
25.4kg 削減
10.6kg 削減

【エコの環トップページ】

キッチン

で
‘エコ’
ケッコー！

エコアクションは
15項目！
毎月チェックすると
取組が見える化！

会社を退職して数日経過して後、推進員公募を知った妻からの勧めがあり、地球温暖化という言葉に初め
て出会ったことがきっかけとなりました。
私もそうであったように、多くの企業人は地球温暖化をあまり意
アースレンジャーとして できること
識していないと思いますが、高効率・高機能・低コストな「製品づく
り」を通じて結果的に低炭素社会づくりに貢献し、省エネ家電をはじめとする低炭素型の製品、サービスが
私たちの生活の中に普及してきました。むしろ課題としては「低炭素なライフスタイルへの転換」にあり、国
民一人一人の自主的行動を「家計や環境にやさしい行動を選択する」という方向に向けるべきと考えます。
2030年度の温室効果ガスの排出量を2013年度比で26%削減するという目標達成のために、あらゆる
「賢い選択・COOL CHOICE」を促す国民運動を全国展開しなければなりません。推進員はそのための橋
渡し役を務め、伝え手の任を負っているものと思います。
私が今取り組んでいることは、活動に参加する人たちとの意見調整役、行政や公共団体
日頃の活動
の主催する事業への参加、自主講座の実施、町内での資料配布、省エネ普及啓発、環境出
前講座への協力、活動器材の製作など多岐にわたりますが、農作業の合間を縫って活動しています。
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今

主な活動地域：弘前市 、アースレンジャー委嘱年数：11 年

京 子 さん

「地球温暖化が進むとブナ林が壊れる」という１つのメッセージが環境活動ス
タートのきっかけでした。以前、小学校で働いていたころは、エコキャンドルづく
りやNPO団体と連携した新エネルギー体験などを行い、活動を通じて子供たちとの楽しい時間をすごしま
した。仕事を退職してからは、小学生等を対象とした環境出前講座等に取り組んでいます。
しかし、温暖化防止につながる望ましい行動が理解されても、それを実行していく受け皿となる社会の仕
組みが整っていないことに愕然とすることがあります。例えば、スーパーでのトレー中心の製品陳列、自転車
専用レーンの皆無等です。新エネルギー等に対する関心に比べて暮らし方の工夫がどこかに押しやられてい
るような気になります。新エネルギーを使った設備や省エネ製品の購入には高額な経費がかかることが多
いため、あこがれていても簡単に手を出せないという現実があります。
でも家庭での省エネ行動など、
今の設備、製品の状態でも地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出を抑制
できる暮らし方は、だれでもすぐ実践できるものです。一人分の効果は小さな点でも、多くの人の取り組みで面
になり、予想以上の効果につながります。3Rに沿った生活スタイルの在り方を探りながら、地球温暖化防止に
つながる行動を実行しやすい社会の仕組みの実現を願い、アースレンジャーとしての活動に取り組んでいます。

望みは「点から面へ」

○「環境出前講座 買い物ゲーム」
で青森市立 造 道小学 校5年生
の皆さんと一緒に活動する今
さん。

主な活動地域：青森市 、アースレンジャー委嘱年数：11 年
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★もったいない・あおもり賞受賞団体のエコ活動報告！
株式会社 東管サービス（弘前市）

★省エネルギーやごみ減量、リサイクルなど環境に配慮した取組が特に優れている事業者・団体等に贈られる賞です。
株式会社 鹿内 組（青森市）

●地域の環境美化活動

●地域の環境美化活動

地域の環境美化活動を年に3回実施しています。7月には事業
所周辺の国道103号線の歩道のボランティア清掃や花の植樹を
行ったほか、4月～12月には古川地下道の清掃を行い、従業員
延べ100人が参加しました。
また、6月中旬「鹿内組・夢の森」で、ケヤキ、ミズナラなどの
広葉樹苗木の植樹会を初めて開催し、多数の親子が参加しました。
（これまでは、約20年間にわたり桜の
苗木を植えてきました。）
毎年見に来ます！

青森県ふるさとの水辺サポーターに平成25年に認定され、大
和沢川の除草作業や清掃作業などを継続して実施しています。
今年度は6月と9月に従業員16人で作業を行いました。
●事業所のエコ活動！
冷暖房の適正管理や不要な照明のスイッ
チをこまめに消すなどして省エネに取り組ん

