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このプロジェクトに参加しています！

県 民 5,251人
団 体 87団体
事業所 1,208事業所 学 校 28校
（2019年2月末現在）

もったいない・あおもり県民運動
キャラクター
「エッコー」
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青森県の温室効果ガス削減目標
2030 年度までに
2013 年度比で

31％ 削減 を県民総参加で目指す合言葉
未来を変える賢い選択！

COOL CHOICE あおもり

スタート！

県では、2018年3月に、
「青森県地球温暖化対策推進計画」を改定し、温室効果ガスの新たな削減目標を掲げました。この目標の
達成に向けて、県では、国民運動COOL CHOICE（クールチョイス・賢い選択）に呼応して、
「COOL CHOICEあおもり」を合言葉に、
県民・事業者・各種団体・行政などあらゆる主体が連携・協力して温室効果ガス削減を目指すこととしました。

もったいない・あおもり県民運動推進会議は
「COOL CHOICEあおもり宣言」を採択しました！
2018年4月、
「もったいない・あおもり県民運動推進会議」では、会長である
三村知事の提案により、
「COOL CHOICEあおもり宣言」を採択し、県民運動
のさらなる発展と地球温暖化対策の取組強化に向けた姿勢を明らかにしました。
異常気象による自然災害の増加をはじめ、地球温暖化による影響が深刻さを
増す今だからこそ、
「COOL CHOICEあおもり」を合言葉に、一人ひとりの「エコ」
の積み重ねが地球温暖化対策につながることを再確認しましょう！
COOL CHOICE
（クールチョイス・賢い選択）

環境省が中心となって展開している地球温暖化対策に向けた国民運動。省エネ・低炭素型
の行動・製品・サービスなどを国民一人ひとりが適切に選択することにより温室効果ガス
排出量の削減を目指しています。
推進会議での
「COOL CHOICEあおもり宣言」
採択
三村知事と副会長
（県消費者協会 大塚理事長）
による記念撮影

チームプレーで地球温暖化対策！
COOL CHOICEあおもり応援大使を任命しました

身近な COOL CHOICEを次ページでチェック！

県では、
「COOL CHOICEあおもり」をたくさんの方に知っていただくため、2018年
8月、地元青森を本拠地として活動する３つのスポーツチーム《青森ワッツ、ラインメー
ル青森FC、ヴァンラーレ八戸FC》を「COOL CHOICEあおもり応援大使」に任命し、応
援大使と連携したPR活動「COOL CHOICEあおもりスタートダッシュキャンペーン」
をスタートさせました。
2018年度は、各チームの代表選手が出演するPR動画やホームゲームでのPRイベント
などで、COOL CHOICEによる地球温暖化対策への協力を呼びかけました。
また、県内各地のイベントに、COOL CHOICEを楽しく知るためのPRブースを出展
する「COOL CHOICEあおもりローラー作戦」を県内12会場で実施しました。
2019年度も引き続き、COOL CHOICEあおもり応援大使と連携したキャンペーンを
展開していくほか、県内各地でのローラー作戦を実施します。
今後の予定は、随時県庁ホームページや環境政策課公式Facebookなどでお知らせし
ます。
COOL CHOICEあおもり PR動画
YouTube青森県環境政策課チャンネルで公開中
各チームの代表選手が
こちらのQRコードから
“COOL CHOICE“を
ご覧いただけます！
実践して紹介！

詳しくは県庁ホームページでチェック！ クールチョイスあおもり
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検索

COOL CHOICE × あおもりエコ活
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まずは家庭でできるCOOL CHOICE！ 青森県では「今すぐ」できる「誰でも」できるエコを意識
した行動や活動を「エコ活」として、県民の皆さんが家庭でできる「エコ活」を応援しています！

「エコ活！応援ＢＯＯＫ」で自分にできる「エコ活」を CHECK ！
“地球温暖化対策が大切って、わかっているけど何をしたら良いのかな？”
そんな風に思っている方を「エコ活！応援BOOK」がサポートします。県が
2018年11月に作成したこの冊子は、ナビゲーターとして青森市出身で女性
初のねぶた師である北村麻子さんが登場！家庭を切り盛りするお母さんでも
ある北村麻子さんが、暮らしの場面ごとにエコ活のポイントをわかりやすく
伝えてくれます！

家庭でできる COOL CHOICEー
「エコ活！応援 BOOK」からー
●照明 de エコ活！●

ランプを省エネタイプのものに交換するとエコでお得！
（例）白熱電球（54w）を電球形LEDランプ（8w）に交換すると
→年間2,300円の電気代節約、50kgのCO2 削減

●テレビ de エコ活！●

テレビの画面の明るさを押さえるとエコでお得！
（例）輝度を「最大」から「中間」にすると
（液晶テレビ32V型）
→年間675円の電気代節約、15kgのCO2 削減

●エアコン de エコ活！●

ナビゲーター：北村麻子さん
（ねぶた師）
アサコさんの COOL CHOICEあおもり
エコ活応援！
（動画）
「エ コ 活！応 援BOOK」と リ ン ク し た、家
庭でできるエコでお得な「エコ活」のポイン
トをナビゲーターの北村麻子さんがわかりや
すく紹介する動画（８本、各１分程度）を作
成しました。県庁ホームページで公開してい
ますので、ぜひご覧ください！

適切な温度に設定するとエコでお得！
（例）夏は27℃から28℃にすると
→年間750円の電気代節約、16kgのCO2 削減

●暖房機器 de エコ活！●

適切な温度に設定するとエコでお得！
（例）22℃から20℃に下げると
（FF式石油ストーブ）
→年間2,736円の灯油代節約、90kgのCO2 削減

「エコ活応援！動画」は
こちらのQRコードから
ご覧いただけます！

エコ活！応援 BOOKは県庁ホームページでダウンロードできます あおもりエコ活

検索

参加して「エコ活」
！ ー 青森県の「家庭のエコ活促進事業」のご案内 ー
＃あおもりエコ活
Twitterキャンペーン

エコ活サロン
ーエコでお得な
「エコ活」
学習会ー

あおもりエコ商店街
ウォームシェアスポットラリー

県環境政策課公式Twitterアカウン
ト「あ お も り 家 庭 の エ コ 活」で は、
エコでお得な「エコ活」のお役立ち
情報を発信中！この公式Twitterアカ
ウントをフォローして、対象投稿を
リツイートすると抽選で素敵なプレ
ゼントが当たる「＃あおもりエコ活
Twitterキャンペーン」を2019年2月
に実施しまし
た。2019年 度
も 実 施 予 定！
エコ活情報を
共 有 し て、エ
コ活仲間を増
やしましょう。

子育て中のパパ・ママも気軽に参
加できる無料託児つきの「エコ活サ
ロン（学習会）
」。
2018年度は青森会場と八戸会場で
開催し、
「エコ活！応援BOOK」など
を使ってエコでお得な「エコ活」の
ポイントを学んだり、参加者同士の
情報交換を楽しく行いました。
2019年度は県
内10会場程度を
予定しています。

