
◎リサイクルペーパー
『魔法の紙』『リサイクルペーパー』と称し、

小さく切った新聞紙を保育室に置いていま

す。弁当やおやつ時に、それを用いて食べこ

ぼした物を片付けています。 

◎ランドリーバッグ
子どもたちが遊びで汚れた衣類を持ち帰る

時に、家庭から準備してもらったランドリー

バッグを使用し、繰り返し使えるようにして

います。 

◎PTAのリサイクル活動
・各家庭で不要になった衣類などを持ち寄り、

無償で必要な家庭に提供する『ハッピーリ

サイクル』を年2回開催しています。 

・PTAバザー『エコマーケット』では、保護

者が廃油を利用して作った石鹸や牛乳パッ

クで作った椅子なども提供しています。 

・資源回収の他に、ベルマークとインクカー

トリッジも回収しています。保育に必要な

物品や遊具などを購入していただくこと

で、子どもたちの園生活がより豊かになっ

ています。

◎節電            
使っていない部屋はもちろん、昼間の日当

たりによって照明を消すようにしています。

どうして消すのかを子どもたちに伝えるこ

とで、日常的に節電を意識できる子どもが増

えてきました。 

◎節水            
園庭の蛇口の下にたらいを置き、たまった

水を遊びに使ったり、用具を洗ったりしてい

ます。ホースを使う場面でも流したままにし

ないように声をかけるなど、節水の意識を高

めています。 

◎ごみの減量         
おやつの包み紙やゼリーカップなども、

「何かに使えるかも。」と考えるようにして

います。楽しい遊びの素材となったり、素敵

な作品に生まれ変わったりし、ごみの減量に

つながっています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 学年の発達に合わせて、ごみを分別する大切さについて指

導しました。分けないで出したら地球がごみだらけになるこ

と、分けるとまた違うものになって生き返ることを話しまし

た。おやつの時間には、燃やせるごみとプラスチックのごみ

の写真を見て、「おやつの入っている袋はどっちのごみか

な。」、片付けの時は拾ったごみを「これはどっちかな。」「分

けたらちっきゅん、喜ぶね。」と自分で考えたり、先生に聞

いたりして意識して分別する姿が見られています。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言園

札幌市立白楊幼稚園 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ごみを分けよう！」 

平成 30 年６月 28 日（木）～ 

水道や電気のスイッチの近くに『ちっき

ゅんマーク』を掲示し、意識をもてるよう

にしています。 



平成 30 年６月○○日（  ）～○○日（  ） 

◎太陽光パネルと電力マップ

玄関ホールにある液晶画面には「太陽光パ

ネルの発電量」が月毎、週毎、日毎に表示さ

れます。また、「校内使用電力マップ」には、

全電気使用量における発電量の割合も表示さ

れます。これらは日常的に表示されているの

で、子どもたちは日々興味をもって観ていま

す。また、教科の学習に活用している学年も

あります。

◎校地内クリーン大作戦     

「校地内のごみゼロ」を合言葉に、異学年

ペアで仲良く、グラウンド、北九条の森をピ

カピカにします。この取組も、今年で２年目

を迎えました。今後は範囲を自分たちの住む

街まで広げる予定です。

◎節電            

・電気の無駄遣いをなくすため、特別教室等

の使用終了後に消灯を促すポスターを掲

示しています。 

・玄関ホールにある液晶画面には「校内使用

電力マップ」が映し出され、リアルタイム

で自分たちの電気使用の状況が把握でき

るようにしています。 

◎節水            

・水の無駄遣いをなくすため、美化委員会が

全校に呼びかけたり、ポスターなどでお知

らせしたりしています。

◎ごみの減量         

・子ども自身が進んで分別できるように「資

源化ごみ」と「一般ごみ」のごみ箱を色分

けし、写真やイラスト付きでどんなごみを

入れたらよいかを示しています。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

平成 30年６月 25日（月）～７月６日（金）

取組内容  

日常の各教科での学習、 

給食指導等をリンクさせ 

ながら「自分でできるエ 

コ」について考えること 

を重点としています。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立北九条小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

○４年社会科の学習 『水はどこから』 
・治水事業と節水の大切さについて 

○５年家庭科の学習 『衣服のリサイクル』 
○リザーブ給食 
 『選んだおかずでごはんをしっかり食べよう！』 
・地元の食材を無駄なく食べよう



◎リングプル・カートリッジ回収 

 環境委員会が中心となって、各教室にリン

グプルの回収容器を設置しております。また、

PTA の方々と一緒に使用済みインクカート

リッジの回収を行っています。保護者の方々

も協力的で、リサイクルの意識が広く根付い

ています。

◎マイタウンマイフラワー    

 年度当初に札幌市建設局みどりの推進課よ

りいただいた花の種 

を苗まで育てて、フ 

ラワーポットに移植 

し、地域の会社に管 

理してもらっていま 

す。今年度も７月 17 日に地域の中山組さん

に花を届けました。 

◎節電            

・休み時間やの教室や授業中の廊下など、必

要のない時は、照明を消すようにしていま

す。 

・放課後には、テレビ・実物投影機などの電

化製品の電源をコンセントから抜くよう

にしています。 

◎節水            

・「必要以上に勢いよく水を出さない」「水を

出したままにしない」といった、当たり前

のことを徹底するように声をかけ合って

います。 

◎ごみの減量         

・教室では、ごみ箱を２個用意し、一般ごみ

と資源ごみの２種類に分別しています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 ３年生が、学校の前にあるます花壇に地域の日赤奉仕団の