●事業所のエコ活動！

でいるほか、オフィス町内会に加入して、古

KES・環境マネジメントシステム・
スタンダードを取得し、電力使用量、
車両の燃料使用量などの結果を事業
所内に掲示するなどして、環境改善
に努めています。

紙リサイクル活動も行っています。
今年度は1,567kg（平成29年2月現在）
の古紙のリサイクルを行いました。

株式会社 鳥山土木工 業（六ヶ所村）

株式会社 西田組（青森市）

●温室効果ガス排出量の削減！

●バイオディーゼル燃料の普及による
廃棄物と二酸化炭素の削減！

照明をLED灯へ交換したほか、冷暖房温度や照明の適正管理、
書類の両面使用に心がけています。
また、建設機械を導入する際は、低騒音・低振動型であるほ
か、燃費基準達成車を積極的に採用し、排出ガスの削減に努め
ています。現在は事業所内の約７割の車両が環境に配慮した車
両に更新されています。

バイオディーゼル燃料（BDF）は植物系廃
食油を原料とし、燃料として使用した場合、
地球上に新たな二酸化炭素を排出しないな
ど、環境への負荷が少ないというメリットが
廃食油回収ＢＯＸ
あります。
設置箇所(青森市)
また、B D Fの製 造は 、自社 内の設 備 で
・マエダストア３店舗
・市民センター
行っているほか、平成22年からは原料とな
・市営バス東部営業所
る油を青森市や
（株）
マエダなどの協力で、一
・市役所本庁舎
般家庭からも提供を受けています。BDFの
普及で地域の環境保全に貢献できるよう取り組んでいます。

●地域の環境美化活動
平成16年から継続して、海の日に
従業員と関係者で海岸の清掃作業を
実施しているほか、工事現場周辺の
清掃活動に取り組んでいます。
清掃活動を通して、従業員の環境
に対する意識の向上が図られている
と感じています。

●エコドライブの徹底
従業員を対象に、年１回アイドリングストップなどエコドライ
ブに関する研修を実施し、社用車からの排出ガス削減に向けて
取り組んでいます。

★私たちも、エコ活動に取り組んでいます！（エコの環登録団体からピックアップ！！）
エコちゃん倶楽部（東北町）

NPO法人グリーンエネルギー青森（青森市）
●電力自由化に呼応した
自然エネルギー推進のための普及啓発活動

●資源回収活動
金属、バッテリーなどの資源回収
を行っているほか、県内5カ所に資
源ゴミ回収ステーションを設置し、
資源回収に取り組んでいます。
また、
「エコキャップ運動」として
回収した分は、JCV（認定NPO法人
世界の子どもにワクチンを 日本委員会）に寄付しています。
現在約230の団体と個人が当団体と連携して取り組んでいます。

平成28年4月から一般家庭で電力会社を自由に選べるように
なったため、自然エネルギーの供給を中心とする電力会社を選
択できるようになりました。
地球温暖化防止のため、講師をパワーシフトキャンペーン事
務局から招いて、電力自由化の仕組みや新電力の紹介と電力会
社の切り替えの方法をPRする市民講座を企画し、10月6日に
「電 力 会 社を自由に 選 ぶ ため のパワーシフトキャンペーン
inAOMORI」としてアウガで開催し
ました。
市民講座の開催では、行政と協働
しながら、広報チラシの作成や市広
報への記事の掲載を行い、広くPR
しました。

●環境と食の安全に配慮した農作物の栽培・販売！
農作物の栽培に、土壌改良材として粉末にしたホタテの貝殻
を使用し、減農薬の徹底によって、環境に配慮した農作物の栽
培方法を協力農家の方々に実践していただいています。
また、環境に配慮して栽培された農作物を販売・PRすること
で、地元食材の活用及び促進につながるよう取り組んでいます。
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十和田パイオニア株式会社（十和田市）

十和田市消費者の会（十和田市）

●奥入瀬渓流クリーン作戦！

●古紙等リサイクル資源の継続的・積極的回収

当社はパイオニア（株）の関連事業所として本県で生産事業
活動を行っているため、県の豊かな自然を次の世代へ引き継い
でいく取組と捉え、また、地域固有の生物多様性保護の観点か
らも奥入瀬渓流の清掃活動を、年1回実施しています。
第13回目となる今年の清掃活動は、社員とその家族など39名
が参加者し、可燃ゴミ1.9kg、不燃ゴミ1.6kgを回収しました。