県が認定した
「あ お も り エ コ
商店街」で、暖
か く 過 ご せ
る「ウ ォ ー ム
シェアスポット」を利用してスタン
プ を 集 め る「ウ ォ ー ム シ ェ ア ス
ポ ッ ト ラリー」。参加者には抽選で
素敵な景品をプレゼント！
2018年度は「青森市中心商店街」
「八戸中心商店街」
「弘前下土手町商
店街」「十和田市中心商店街」
「きづ
くり商店街」で実施しました。2019
年度も県内のエコ商店街を舞台に実
施します。

2019年度の予定は決まり次第、県環境政策課ホームページ・公式 Facebook、Twitterなどでお知らせします！
●
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次はごみの減量に向けた COOL CHOICE！青森県のごみ排出量は少しずつ改善していますが、全国と
比べるとまだまだ多い状況です。一人ひとりが当事者であることを意識して、３R（Reduce、Reuse、
Recycle）を実践していきましょう！

「ごみ減量・リサイクル実践ガイドブック」で３RのポイントをCHECK！
2016年度の県民１人１日当たりのごみ排出量は1,004ｇ。
3年連続で減少しているものの、全国平均より79ｇ多くなっ
ています。
県では、
「2020年度までに県民１人１日当たりのごみ排
出量を980ｇとする」という目標を掲げており、この目標を
達成するには「１人１日当たり24ｇ
（A4コピー用紙6枚分！）
のごみを減らす」必要があるのです。
今こそ県民総参加で「もったいない」を再確認し、行動し
ていきましょう！
ごみ減量

ごみ減量・リサイクル実践ガイドブックは県庁ホームページでダウンロードできます

検索

ごみの減量につながる COOL CHOICEー３つの
「きる」と３０１０
（さんまるいちまる）運動ー
家庭から出る生ごみを減らす〜３つの
「きる」〜

宴会料理の食べ残しを減らす～３０１０運動～

家庭から出る可燃ごみの約５割が
「生ごみ」
！
少しの心がけで毎日の食事から出る生ごみを減
らすことができます。
生ごみを減らすポイントは３つの
「きる」！
・食材は使い「きる」！
・料理は食べ「きる」！
・生ごみは水気を「きる」！

宴会料理の約７皿に１皿が食べ残
され、食品ロスとして廃棄されてい
ることをご存知ですか？
「乾杯後の30分間」と「お開き前
の10分間」は自分の席で料理を楽し
みましょう。
幹事の皆さん、宴会を始める前に
3010運動の呼びかけをお願いします！

生ごみ減量イメージキャラクター
ロックバンド
「ゴミヘルズ」

ヒカエル

ナックス

ヘルロス

COOL CHOICE × スマートムーブ
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青森県では運輸部門のCO2 排出量のうち、85% 以上が自動車から排出されています。
自動車からの CO2 排出量削減に向けた取組「スマートムーブ（エコで賢い移動）」は、
COOL CHOICE の代表的なアクションの一つです！

自動車からの CO2 削減を目指すライフスタイル
青森県では2017年度から「スマートムーブ」をキーワードに、自動車から
のCO2排出量削減に取り組んでいます。移動方法を賢く選択するライフスタ
イルは、エコだけでなく健康・安全・節約につながるというメリットも！

日々の移動で COOL CHOICEーノーマイカーとエコドライブー
ノーマイカーで「エコと健康、一石二鳥！」
移動手段を自動車に頼り過ぎず、できるだけ電車やバスを利用したり、
近い場所へは自転車や徒歩で移動しましょう。適度な運動や気分転換にな
り、心と体両方の健康に良い効果があります！

クルマを運転するときはエコドライブ！
自動車を運転するときは “ふんわりアクセル” や “ゆとりのある車間距離”
などエコドライブを実践！エコドライブを心がけることで、ガソリン代の
節約だけでなく、周囲に気を配る慎重な運転が交通安全にもつながります！

NEW ! 事業所向けスマートムーブ出張講座を実施します！
県では、2019年度から、県内の事業所を対象とした
「スマートムーブ出張講座」を実施します。
エコドライブシミュレーターの体験やテキストによる
ポイント解説などを組み合わせて、スマートムーブを楽
しく学ぶことができます。募集方法等は県のホームペー
ジ等で今後お知らせします。
検索

スマートムーブについて詳しくは県庁ホームページで！ スマートムーブ
●
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参加しよう！10月はスマートムーブ通勤月間
2018年度は県内の65事業所、13,059名が参加し、ノーマイ
カー・エコドライブ通勤に取り組みました。1か月間の取組による
CO2 削減効果は56,544kg-CO2、杉の木4,039本分の年間CO2 吸収
量に相当します。
また、積極的に取り組んだ事業所を表彰（受賞事業所は次頁掲載）
したほか、スマートムーブ体験記コンテストを実施しました。
スマートムーブ体験記コンテスト グランプリ作品
渡邊圭介さん（青森市）
会社の方針で１か月のスマートムーブを実施することになった。そこ
で早速私は通勤の際に使用しているスクーターを自転車に変えるべ
く、会社帰りに実家へスクーターを置きに行った。帰りはもちろん自転
車であり、実家から我が家までの距離は多少ある。何より高校以来の
自転車ということもあったため、家に到着後すぐに足にきた。
そんな運動不足な私だが、翌朝からの自転車通勤で「いいこと」と
「危ないこと」があった。
自転車ということもあり、走行はゆっくりとなる。そこで感じたもの
は、
秋に移り変わっていく景色と空気が気持ちよく、
朝から新鮮な気持
ちになり、
スクーターだったら普段は見逃している
「いいこと」
を感じた。
逆に「危ないこと」としては、通勤コースは歩道が狭く側道もわずか
しかない場所もあり、直進で進んでいた私は、他所の家から出ていく
車と接触しそうになるというヒヤっとしたことがあった。そんな経験
があり、日常生活では車の運転をしていた私が、自転車だけでなく、車
の運転にもより一層、周りに注意をすることになった。
「危ないこと」からの「いいこと」だったかな。
そんなこんなで１か月の体験をやってみたが、もうスクーター通勤
はやめて、今後も自転車通勤をしようと決意した。
春には新しい自転車と共に通勤かな。
（一部要約）

ーもったいないが未来を変える！食からはじめる“COOL CHOICE”ー

「もったいない・あおもり県民運動推進大会」が開催されました！
2019年1月11日、青森市のアピオあおもりを会場に「もったいない・あおもり県民運動推進大会」
が開催されました。
もったいない・あおもり県民運動では、温室効果ガスの排出量削減やごみ排出量の抑制、リサイクル
率の向上を目指し、県民・事業者・関係団体等の皆様のご協力により様々な取組を推進しており、推進
大会では、青森県の環境のために尽力された方々の表彰や基調講演、事例報告などを行っています。