当会の「資源活用に関する部会」の活動の一環として、会員宅
から出る古紙、空き瓶、空き缶等を回収して、市内のリサイクル
業者へ搬入・換金し、会の活動費に充てています。また、友人等
に積極的に活動のPRを行い、定着した活動となっています。
平成27年度実績は延べ92名の参加協力で紙類6,992kgなど
を回収し、計77,945円が活動費として捻出されました。
●リサイクル着物を活用した布ぞうりづくり

きれいになりました！

●事業所内でのエコ活動

平成 27年度 から古着を活用した
「布ぞうりづくり研修」を実施してい
ます。外部講師から手ほどきを受け
た後、会員の熟練者を講師に毎月布
ぞうりづくり研修を開催しました。
会員はこれらの活動を通して、楽
しみながら3R活動を推進しています。

平成23年度から「県下一斉ノーマ
イカーデー」に継続して参加している
ほか、コンプレッサーの排熱を溶雪
用や倉庫の暖房用として活用し、二
酸化炭素の削減に取組んでいます。

十和田市名水保全対策協議会（十和田市）

オシャレなぞうりが
できました！

NPO法人 おどろ木ネットワーク（青森市）

●ちびっこ巨木撮影会2016 ―森の巨人を撮ったぞ!!―

●かけがえのない湧水群を次世代に引き継ぐ事業

身近な自然の素晴らしさをもっと地域の子ども達に知っても
らおうと、新たに制定された国民の祝日「山の日」の８月11日に、
「ちびっこ巨木撮影会2016」を開催しました。
子ども達はカメラ片手に青森市浅虫の森を散策し、普段気に
留めていなかった自然の中に驚きや発見の喜びを体験しました。

当協議会主催で、平成26年5月から環境保全活動を担う次世
代の育成及び世代間を繋ぐ目的とし、地元の赤沼町内会、北里
大学獣医学部生物環境科学科等の協力により「平成の名水百選
『沼袋の水』次世代に引き継ぐための自然環境体験学習」事業
を推進してきました。
平成28年度は、十和田市立西小学校の児童を対象に沼袋名
水公園でフィールドワークを実施し
いろいろな生き物が
たほか、新たに十和田市立藤坂小学
いるな〜
校の児童を対象に白上湧水のフィー
ルドワークを行いました。
参 加した子ども達 は 、貴 重 な 湧
水 が作り出す多様な 水 生 生物を目
の当たりにし、好奇心が 刺激され、
湧 水 環 境への 親しみを感じたよう
でした。

●県産材を使用した木育活動

楽しいな〜

「環 境」の 視 点に加え、
「木育」と
「地域活性化」から県産材積み木の
普及に取り組んでいます。
各種イベント会場（環境フェア、ア
ウガ催事、アスパム催事等）に県産
材積み木を設置し、その効果を確か
めたところ、幅広い年代に楽しんでも
らえることや、家族や子ども達が集ま
ることで賑わいができ、地域活性化にも貢献できることがわか
りました。

★エッコーカーが皆さんの街を訪問します！

★地域環境活動助成金のご案内

プロジェクト協賛企業の協力により、学校や団体等が
行う環境活動へ助成を行っています。

県環境政策課では、プラグインハイブリッド自動車
（PHV）を公用車として導入しました。PHVはガソリン
のほか電気を使用した走行が可能で、地球温暖化の原因
となる二酸化炭素の排出量を従来のガソリン自動車より
減らすことができ、環境に優しい自動車です。
エッコーカーは、主に環境に関するイベントや産業ま
つりなど地域で開催されるイベントを訪問し、地球温暖
化防止や3RなどのPRを行います。
ぼくが描かれているのが目印
だよ！エッコーカーってよん
でね
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♣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、団体等

♣助成対象事業

・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、廃品回収等）

♣助 成 金 の 額

50,000円を上限に助成します。

♣募 集 時 期

平成29年4月以降（予定）

♣28年度の
助成団体

・NPO法人白神山地を守る会
・NPO法人白神自然学校一ッ森校
・七戸町立七戸中学校
・深浦町立岩崎中学校
・NPO法人おどろ木ネットワーク
・NPO法人グリーンエネルギー青森

★プロジェクト協力店

株式会社

伊香電器

店内商品さらに5％OFF
会
委員 -723-7631/
om
クト実行FAX 017
ile.c
480 o w a - s m
プロジェ
on
-721-2
017 w w . e c
TEL
スマイル
://w
ター
http
セン
エコの環
推進
３F
活動
防止 -7 和田ビル
あおもり
暖化
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カードを持参で設計監理業務申し込んだ方