◎食からはじめる“COOL CHOICE”
〜 食品ロス問題専門家 井出留美さんによる講演

講師

井 出 留 美さん

食品ロス問題専門家
ジャーナリスト
Yahoo!ニュース個人
「オーサーアワード2018」受賞

今回の推進大会では、スタートから10年を超えた県民運動の新たな展開、
「COOL CHOICEあおもり」
を発信するコンセプトのもと、私たちの身近なテーマである「食」から考えるCOOL CHOICEについて、
食品ロス問題専門家の井出留美さんにご講演をいただきました。
井出さんによる講演では、クイズを交えながら、食べ残しや売れ残りでまだ食べられるのに捨てられ
てしまう「食品ロス」の現状や、食品ロスを減らすためのポイント《買い物前の冷蔵庫チェック》
《食
べきれる量を把握する》･･･などのお話があったほか、
「食品にぎゅっとつまっ
ている「いのち」を大切に思うことからはじめましょう！」とメッセージを
いただきました。

◎COOL CHOICE取組紹介～今年度の活動を報告！

井出さんのお話に皆さん熱心に耳を傾けていました。
食品ロス削減は《今日からできる》COOL CHOICE！

また、県環境政策課職員による「COOL CHOICE取
組紹介」では、COOL CHOICEの実践例を紹介したほか、
県の温室効果ガス削減やごみの減量・リサイクル推進に
合言葉はCOOL CHOICEあおもり！
向けた普及啓発活動について報告しました。
そのほか、
「青森県循環型社会形成推進功労者等表彰」
「もったいない・あおも
り賞」
「スマートムーブ通勤アワード」「３Rでごみを減らそう！標語コンテスト」
の表彰式を執り行い、佐々木副知事から賞状等が授与されました。

おめでとうございます！もったいない・あおもり県民運動推進大会で表彰された皆様
青森県循環型社会形成推進功労者等表彰

本県の環境保全や環境美化及び3R活動の推進、廃棄物処理業、
浄化槽設置・保守点検等事業において、特に顕著な功績があった個
人、企業又は団体を表彰するものです。
＜地域環境保全功労者＞
熊 谷 浩 二 様（東京都）
（八戸工業大学大学院名誉教授）
＜循環型社会形成推進功労者（3R活動優良企業）＞
十和田パイオニア株式会社 様（十和田市）
＜廃棄物関係事業功労者＞
相 内 喜久男 様（今別町）
（相内建設株式会社 代表取締役）
＜浄化槽関係事業功労者＞
竹 達 幸 雄 様（十和田市）
（株式会社竹達建設 取締役会長）

もったいない・あおもり賞

「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事業所（あおも
りECOにこオフィス・ショップ）
、学校、団体のうち、省エネルギーやごみの減量、
リサイクルなど環境に配慮した優れた取組を行った団体等を表彰するものです。
＜事業者の部＞
協同組合青森総合卸センター 様（青森市）
青森設備工業株式会社 様（青森市）
生長の家青森県教化部 様（青森市）
株式会社永木精機六ケ所村工場 様（六ケ所村）
株式会社ササキコーポレーション 様（十和田市）
＜学校・団体の部＞
新城川をきれいにする会 様（青森市）
十和田市立法奥小学校 様（十和田市）

スマートムーブ通勤アワード

県が実施した「スマートムーブ通勤月間（10月）
」において、公共交通機関や徒歩、自転車の積極的な利用やマイカー
通勤でのエコドライブの実践など、
「環境に優しい通勤」に積極的に取り組んだ事業所を表彰するものです。
株式会社みちのく計画 様（青森市）
十和田パイオニア株式会社 様（十和田市）
有限会社ループ 様（三沢市）

3Rでごみを減らそう！標語コンテスト

県民の3R（リデュース・リユース・リサイクル）の取組に対する意識啓発を図ることを目的に県内の小学生を
対象に募集し、応募のあった1,391作品の中から、啓発にふさわしい優れた作品を表彰するものです。
最優秀賞

＜優秀賞＞
金田一 優

荒谷 剛琉（あらや たける）さん
（階上町立大蛇小学校 ６年）

「エコ活動
だれかじゃなくて
自分から」

三

橋

亜

高

木

月

空（きんだいち ゆあ）さん（八戸市立南郷小学校１年）
「リサイクル あたりまえって なるきもち」
優（みつはし あゆ）さん（田舎館村立田舎館小学校３年）
「のこさない おいしく食べて ゴミださない」
乃（たかぎ つきの）さん（鶴田町立鶴田小学校５年）
「ごみへらし 全国１位 めざそうよ」

＜奨励賞＞
神
碧 斗（じん あおと）さん
（十和田市立西小学校１年）
「ごみのない みらいをこのてで つくるんだ」
中 山 ひなの（なかやま ひなの）さん（弘前市立致遠小学校１年）
「しぜんにね ぶんべつできると うれしいね」
三 上 柚 衣（みかみ ゆい）さん
（弘前市立朝陽小学校３年） 「コンビニで ふくろいいです いってみる」
沖 田 大 志（おきた たいし）さん （南部町立向小学校３年）
「つなげたい ぼくらのみらいに リサイクル」
古 井 希 香（ふるい ののか）さん （八戸市立西白山台小学校５年）
「買う前に ほんとにほしい？ たしかめて！」
上 原 華 恋（うえはら かれん）さん （弘前市立北小学校５年）
「限りある しげんを大事に 未来へと」
●

4

●

★プロジェクト協力店

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！

四季の千成
マイ箸持参でスタンプ1個、
モッテコーカード持参で

更にもう1個の ダブルチャンス！
委員会
631
クト実行 017-723-7
/
e.com
プロジェ 480 FAX
-smil
nowa
スマイル TEL 017-72w1-2
w.eco
エコの環
//w
センター
http:
活動推進
あおもり
３F

■青森市新町2丁目5-3

わ

防止
ビル
球温暖化
-7 和田
町1-13
青森県地
事務局
青森市新
0801
〒030-

地区ごとに色分けしています（掲載ページ P5～8）

東青

中南

西北

三八

上北

コーヒー

下北

カラーズ

COFFEE COLORS
【青森県営スケート場】
「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

■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

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。
■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。

■TEL 017-722-4750
■営業時間 11：30〜19：30
■定休日 土曜日不定休

くどうラーメン
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

ガレッテリア

土日・祝日に、
注文した方
（8/2 ～ 8/7を除く）
に、

（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11：00〜14：00､
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。

■青森市長島一丁目6-5
■TEL 017-722-4967
■営業時間 10：30〜15：00
17：00〜21：00
■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。