■青森市新町1-11-19
■TEL 017-722-3352
■営業時間 9：30〜19：00
■年中無休
■修理して長く使うとエコになる
ものが。あきらめていた愛用
品・古い物の修理もぜひご相談
を！（他店購入品も可）

わ

球温
町1
県地
市新
局 青森 1 青森
事務
080
〒030-

モッテコーカードの提示でサービスを
うけることができます！

美容室

コーヒー

カ ッ トシ ョ ップ

設計監理料1%引き
■青森市佃1-5-7
■TEL 017-742-2636
■営業時間 9：00〜17：00、不定休
■http://www.a173.org/
カラーズ

COFFEE COLORS

シ ョ ーン

「いつまでも、人も、地球も、美しく」

ドリンクチケット4,000円（12杯分）
を2枚で7,000円で販売します。

■ポイントカード(1,000円につき1ポイント)
に1ポイント追加サービス
■ 20ポイントで600円券やいろいろなメ
ニュー(1,000円相当)が無料でできます。

創業以来続く、ショーンのミッションです

■ショーンエコカードにスタンプ1つサービス
■ショーンのロハスなオリジナル
ヘッドスパ“LOHASPA
（ロハスパ）
”
10％OFF
■青森市新町1-12-4
■TEL 017-723-3844
■営業時間 10：00〜20：00、不定休
■http://www.schonschon.com

稲見建築設計事務所

■青森市新町２丁目２-21
■TEL 017-777-0788
■営業時間 平日、土日祝祭日ともに
9：30〜18：00、不定休
■http://www.coffee-colors.com
■自店焙煎のスペシャルティーコー
ヒー専 門 店 で す。 本 物 のコー
ヒーの魅力を是非お試し下さい。

■青森市大野字若宮43-1
■TEL 017-739-5891
■営業時間 9：00〜19：00
■定休日 毎週月曜日､第3日曜日
■http://harikeen.web.fc2.com/

ガレッテリア

ダ

サスィーノ

同館内で醸造している、アオモリシードルを
グラス1杯サービスいたします。（一回の会計
金額が、お一人様1,050円以上のご利用に限りま
す。又、他のクーポンと併用できません。）

■青森市柳川1-4-2
A-FACTORY 2F
■TEL 017-735-1155
■営業時間 11：00〜21：00
（L.O20：30）
■年中無休

トッピング（チャーシュー又は
メンマ）50円分をサービス
■青森市新町一丁目６番12号
■TEL 017-722-6905
■営業時間 8：00〜16：00

■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/

珈琲店マロン

コテージホテル ショコラ

コーヒーチケット
1冊3,600円を 3,500円で販売

ホテル利用者に

ホテル利用者のお子様に

虫かご１個提供します。

ミネラルウォーター１本 進呈します。

（ホットコーヒー、紅茶、モーニングにも使えます。）

（小サイズ）
自家製そばアイス
1コサービス
■青森市古川一丁目2-1
■TEL 017-774-0837
■営業時間 月〜土曜日／昼11：00〜
15：00､夜17：00〜21：00（LO20：30）
日曜日／11：00〜17：30（LO17：00）
■定休日 毎週火曜日、第3月曜日
■そば粉は青森県産を毎朝石臼
自家製粉しております。
カフェ

・

デ

・

（テイクアウトは除く）
■TEL 017-723-0175

■http://www.ch-chocolat.jp/

■http://www.hotel-2135.jp

■営業時間 7：00〜20：00

■営業時間 10:00〜18:00

■定休日 毎週水曜日

■定休日 毎週月曜日

ポイントカードポイント1個プラス。

【八戸店】■TEL 0178-24-6242
■八戸市城下1-10-15
■営業時間 10：00〜20：00
【両店とも】■年中無休
■http://www.ys-greenh.com/

【イオン藤崎店】藤崎町大字西
豊田1-7-1 1F ■不定休
■TEL 070-5321-5209
■営業時間 10：00〜20：00

【五所川原店】五所川原市広田字柳沼91-3
■TEL 0173-35-3155

【弘前店】弘前市神田3-2-3
■TEL 0172-32-2481

【十和田店】十和田市三本木字野崎40-556
■TEL 0176-23-3545

【本 店】弘前市田町4-11-13
■TEL 0172-32-6884
■年中無休

大判焼きのお店

【中三青森店】青森市新町1-7-1
B1F ■不定休
■TEL 070-5326-5212
■営業時間 10：00〜19：00

ひよこ屋

1,000円以上お買い上げのお客様で、

あんこ又はクリームの大判焼き
を1コサービス。
■弘前市中野1-11-11（旧西弘駅前）
■TEL 0172-35-4107
不定休
■営業時間 10：00〜18：30、
■大判焼きの種類は常に10種類以
上。デニッシュ生地も人気です。

いずみだ整体療術院

株式会社

お買い上げの商品5％OFF
（特価品・奉仕品を除く）
■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

【中三弘前店】弘前市土手町49-1
B1F ■不定休
■TEL 070-5326-5213
■営業時間 10：00〜19：00

ラグノオささき

玄楽書道会

「ラグノオスタンプカード」
に1ポイント追加捺印

新規ご入会の方について、

書道セット一式プレゼント

【ベーカリー＆カフェ SAKI】弘前市百石町9
■TEL 0172-33-2122 ■営業時間 8：00〜19：00

【富士見町教室】弘前市富士見町10−7
■TEL 0172-36-1985 ■教室日 木曜日
■営業時間 10：00〜22：00
【品川町書道部】弘前市品川町（大成会館）
■TEL 0172-36-1985 ■教室日 金曜日
■営業時間 14：00〜20：00
【こころ書道教室】弘前市桔梗野3-10-3
■TEL 0172-33-7657 ■教室日 土曜日
■営業時間 9：00〜16：00

【菓子処 笹の舎】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】
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

整体のもみ健

有限会社

90分以上のコースを選択されたお客様について、

5分延長サービス

200円割引

【むつ店】むつ市仲町14-13
■TEL 0175-22-1394

珈琲自家焙煎

【イトーヨーカドー弘前店】弘前市大
字駅前3-2-1 B1F ■不定休
■TEL 070-6951-5211
■営業時間 9：00〜21：00

■弘前市大字大町2-3-8
ライオンビル10B

■弘前市門外1-5-14

■TEL 090-7524-5032

■TEL 0172-55-8288

■TEL 0172-27-1283

■営業時間 9：00〜17：00

■営業時間 10：00〜20：00
（19：00受付終了）

■営業時間 5：00〜19：00

■定休日 日曜日

■定休日 金曜日

■定休日 日曜日
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■http://www.imgnjp.com/

花みずき

コーヒー１杯 50円割引

ギ

カフェ＆ギャラリー

サ

さくら野弘前店

ラーメン類に限り５０円引き。

ネイルチップ、まつ毛エクステ
500円引き。

モンロー

Cafe&gal lery
500円以上のお食事をされたお客様について、

バニラアイス1個サービス
■弘前市御幸町9-21
■TEL 0172-33-9518
■営業時間 10：30〜20：30
（LO 20：00）
祝祭日は10：30〜17：00
（LO 16：30）
■定休日 日曜日