ソフトドリンク
１杯サービス

コーヒーチケット
1 冊 3,600円 を 3,500円で販売
（ホットコーヒー、紅茶、モーニングにも使えます。）

■青森市大野字若宮43-1
■TEL 017-739-5891
■営業時間 9：00〜19：00

■青森市安方2-6-7

■定休日 毎週月曜日､第3日曜日
■http://harikeen.web.fc2.com/

■定休日 毎週水曜日

■TEL 017-722-4575
■営業時間 7：00〜20：00

（最終受付18：30）

カフェ

・

デ

・

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。）

株式会社

長く愛用できる、基本性能を重視した逸品をお勧めしています。
■青森市新町1-9-22
■TEL 017-722-3352
■営業時間 10：00〜19：00
■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）

株式会社
（テイクアウトは除く）
■青森市古川1-1-5
■TEL 017-723-0175
■営業時間 10:00〜18:00
■定休日 毎週月曜日

株式
会社

稲見建築設計事務所

カードを持参で設計監理業務申し込んだ方

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/

自社商品プロテオステップとプロテオベリーを
通常販売価格から１
０％ＯＦＦ
■青森市大字野尻字今田97-1
■TEL 0120-980-005
■営業時間 9:00～16:00
■定休日 日曜日
第2・第4土曜日
■自社農園で無農薬栽培している
果実とプロテオグリカン配合の
サプリメントを販売しています。
美容室
カ ッ トシ ョ ップ

シ ョ ーン

「いつまでも、人も、地球も、美しく」
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

恵比須屋

こうさかや 精肉

津軽塗を５％引き

お買上げ商品代金10％引き

■青森市本町1-1-41

■青森市長島1-6-3

■TEL 017-776-2116

■営業時間 9：00～18：00

■営業時間 9：00～18：00

■お肉屋さんのカツサンド、とんかつ、
メンチカツ、生ハンバーグ等おいしいと好評！
！

■定休日 毎月第2・第4日曜日

電器屋 IKO

店内商品さらに5％OFF

住みよい郷土を創る

ジターヌ

「ジターヌブレンド」1杯50円引き。

サスィーノ

■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

珈琲店マロン
■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。

ダ

●

■TEL 017-777-6100
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●

■定休日 日曜日

角弘 アレッラPG

プロテオグリカン配合商品
御購入でスタンプ2倍
【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）
10：00〜16：00
【弘前店】弘前市神田3-2-3
■TEL 0172-32-2481
【五所川原店】五所川原市広田字柳沼91-3
■TEL 0173-35-3155
【むつ店】むつ市仲町14-13
■TEL 0175-22-1394
【十和田店】十和田市三本木字野崎40-556
■TEL 0176-23-3545

1,000円以上お買い上げで おつまみをプレゼント
※たばこ、切手類、商品券お買い上げ分については対象外となります。
※店頭でのお買い上げ分に限ります。
■外ヶ浜町字蟹田小国山崎105-4
■TEL 0174-22-3856（FAX兼用）
■営業時間 7：00〜18：00

★プロジェクト協力店
モッテコーカードをモッテイコー！
会
委員 23-7631/
om
017-7
クト実行
FAX s m i l e . c
80
プロジェ 21-24. e c o n o w a
ww
スマイル TELt 017-7
://w
ンター
ht p
エコの環
推進セ ル３F
あおもり 止活動 和田ビ
わ

暖化防 -13-7
地球温
青森県 青森市新町1
事務局 -0801
〒030

地区ごとに色分けしています（掲載ページ P5～8）

東青

中南

株式会社

西北

三八

上北

下北

BeeMobile サンロード青森店
iPhone修理
ご利用のお客様は、強化ガラスフィルム1枚無料
（貼り付けまでサービス）
■青森市緑3-9-2
■iphone修理・サポートの
サンロード青森2Ｆ お店です。青 森 県 内では
最も長く、最も修理実績・
■TEL 017-763-0757
経験豊富なお店です。
■営業時間 10：00〜20：00 iphoneトラブルはお気軽
に。データ設定はそのまま、
■定休日 年中無休
修理平均30分！
！

ラグノオささき

「ラグノオスタンプカード」
に1ポイント追加捺印
【ベーカリー＆カフェ SAKI】弘前市百石町9 ■定休日 火
■TEL 0172-33-2122 ■営業時間 8：00〜19：00
【菓子処 笹の舎】弘前市百石町6-1 ■定休日 水
■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

大判焼きのお店

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
■営業時間（月､火／定休日）
水〜土／11：00〜17：00
日／11：00〜16：00
（予約状況等により、営業時間が変更と
なる場合があります。）

■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。

■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/
カフェ＆ギャラリー

モンロー

500円以上のお食事をされたお客様について、

■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

■弘前市泉野4-10-4
■TEL 090-7524-5032
■営業時間 9：00〜17：00
■定休日 日曜日

5分延長サービス
■弘前市大字大町2-3-8
ライオンビル10B
■TEL 0172-55-8288
■営業時間 10：00〜20：00
（19：00受付終了）

有限会社

乳井建築塗装

割引・小作業のサービス
いたします。
■弘前市門外1-5-14
■TEL 0172-27-1283
■営業時間 5：00〜19：00
■定休日 日曜日

■定休日 金曜日
オ

ー

ブ

ラ

ヴィ

AU B ERA B B I
3,000円以上のご利用のお客様について
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
■弘前市大字駅前二丁目2-5
■TEL 0172-88-8829
■E-mail auberabbi@i.softbank.jp
■初回、
訪問美容料金より10%OFF
弘前市近郊のご自宅・施設など
へ出張いたします。カット・パー
マ・カラーが可能です。
弘前

宿泊料金５％OFF

100円割引

バニラアイス1個サービス

■TEL 0172-36-0075
■営業時間
お昼 12：00〜深夜 2：00

コーヒー１杯 50円割引

いずみだ整体療術院

Cafe&gallery

■弘前市中野2-10-8

プラザ

花みずき

■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・その他不定休有
■スペシャルコーヒー豆を焙煎。
“ブレンド”がおいしい店です。

整体のもみ健
（ルーム会計1,000円以上から）

■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

珈琲自家焙煎
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

90分以上のコースを選択されたお客様について、

ルーム料金10%OFF!

お買い上げの商品5％OFF
（特価品・奉仕品を除く）

玄楽書道会
新規ご入会の方について、

書道セット一式プレゼント
【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 13：00〜21：00
【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 15：00〜18：00
【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

碇ヶ関開発株式会社

「道の駅」

いかりがせき
いろり

【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）
おかりやごてん

【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
ホテル

宿泊料金５％OFF

健康茶ギャラリー
アニメイト商事
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

■弘前市樹木1-25-16

■弘前市土手町126

■弘前市代官町101-1

■TEL 0172-31-0089

■TEL 0172-35-0345

■http://www.imgnjp.com/

■http://www.imgnjp.com/

■TEL 0172-35-8458
■営業時間 13：00〜18：00
■定休日 日曜日、祝日
ブライダル専門店

らい む 美 容 室
さくら野弘前店

ラーメン類に限り５０円引き。
■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

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

ネイルチップ、まつ毛エクステ
500円引き。
■弘前市大清水1-14-7
■TEL 0172-27-9383

■TEL 080-3197-4558

■営業時間 10：00〜16：00

■営業時間 10：00〜20：00

■定休日 不定休

●
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パキスタン レストラン サナ

auショップ弘前田園

セットメニュー50円引き。
（カード提示者に限る）

■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

スマホアクセサリー
１０％ＯＦＦ
■弘前市末広1-3-4
■

0800-700-2169

■営業時間 10：00〜19：00
■定休日 毎月第３木曜日

（飲食のお客様。かだれ横丁事務室にてカードを提示）

５％OFF
【本 店】弘前市田町4-11-13 ■不定休
■TEL 0172-32-6884
■営業時間 9：00〜18：00
【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 ■不定休
■TEL 070-6950-5210 ■営業時間 10：00〜20：00
【ヒロロ店】弘前市駅前町9-20 弘前ヒロロ B1F ■不定休
■TEL 0172-35-0123
■営業時間 10：00〜18：00
【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
【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
【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
ふく

まん

ろう

福満楼
お食事された方 コーヒーお替りサービス

■八戸市下長5-6-11
■TEL 0178-29-0050
■営業時間 11：00〜14:00
（L.O）
■定休日 毎週水曜
■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。

各屋台で使える
100円割引券プレゼント

山崎食堂
ご利用料金から 300円引き
※他の割引サービスとの併用はできません。
■大鰐町大字大鰐字前田34-21
■TEL 0172-48-2134
■営業時間 11:00～19:00
月曜日 17時まで
第2・4土曜日 14時まで
■年中無休
■大鰐温泉と名物大鰐温泉もやし
をぜひお楽しみ下さい。

クルマ売るなら

ラビット五所川原101号店

■弘前市百石町2-1

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。

■TEL 0172-38-2256
■営業時間 17：00〜24：00

■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

■定休日 元旦
る

酒家 みらくＲu
ドリンク一杯サービス（800円以内）
■五所川原市寺町63-3

隆盛ビル1F

■TEL 0173-33-1208
■営業時間 18：00〜24：00
ラストオーダー 23：30
■定休日 水曜日 ※臨時休業有り

グリーンハウス青森店・八戸店
1000円以上お買い上げで

プラス５ポイント進呈
【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

100円引き
■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）

power station A7
ご来店１回ごとに、スタンプ1個増し
■八戸市六日町12

大松ビル４Ｆ

【八戸店】■TEL 0178-24-6242
■八戸市沼館1-5-1
■営業時間 10：00〜20：00

■TEL 0178-72-3773

【両店とも】■年中無休
■http://www.ys-greenh.com/

■定休日 木曜日

■営業時間 19:00～24:00

大学堂薬局
お買い上げのお客様に

テナント26店舗

大正製薬「リビタ天然水」500ml １本プレゼント
【本 店】八戸市三日町13
■TEL 0178-43-3731
■営業時間 10:00～19:00
■定休日 日曜日・祝日
【柏崎店】八戸市柏崎四丁目14-47
■TEL 0178-43-5508
■営業時間 月火木金：8:30～18:30、
水：8:30～16:30、土：8:30～13:30
■定休日 日曜日・祝日

■一般1,700円→1,400円
■学生
（要学生証）
1,400円→1,200円
■高校生以下1,000円→800円
※割引適応人数 ５名様まで
※一部作品を除く
■八戸市十三日町16 cino5F
■TEL 0178-38-0035
■営業時間 9:30～22:00
■年中無休

ソフトドリンクバー無料
■八戸市城下一丁目30-9

■年中無休

■TEL 0178-24-2412
■営業時間 平日／11:30～16:00
17:30～22:00
土・日・祝／11:00～22:00

店内商品１０％ＯＦＦ
■八戸市十三日町28 花真ビル1F
■TEL 0178-22-8081
■営業時間 10:00～18:30
■年中無休

飲食代金より100円引き
■八戸市三日町25、八戸市六日町10
■営業時間
■定休日

店舗により異なります
詳しくはホームページを
ご覧ください

■ホームページ http://36yokocho.com/

生ビール１杯サービス
■八戸市長横町15-8
■TEL 0178-47-1279
■営業時間 18:00～24:00
■定休日 日曜日

ムーンプラザ
テナント34店舗

生ビール１杯サービス、ボトル割引等
（サービス内容は各店舗により異なります。）

■八戸市長横町7-1
■TEL 0178-72-3311
■営業時間 店舗により異なります
詳しくはホームページをご覧ください
http://www.nonbe.jp/moonplaza
■年中無休

コーヒー、お茶などを提供
■八戸市六日町23-1
■TEL 0178-22-0707
■営業時間 平日 10:00～14:00
15:00～19:00
土曜日 10:00～14:00
■定休日 日曜日

●
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食事に限り、食後コーヒー１杯サービス

■八戸市根城一丁目37-9
■TEL 0178-45-9391
■営業時間 11:00～21:00
■定休日 元旦のみ

★プロジェクト協力店
エコなあなたを
エコひいきします！

１杯目のビールに限り半額
■八戸市六日町29

会
委員 23-7631/
om
017-7
クト実行
FAX s m i l e . c
80
プロジェ 21-24. e c o n o w a
ww
スマイル TELt 017-7
://w
ンター
ht p
エコの環
推進セ ル３F
あおもり 止活動 和田ビ
わ

暖化防 -13-7
地球温
青森県 青森市新町1
事務局 -0801
〒030

地区ごとに色分けしています（掲載ページ P5～8）

東青

中南

西北

三八

上北

三日町支店

下北

総合建設業（土木・建築・舗装・解体）

杉村建設工業株式会社
工事費3％割引き

■TEL 0178-45-8398
■営業時間 17:00～24:00
■定休日 大晦日・元旦のみ

桃 川の酒蔵
おつまみ１品サービス
■八戸市六日町19-1

■八戸市松ヶ丘19-30

■TEL 0178-43-8265

■TEL 0178-28-8204

■営業時間 17：30～22：00

■定休日 日曜日

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、

奥入瀬珈琲190g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/

大七書店

文房具10％ＯＦＦ
■十和田市稲生町23-2
■TEL 0176-23-5371
■営業時間 10：00～18：30
■定休日 不定休
■本の配達・郵送を承っております。