ルーム料金10%OFF!
■弘前市中野2-10-8

■弘前市城東北3丁目10-1
さくら野百貨店弘前店 1F

■TEL 0172-55-8786

■TEL 080-3197-4558

■営業時間 10：00〜20：00

■営業時間 10：00〜20：00

スマホアクセサリー
１０％ＯＦＦ

■弘前市大清水1-14-7

■弘前市末広1-3-4

■TEL 0172-27-9383

■

■営業時間 10：00〜16：00

■営業時間 10：00〜19：00

■定休日 不定休

■年中無休

ふく

まん

（カード提示者に限る・同伴者不可）

■TEL 0178-29-0050

■TEL 0178-24-4080

■営業時間 11：00〜15：00

■営業時間 11：00〜15：00
（ラストオーダー14：30）
■定休日 日曜日

ネイチャーエクスペリエンス

グリーンハウス
コーヒー50円引き

吉田ベーカリー
本店もんぶらん
■むつ市新町9-25
■TEL 0175-23-0148

【金 谷 店】 ■むつ市金谷2-7-11
■TEL 0175-23-6720

■ルーム料ワリカン制！
飲食物持込OK！

【両店とも】 ■営業時間 9：00〜19：00
■定休日 なし（元日のみ休業）

杉村建設工業株式会社
工事費3％割引き
■八戸市松ヶ丘19-30
■TEL 0178-28-8204

■本格中華料理をお楽しみいただ
けます。飲茶セットは色々な点心
を楽しめる人気メニューです。

■定休日 日曜日

天然温泉掛け流しの宿

株式会社

ホテルポニー温泉

大竹菓子舗

小学生以下のお子様に
ソフローズンをプレゼント

本店のみ コーヒー100円引き

クルマ売るなら

ラビット五所川原101号店
車を購入されたお客様について、エンジン
スターターサービス。査定されたお客様
について、無料送迎サービス。

■五所川原市大字姥萢字船橋240-10
■フリーダイヤル 0120-913-013
■営業時間 10：00〜19：00 ■年中無休

一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社

奥入瀬

「道の駅」

観光物産館で1,000円以上お買い上げ、
レストランでお食事のお客様、

奥入瀬源流水350㎖を1本
サービス致します。
■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/

川越せんべい店
同種のせんべい５個お買い上げ
いただいた方について、
そのせんべいを１個おまけします。

■十和田市東一番町7-28

■上北郡おいらせ町下明堂30-11

■TEL 0176-22-4715

■TEL 0178-52-2878

■営業時間 8：00〜19：00

■営業時間 9：00〜16：00

■年中無休

■定休日 金・土・日

★協賛企業（８ページにも掲載しています）
株式会社

■定休日 第2･4日曜日

■営業時間
お昼 12：00〜深夜 2：00

総合建設業（土木・建築・舗装・解体）

総合建設業

■営業時間 7：00〜19：00
（日曜･祝日は18：00迄）

■TEL 0172-36-0075

ろう

■定休日 なし

いろり

私たちは県民の皆さんの環境活動を応援しています。

スタンプ2倍

【緑町本店】■むつ市緑町17-58
■TEL 0175-28-2880

■定休日 火曜日

■十和田市三本木字佐井幅
167-1
■TEL 0176-23-4836
■営業時間 5：00〜22：00
■年中無休

有限会社

①フライボールを10％OFF
②サービス・スタンプの押印を2倍

■営業時間 18：00〜25：00
ラストオーダー 24：30

（大人一名様につきお子様一名にご提供）

■十和田市大字奥瀬字栃久保182
奥入瀬湧水館2階
■TEL 0176-70-5977
■http://www.nexgh.com/
■十和田湖・奥 入 瀬 渓流・蔦の森
の魅力を発 信するネイチャー
ツアーも展開しています。

隆盛ビル1F

■TEL 0173-33-1208

■八戸市下長5-6-11

■八戸市類家3-4

いかりがせき

【津軽「関の庄」文化観光館内 お食事処 彩里】
■平川市碇ヶ関碇石13-1
ソフトクリーム
■TEL 0172-49-5025
50円引き
■営業時間 9：00〜19：00（冬期間9：00〜18：00）
【関の庄温泉 御仮屋御殿】
温泉利用料50円引き
■平川市碇ヶ関阿原23-2
（殿様風呂除く）
■TEL 0172-46-9355
■営業時間 9：00〜20：00 ■定休日 年末年始

サラダ1品サービス
■五所川原市寺町63-3

お食事された方 コーヒーお替りサービス

碇ヶ関開発株式会社

「道の駅」

おかりやごてん

0800-700-2169

酒家 みらくＲＵ

福満楼

さくら野弘前店
カード一枚に付き「綿雪」50円引き

■弘前市城東北3丁目10-1
さくら野百貨店弘前店 1F

auショップ弘前田園

ブライダル専門店

カ フェ

雑貨類１０％引き

喫茶コーナー

■弘前市豊田一丁目2-19
■TEL 0172-55-0886
■営業時間 10：30〜17：30
■定休日 日曜日、第1・第3月曜日
■世界各国の選りすぐりの豆を使
用しています。6種類の自家焙煎
ブレンドも販売しています。

500円引きで受講できます。

カード一枚に付き ポイント2倍

■五所川原市鎌谷町162
■TEL 0173-33-0233
■営業時間
昼の部 11：30〜14：00
夜の部 17：30〜23：00
ラストオーダー 22：00
■定休日 水曜日、日曜日
（日曜日は夜の部のみ休み）

※①か②の
どちらかを
お選びください

総合建設業（土木・建築・舗装・解体）

佐幸建設

〒031-0841
青 森 県 八 戸 市 大 字 鮫 町 字 金 屎３５−７
TEL：
（0178）33-0781 FAX：
（0178）33-0782

乳井建築塗装

割引・小作業のサービス
いたします。

■弘前市泉野4-10-4

■TEL 0172-35-0345

■http://www.imgnjp.com/

nagisa cafe

【青森店】青森市新町2-6-29 KBSビル１F
■TEL 017-723-2100
■定休日：日祝日
■営業時間 10：00〜18：00
（土）
9：00〜17：00