株式会社

■定休日 日曜日・祝日
■おばさん達で営業しているお店です。

一般財団法人十和田湖ふるさと活性化公社

有限会社

モッテコーカードと併せて、
青銀の通帳またはキャッシュカード
提示の方に 粗品プレゼント

岩間印刷

ポケットティッシュ、お茶をプレゼント

■八戸市三日町2
■TEL 0178-22-7291
■営業時間 9:00～15:00
■定休日 土曜日・日曜日・祝日

天然温泉掛け流しの宿

ホテルポニー温泉
小学生以下のお子様に
ソフローズンをプレゼント

（大人一名様につきお子様一名にご提供）
■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

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。

株式会社

大竹菓子舗
本店のみ コーヒー100円引き

■上北郡おいらせ町下明堂30-11

■十和田市東一番町7-28

■TEL 0178-52-2878

■TEL 0176-22-4715

■営業時間 9：00〜16：00

■営業時間 8：00〜19：00

■定休日 金・土・日

■年中無休

■十和田市稲生町15-17

パソコン無料相談(コーヒー付)
■十和田市稲生町22-38
（二丁目）
■TEL 0176-23-2601
■営業時間 9：00～19：00
■定休日 日曜日
■http://www.imacompc.jp
■使いこなすまで完全サポート。
パソコンショップ・業務用ソフトウェア開発

有限会社

ほてい堂薬局

貴女のお悩みにそった粗品プレゼント

■TEL 0176-23-5777
■営業時間 9時〜18時30分
■定休日 無し
（お正月休みあり）

お会計時
さらに５％割引

■http://kaimin-labo.co.jp/
■全身計測であなたにピッタリ
のオーダーまくら（10年間高さ
調整無料）
・マットレスをお作
りします。

株式会社

相坂屋

お買い上げの方に

駒ちゃんカードポイント２倍
お茶・こぶ茶・コーヒー etc. セルフサービスお気軽に

■十和田市稲生町15-14

■十和田市稲生町15-13

■TEL 0176-22-0838

■TEL 0176-23-2206

■営業時間 9：30～18：00

■営業時間 9：00〜18：30

■定休日 日曜日、祝日、不定休

■定休日 第1・3日曜日

有限会社

細川薬局

十和田市現代美術館

お買上げの方に麦茶（500ml）プレゼント！
【本

【クスリの細川（大学通り）】十和田市東十三番町1-7
■TEL 0176-22-9501
■営業時間 9：00〜19：00

※但し、他特典との併用は不可

ドリンク（一部のメニュー）50円割引
■定休日 日曜日・祝日

■定休日 日曜日・祝日

■十和田市西二番町10-9 ■TEL 0176-22-7789
■営業時間 【cafe】9：00～16：30
【shop】9：00～17：00
■定休日 月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

【緑町本店】■むつ市緑町17-58
■TEL 0175-28-2880
【金 谷 店】 ■むつ市金谷2-7-11
■TEL 0175-23-6720
【両店とも】 ■営業時間 9：00〜19：00
■定休日 なし（元日のみ休業）

※①か②の
どちらかを
お選びください

スタンプ2倍
■むつ市新町9-25
■TEL 0175-23-0148
■営業時間 7：00〜19：00
（日曜･祝日は18：00迄）
■定休日 第2･4日曜日

●

8

●

■十和田市稲生町16-42
■TEL 0176-23-2445
■営業時間 9：00～18：00
■定休日 日曜日

このページは取り外して持ち運びできます！
協力店へＧＯ！

吉田ベーカリー
本店もんぶらん
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

自転車専科ナカムラ
自転車パンク修理100円引き

店（十和田市中央）】十和田市稲生町15-9

■TEL 0176-23-2157
■営業時間 9：00〜19：00

■十和田市稲生町15-12
■TEL 0176-23-2255
■営業時間 10：00〜18：30 ■定休日 毎週火曜日
■毎月5のつく日は「介護の日」
5日・15日・25日は介護用品が表示価格より15％引
になります。

と

き

たい

★エコ活動の現場から ーあおもりアースレンジャー・エコ先生 土岐 泰さん（弘前市）ー

青森県の大切な「環境」を次の世代を担う子どもたちに引き継いでいくため、あおもりアースレンジャーさらにエコ先生
としても活躍している弘前市の土岐泰さんからのメッセージをお届けします。
あおもりアースレンジャー（青森県地球温暖化防止活動推進員）
県民や事業者の皆さんに地球温暖化の知識の普及やエコな活動
を伝えるボランティアとして、
青森県が委嘱している方々です。

エコ先生（青森県環境教育専門員）
主に小学校で、県の環境教育プログラムによる環境出前講座を実
施するボランティアとして、
青森県が認定している方々です。

●アースレンジャーになったきっかけを教えてください！
平成16年4月の「第1期アースレンジャー募集」当時、こどもエコクラブサポー
ターやひろさき環境パートナーシップ21などの仲間の方々と環境活動を楽しみな
がら続けていましたので、その活動の一環みたいな気持ちで応募させて頂きました。
●これまでの活動で特に印象に残っていることは？

小学校での環境出前講座でエコ先生を務める土岐さん。
学年に合わせてわかりやすく解説してくれます！

主に小学校での環境出前講座では、地球温暖化などの問題をゲームで楽しみなが
ら学びますが、終わった後に子どもたちがキラキラ輝く目で「これから私は○○○○
をやっていきたいです」と話す姿にジーンときたり、公民館などで行う親子エコeco
クッキングやリサイクル工作ではごみを減らすアイディアで盛り上がったり、子どもた
ちから元気をもらう嬉しい時間になっています。
また、今年は初めて「COOLCHOICEあおもりローラー作戦（県のPRイベント）」に
サポーターとして参加し、たくさんの来場者の方々にCOOLCHOICEやもったいない・
あおもり県民運動への協力を呼びかけたことも、大変印象的な活動でした。

●活動の中で心がけていることや、これからの目標など教えてください！
最近よく目にする「SDGs（持続可能な開発目標）」。2030年までの17の目標を掲げ、かけがえのない地球を維持していくための“新し
いものさし“とも言われているSDGｓについて、これまでの活動をご一緒させていただいた方々と知恵を出し合い、自分たちはどんな係わ
りができるのかを学び合い実践できるように心がけたいと思っています。
そして、これから出会う子どもたちとの時間を大切に、
「できる時に、できることを、誰かと一緒に、無理をしないで」、アースレンジャー
やエコ先生の活動をもう少し続けてみようかと思っています。
温かい言葉と表情でアースレンジャー・エコ先生として活動する土岐さんの周りには、いつも子どもたちの笑顔がいっぱい！
子どもたちがふるさと青森県の環境を誇りに思うことができるように、みんなで「エコの環」を広げていきたいですね！

★こんなエコ活動に取り組んでいます ーエコの環登録事業所・団体からピックアップ！ー
青森オリンパス株式会社
（黒石市）

「エコドライブの実践」を
社員に積極的に呼びかけています！
社員の多くがマイカー通勤をしている当社
では、一人ひとりが「エコドライブ」を意識し
実践することで、自動車からの二酸化炭素排
出削減に貢献したいと考えています。
その一環として、今年度は社内で「エコド
ライブ体験会」を終業後に開催し、エコドラ
イブシミュレーターの体験を通して楽しみな
がらエコドライブやスマートムーブの取組に
ついて学習する機会を設けるなど、社員のエ
コ活動をサポートしています。

深浦町立岩崎中学校
（深浦町）

学校・保護者・地域が一体となって
リサイクル活動に取り組んでいます！
本校では、リサイクル活動を通じて、地域
全体のコミュニケーションの活性化や、生徒
のふるさとを大切にする心の育成に取り組ん
でいます。
生徒玄関前に設置している「古紙リサイク
ルエコステーション」による資源ごみの常時
回収や、月１回の深浦地区の事業所等を回る
資源ごみ回収、年2回の岩崎地区の各家庭の
資源ごみ回収などを実施しており、町全体の
エコに対する意識啓発にもつながっています。

●
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りんどうの会

（むつ市生活介護サポーター連絡協議会）

（むつ市）

「廃材を使った木工品づくり」を通して
ごみの減量・森林環境保全の啓発活動に
取り組むボランティア団体です！

むつ高等技術専門校と連携して、介護予
防運動の観点から、主に高齢者の方を対象
に、県産材の廃材を利用した木工品づくりの
講座を開催しています。
「廃材の再利用」を通して、高齢者の方にご
み減量や森林環境保全について考えていた
だく機会となっているほか、木工品づくりの
指導をお願いしている専門校生との交流が
図られ、
「エコ・介護予防・地域活性化」さら
に「異世代交流」にもつながる取組となって
います。

★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。
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！
※青森･岩手･秋田に57店舗展開中！

青森県民生活協同組合
わたしたちは、
協同の力で、
「いのちとくらしの安全・安心」
という組合員の願いを実現します。

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

http://www.universe.co.jp

「全ては患者さまの笑顔のために」
医療用内視鏡関連製品の開発および製造

青森オリンパス株式会社
URL:http://www.aomori.olympus.co.jp

住みよい郷土を創る
再生資源を大切に
株式
会社

大 同紙業

大矢建設工業株式会社 張山電氣株式会社

青森市大字野尻字今田97-1
TEL 017-738-2301

青森市大字野沢字川部63
TEL：017-739-5224
http://www.ooyaken.co.jp

弘前市大字川先4丁目10の1
TEL 0172-27-5425

弘前市大字徳田町30番地１
TEL：0172-32-6223

株式会社

鳥山土木工業
協同組合

〒031-0813
青森県八戸市大字新井田字下鷹待場7番1号
TEL.0178-33-0111（代） FAX.0178-33-9266

青森総合卸センター
青森市問屋町２丁目 17 番３号
TEL：017-738-4711 FAX:017-738-7323
http://www.tonyamachi.com

株式会社 北斗
本 社 弘前アスコン内
〒036-8072 弘前市大字清野袋字岡部596-1
TEL 0172-34-7006 FAX 0172-31-1812

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

田中建設

上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎232番地14
TEL：0175-74-2851

(県内4工場） 東奥アスコン, 弘前アスコン,
上北アスファルト共同プラント,
津軽アスコン

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

株式
会社
青森市篠田1丁目6－2

環境技術株式会社
八戸市八太郎六丁目12番4号
TEL 0178−20−2666

FAX 0178−20−3979
URL http://www. kankyougijutsu.co.jp

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

TEL：017-752-0330

環境、社会は人と人との支えあい

八戸市江陽二丁目19-33
TEL：0178-22-0388

街の未来を考えています。

青森三菱電機機器販売株式会社
青森市中央1丁目23-4

TEL：017-735-7800

http://www.livit.jregroup.ne.jp/

青森市篠田三丁目10-2
TEL：017-766-2421

認証番号0010891

水のことなら！

株式 東管サービス
会社 弘前市大字山崎3丁目5-9

青森市大字浜田字玉川207番地1
TEL：017-739-7115

TEL：0172-88-0805

翻訳事業
株式
会社

八戸市北インター工業団地1-4-43
TEL：0178-21-2228 FAX：0178-21-2170
E-mail:sales-kitanihon@sunflare.co.jp

五所川原市相内岩井81番地87

http://www.tech-e.jp

県南清掃株式会社

〒036-8093 弘前市城東中央2−3−4

十和田市大字三本木字野崎40-370 TEL：0176-23-4351
http://kennann.com/

TEL0172−28−0011 FAX0172−28−0013

有限会社

エコ・ネット

〒036-8113 青森県弘前市大字清水森字清水野2番
TEL 0172（87）0188 FAX 0172（87）0333
http:// econet-aomori.com/

美容室

家族の笑顔がいちばん似合う家づくり。

新栄建設株式会社

株式会社

青森市大字野内字菊川390番地
TEL：017-726-2095
●

盛 興業社

〒030-0841 青森市奥野1丁目1番13号
TEL. 017-734-6431
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カ ッ ト シ ョ ップ シ ョ ーン
青森市新町1-12-4 tel:017-723-3844
安全と環境を考える。
道路区画線・標識・塗装・防護柵

弘鉄電気工事株式会社
生かせば資源

八戸市大字河原木字浜名谷地76
TEL：0178-28-2181（代）

株式会社テックイー

サン・フレア 北日本支店

生ごみは大地を生かす・捨てればごみ

八戸製錬株式会社
八戸製錬所

●

株式会社

セーフティロード

本 社 〒036-8075 弘前市大字撫牛子2−1−16
TEL 0172-36-6600

FAX 0172-36-6898

—より豊かに・より快適に・より人間らしく—

株式会社

山匠電気工業

八戸市十日市字松ヶ崎4-5
TEL：0178-96-5911／FAX：0178-96-3478

★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。

有限会社

上十青果

十和田市大沢田字池ノ平23

鮮度ばつぐん八甲田高原大根を生産しています。

循環型社会を目指して
http://shinwa-sangyou.com

本
社
つがる営業所
青森事業部
中央営業所

弘前市大字堅田1丁目4番の2
つがる市柏広須照日5番1
青森市油川字岡田 1 2 2 - 8
青森市問屋町2丁目12の14

☎0172-35-5255
☎0173-27-5545
☎017-787-3455
☎017-764-2755

廃棄物再生事業者登録青森県第1号

有限会社

〒030-0802 青 森 市 本 町 2 丁 目 11 - 16
TEL 017-775-1431

FAX 017-775-1435

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://shimodategumi.co.jp/

http://www.kashiwazakiseisousya.net/
info@kashiwazakiseisousya.net

青森支店

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/

青森市新町1-1-14
TEL：017-773-4428

“限りある資源を大切に”