【さくら野弘前店】弘前市城東北3-10-1 さくらの百貨店 弘前店1F
■TEL 070-6950-5210 ■営業時間 10：00〜20：00 ■不定休
【ヒロロ店】弘前市駅前町9-20 弘前ヒロロ B1F
■TEL 0172-35-0123
■営業時間 10：00〜21：00 ■不定休

■TEL 0172-31-0089

一般入浴料：大人50円引き、
小人30円引き
※割引適用人数 5名様まで
■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/

日本ボトルフラワー協会「花軍」
（お一人様1回限り）
■弘前市大町1-13-12
■TEL 090-1374-6653
■営業時間 9：00〜17：00
■定休日 日曜日、祭日
■http://hanaikusa.mokuren.
ne.jp/f/

る

ナ

角弘 アレッラPG

プロテオグリカン製品御購入でスタンプ2倍

【青森店】■TEL 017-752-1004
■青森市浜田3-1-1 ドリームタウンALi 1F
■営業時間 10：00〜21：00

■弘前市代官町101-1

100円引き

■TEL 017-722-4575

千円以上お買い上げの場合、

■弘前市土手町126

ジターヌ

■TEL 017-732-2135

【青森県営スケート場】

セットメニュー50円引き。

ホテル

宿泊料金５％OFF

らい む 美 容 室
（カード提示者に限る）

「ジターヌブレンド」1杯50円引き。

プラザ

1日体験教室3,500円のところを

宿泊料金５％OFF

■弘前市田園2-3-6
■TEL 0172-28-1870
■営業時間 11：00〜15：00／17：00〜23：00
■定休日 毎週火曜日

■弘前市城東北3-10-1
さくら野弘前店4F
■TEL 0172-28-4133
■営業時間 11：00〜20：00
（ラストオーダー19：30）
■定休日 さくら野弘前店に準ずる

■TEL 017-726-4605

５％OFF

来店時、お茶を1,000円以上ご購入
いただいたお客様について、5%割引

■定休日 日曜日、祝日

■青森市古川1-1-5

株式会社

弘前

健康茶ギャラリー
アニメイト商事

■営業時間 13：00〜18：00

■青森市安方2-6-7

「青森県営スケート場缶バッジ
スタンプカード」のスタンプ２倍

■弘前市大字駅前二丁目1-10
AUBERABBI
■TEL 0172-88-8829
■営業時間 平日10：00〜19：00
日・祝10：00〜18：00
■定休日 月曜日、第3日曜日
■介護福祉美容を始めました。

■TEL 0172-35-8458

■青森市橋本二丁目13-5

ワイエス株式会社 グリーンハウス事業部

はないくさ

ヴィ

■弘前市樹木1-25-16

■青森市滝沢住吉248-118

グリーンハウス青森店・八戸店

ラ

土日・祝日に、
注文した方
（8/2 ～ 8/7を除く）
に、

更にもう1個の ダブルチャンス！

■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900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。

ブ

パキスタン レストラン サナ

マイ箸持参でスタンプ1個、
モッテコーカード持参で

ソフトドリンク１杯サービス

ー

オーガニックヘアケア商品、トリート
メント各種、ヘッドスパ5％OFF

四季の千成

くどうラーメン

■青森市浜田字豊田地内
■TEL 017-739-9500
■営業時間 平 日 13：00〜20：00
土日祝 10：00〜20：00
※貸切等により変更有り
■定休日 冬期 毎週月曜日
夏季 毎週月・火曜日
※その他臨時休場日有り

オ

AUBERABBI
3,000円以上のご利用のお客様について

杉村建設工業株式会社

認証番号0009851

八戸市松ヶ丘19-30 TEL：0178-28-8204
美容室

株式会社テックイー
五所川原市相内岩井81番地87

カ ッ ト シ ョ ップ シ ョ ーン
青森市新町1-12-4 tel:017-723-3844

http://www.tech-e.jp

八戸市大字河原木字遠山新田５－２
TEL：0178-47-7121
http://www.pacific-metals.co.jp/
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毎日の食卓を応援します。
株式会社
http://www.itoku.co.jp/

伊徳

弘鉄電気工事株式会社
〒036-8093 弘前市城東中央2−3−4
TEL0172−28−0011 FAX0172−28−0013

県南清掃株式会社
十和田市大字三本木字野崎40-370 TEL：0176-23-4351
http://kennann.com/

★協賛企業

私たちは県民の皆さんの環境活動を応援しています。

（７ページにも掲載しています）

青森県民生活協同組合
http://www.a-bank.jp/

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

スーパーマーケット

鮮度とおいしさを
豊富な品揃えで
提供します！

有限会社

※青森･岩手･秋田に56店舗展開中！

上十青果

十和田市大沢田字池ノ平23

http://www.universe.co.jp

鮮度ばつぐん八甲田高原大根を生産しています。

築くのは信頼。

みなさん ありがとう〜☆

総合建設業 ／ 一級建築士事務所

ない
たい
もっ

〒031-0001 青森県八戸市類家４丁目2-26
TEL 0178-45-8899 FAX 0178-45-8897
http://ishigami-const.co.jp

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

田中建設

東管工業株式会社
東北建設企業グループ

八戸市江陽二丁目11-13
TEL：0178-45-2100

http://kensetsu.touhoku-g.jp/aboutus.html
上北郡東北町字柳沢 59 - 21
TEL：0175-63-4450 FAX：0175-63-4467

株式
会社

大矢建設工業株式会社
青森市大字野沢字川部63
TEL：017-739-5224

稲見建築設計事務所
〒030-0962 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

青森市篠田1丁目6－2

TEL：017-752-0330

弘前市百石町57

TEL：0172-88-8808

張山電氣株式会社
弘前市大字徳田町30番地１
TEL：0172-32-6223

San Computer
株式会社サン・コンピュータ

八戸市北インター工業団地一丁目5番10号
TEL：0178-21-1100

TEL：0178-80-7768
(特別管理)産業 有限
廃 棄 物 処 理 業 会社

八戸市江陽二丁目19-33
TEL：0178-22-0388

http://www.jr-tss.co.jp/

東奥化学

廃棄物再生事業者登録青森県第1号

有限会社

柏崎清掃社

〒031-0023 八戸市大字是川字田中山24-23
TEL0178-96-2795 FAX0178-96-2373
http://www.kashiwazakiseisousya.net/
info@kashiwazakiseisousya.net

〒030-0964 青森市南佃２丁目７番５号
TEL017-765-1660 FAX017-765-1667

青森市篠田三丁目10-2
TEL：017-766-2421

街の未来を考えています。

企業組合

青森三菱電機機器販売株式会社
青森市中央1丁目23-4

水のことなら！

県木住

青森市松原1-16-25-2F
TEL：017-732-5333

TEL：017-735-7800

http://www.kenmokujyu.com/

認証番号0010891
バッテリー式電動除雪機

株式会社
http://www.marui-jk.co.jp
十和田市三本木字千歳森357-1
TEL 0176-23-4211

青森市大字浜田字玉川207番地1
TEL：017-739-7115

ホームページ http://www.sasaki-corp.co.jp

株式 東管サービス
会社 弘前市大字山崎3丁目5-9

静か
簡単・ 雪
楽々除

八戸製錬株式会社 八戸製錬所
八戸市大字河原木字浜名谷地76
TEL：0178-28-2103

TEL：0172-88-0805

株式会社 鳥山土木工業
上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎232番地14
TEL：0175-74-2851

ー建設から暮らしまでー

八戸市是川字金ケ坂18番地
TEL：0178-44-2624 FAX：0178-44-2625

株式会社 角 弘

青森市新町二丁目5-1

Tel. 017-723-2222

୭पृऔखःੵহध
環境にやさしい工事と
ఀಣभગৱ౺৲॑৯खऽघ
廃棄物の再資源化を目指します

青森支店

青森市新町1-1-14 TEL：017-773-4428

株式
会社

ఇࡸ˟ᅈ
株式会社 ࠽Ӯᐻಅ
庄司興業所

サン・フレア 北日本支店
八戸市北インター工業団地1-4-43
八戸インテリジェントプラザ内
TEL：0178-21-2228 FAX：0178-21-2170

ழૺপஊ⌵ਬஊ੩ॣা
八戸市大字櫛引字井ケ月 
1-44
ہںۉ
ＴＥＬ؟
：0178-27-1328

新

株式会社

新山運送

貸切バス

新山交通

十和田市大字大沢田字池ノ平23
TEL0176-27-3201 FAX0176-27-3805

事務局（申込先）
：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

あおもりエコの環スマイルプロジェクトは、県で推進しているプロジェクトです。（担当：青森県庁 環境生活部 環境政策課）
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