青森資源

株式
会社

青森市駒込桐ノ沢121-3 TEL0120-8919-82

美しく住みよい郷土を残すことを目標に

★地域環境活動助成金のご案内

特定建設業

株式会社

白川建設

本社
〒037-0304

認証・登録番号0004474

北津軽郡中泊町大字尾別字浅井 257-7

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

TEL 0173-57-2264・FAX 0173-57-3278

認証番号 0001347

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

☆もみ殻圧縮燃料棒
『ほっかほっか君』のご用命は当社まで☆

(特別管理)産業 有限
廃 棄 物 処 理 業 会社

♣助 成 対 象 者

東奥化学

・地球温暖化防止

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

・廃棄物の減量

♣助成対象事業

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

本社・工場 〒030-0151 青森市高田字日野58-1
TEL
〔017〕739-4566（代）FAX
〔017〕739-8429（代）

Tel. 017-723-2222

総合建設業（土木・建築・舗装・解体）

杉村建設工業株式会社

・自然環境の保全等

♣助 成 金 の 額

50,000円を上限に助成します。

♣募 集 時 期

平成31年4月以降（予定）
・深浦町立岩崎中学校

八戸市松ヶ丘19-30 TEL：0178-28-8204

・七戸町立七戸中学校

ご協賛
ありがとう
ございます！

創業明治23年
誇れる仕事を
金属板工事／ステンレス／アルミ／建築物工事／設計・施工

株式会社 角 弘

青森市新町二丁目5-1

・リサイクルの推進

・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）

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

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

♣30年度
助成団体

・むつ市生活介護サポーター連絡協議会
（りんどうの会）
・ＮＰＯ法人グリーンエネルギー青森
・ＮＰＯ法人もったいないつがるの会

外ヶ浜町字蟹田小国山崎105-4
TEL 0174-22-3856（FAX兼用）
●
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みんなで一緒に COOL CHOICE !

参加しよう！もったいない・あおもり県民運動
スタートから10年を迎えた「もったいない・あおもり県民運動」は、取組の成果が着実に現れてきているものの、県民運動が掲げる目
標を達成するにはさらなる省エネ・３Rの実践が必要です。今回は、県民・事業者の皆様に参加していただきたい県民運動の取組をご紹
介します。COOL CHOICEあおもりを合言葉に「もったいない・あおもり県民運動」を盛り上げていきましょう！

県民の皆さんへ

事業者の皆さんへ

★暮らしの中でのCOOL CHOICEに加えて･･･
◎「COOL CHOICEあおもり」に賛同して「あおもりエコの
環スマイルプロジェクト」に参加しよう！

★事業活動の中でのCOOL CHOICEに加えて･･･
◎ あおもりECOにこオフィス・ショップの認
定を受けよう！

エコの環スマイルプロジェクトに参加すると「モッテコーカード」
がもらえます。
「モッテコーカード」を5 ～8ページの協力店に提示す
るとお得なサービスが受けられます！また、エコの環スマイルプロ
ジェクトホームページに「マ
イページ」を開 設し、自分
のエコ活動を報告できます。
COOL CHOICEあおもり
賛同申込書は、県やプロジェ
クトのホームページからダウ
ンロードできます！

省エネ・省資源対策、３Rの促進、その他環
境に配慮した取組を行う事業者を県が認定して
います。

◎ あおもり食べきり推進オフィス・ショップの
認定を受けよう！

宴会時の食べきりの呼びかけなど、食品ロス削減に向けた取組
を行う事業者を県が認定しています。
積極的に取り組んだ認定事業所を「もったいない・あおもり賞」
で表彰します！

◎ スマートムーブ通勤月間
（10月）
に参加しよう！

事業所ぐるみ（部署単位でもOK！）で環境にや

◎ COOL CHOICEあおもりロ ー ラ ー 作 戦・３つの「きる」 さしい通勤（ノーマイカー・エコドライブ）にチャ
PRキャラバン・スマートムーブキャラバンなどのイベントに
レンジする事業所を募集します。
参加しよう！
積極的に取り組んだ事業所を「スマートムーブ通勤アワード」
で表彰します！
県では、県内各地でエコを楽しく知る
キャラバンイベントを随時開催していま
◎ あおもりエコの環スマイルプロジェクトの
「協力店」
を募集して
す。開 催 情 報を県ホームページなど で
います！
（5～8ページに掲載）
チェックして、ぜひお近くの会場へ！エッ
エコ活動をがんばる県民の皆さんをお得なサービスで応援する
コーが素敵なプレゼントを用意して待っ 「協力店」を募集しています。
てるよ！

◎ あおもりエコの環スマイルプロジェクトの
「広告協賛企業」
を
募集しています！
（10～11ページに掲載）

◎ 県環境政策課のSNSをフォローしよう！
もったいない・あおもり県民運動をはじめ、青森県のエコに関
する情報をエッコーがご案内します！まずは知ることからはじめま
しょう！

年１回発行する「あおもりエコの環スマイルプロジェクト通信（フ
リーペーパー）」の広告協賛により、学校・団体への活動助成金
交付をはじめとしたプロジェクト運営を支援する「広告協賛企業」
を募集しています。

最新情報はこちらから！

「COOL CHOICE あおもり」に賛同をお願いします！

県環境政策課ホームページ「エコ・ナビ・あおもり」

環境省 COOL CHOICE ホームページ
で賛同の手続きを行い、賛同証明書を県
環境政策課へ送付いただくと、
「COOL
CHOICE あおもり賛同者」として県ホーム
ページで公表します。エコに取り組む姿勢
のPRにつながります！ぜひご賛同ください！

http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/econavi.html

県環境政策課公式 Facebook「エコ・ナビ・あおもり」
https://www.facebook.com/econavi.aomori/

県環境政策課公式 Twitter「あおもり家庭のエコ活」
https://twitter.com/aomori_ecokatsu

あおもりエコの環スマイルプロジェクト実行委員会

*** このプロジェクトはもったいない・あおもり県民運動の一環として青森県が推進しています ***

青森県商工会議所連合会、青森県商工会連合会、東北電力
（株）
青森支店、青森県エルピーガス協会、青森県電機商業組合、
（株）
青森銀行、
（株）
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
あおもりエコの環スマイルプロジェクト 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）
〒030-0861 青森市長島 2－1－5 みどりやビル 9F TEL 017-721-2480 FAX 017-723-7631 E-mail info@econowa-smile.com
もったいない・あおもり県民運動推進会議 事務局

あおもりエコの環スマイルプロジェクト

青森県環境生活部環境政策課

環境管理グループ（環境教育、環境出前講座）
TEL 017-734-9241
低炭素社会推進グループ（地球温暖化対策）
TEL 017-734-9243
循環型社会推進グループ（ごみ減量、リサイクル推進） TEL 017-734-9249
〒030-8570 青森市長島１－１－１ FAX 017-734-8065
E-mail kankyo@pref.aomori.lg.jp

ホームページをご利用ください！
・プロジェクト参加状況
・助成金情報
・モッテコーカード協力店情報
・マイページへのログイン など
あおもりエコの環

●
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検索