方々と一緒に花を植えました。グループごとに花壇に名前を

付けて、愛着をもって水やりや雑草の手入れなどに取り組ん

でいます。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立幌北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「幌北 花いっぱい運動」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎「もっと暮らしやすいまちへ」

４年生の総合的な学習の時間で“まちをき

れいに住みやすく…”という視点から活動を

行いました。春先に雪の下から出てくるごみ

に着目したり、街の人へインタビューをした

りしながら「美化」だけでなく「安心・安全」

や「コミュニケーション」をテーマにしまし

た。活動の中で、清掃ボランティアのまちの

人たちとも親しくなりました。 

◎花スマイル活動        

バス通りに面したフェンスに、縦割りグル

ープが花の世話を続けるプランターが下がっ

ています。この苗は、「マイタウンマイフラワ

ープラン」事業から提供していただいた種を

育てたものです。毎日水やりをする子どもた

ちの姿が、たくさん見られます。まちの人た

ちも見てくれています。

◎節電            

 委員会の児童が呼びかけてスイッチやコ

ンセントの近くにミニカードを掲示し、無駄

な電気を使わないようにしています。 

◎節水            

同じく、水飲み場やトイレの手洗い場の蛇

口の近くに児童が作成したミニカードを掲

示し、無駄な水を使わないよう気を付けてい

ます。また、水を出したままの蛇口がないか、

見回る委員会活動もあります。

◎ごみの減量         

一般ごみと資源ごみの２種類に分別して

います。紙類や段ボールは別にして、リサイ

クル業者へ引き取ってもらっています。ま

た、PTA 主体でアルミ缶回収や資源回収を

行っています。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

  毎年、５・６年生が区役所の方、町内会の方々と一緒に 

街路樹のマス花壇や区役所前の花壇に花を植えました。事前

に場所割りと人数配分を知らせていただき、児童がグループ

を作りました。 

 地域の方々に手を添えて 

教えてもらいながら移植を 

終えました。 

北 24条の街並みが一層 

鮮やかになりました。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立白楊小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「フラワーネット」 

平成 30 年６月 20 日(水) 



◎ペットボトルキャップを集め

て、ワクチンにしよう！

「ペットボトルキャップはごみにせず、困

っている国の子どもたちのためのワクチンに

交換しよう！」と、児童会が先頭に立ち、ポ

スターや校内放送でPRしています。 

◎給食の牛乳パックリサイクル

給食の牛乳パックは洗って乾かし、リサイ

クル利用のために回収しています。 

◎節電            

児童自らが「教室に誰もいなくなる時は 

電気を消そう」「使わないコンセントは抜こ

う」と心掛けて取り組んでいます。 

◎節水            

児童自らが「水を使い終わったら、しっ 

かりと止めよう」と心掛けて取り組んでいま

す。 

◎ごみの減量         

・ごみを減らす意味も含め「給食の食べ残 

しを減らそう。」と児童が呼びかけていま

す。 

・ペットボトルキャップの収集の取組を継 

続しています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  
  平成 25 年６月 日（ ）～  日（ ） 

取組内容  

・５年生 総合的な学習の時間

「花いっぱい運動」 

～地域の街づくりの一環 

として、JR新琴似駅 

前の花壇に花を植える 

活動～ 

・全学年 生活科や理科 

「きれいな花・大きく実れ！」 

～栽培する植物の水やりに責任をもって取り組む 

活動～ 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立新琴似小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱいの街・学校にしよう！」 

平成 30 年６月 18 日(月)～６月 29 日（金） 



「ペットボトルキャップ・リングプルを集めよう」 

◎エコを意識した児童活動    

毎年 12 月に行っている児童活動「屯田フ

ェスティバル」では、無理・無駄をなくす「エ

コフェスティバル」の意識が高まっています。

ボランティア委員会が集めているリングプル

を、「お店の通貨」として使用するため、多く

の回収にもつながっています。また、店作り

には、ごみとなるものをできるだけ使用しな

いように工夫し、資源回収できるように、ま

とめて後片付けしています。

◎節電            

・使用していない教室やワークスペースなど

の照明を消すように心掛けています。 

・児童がいなくなった校舎の見回りを早めに

実施し、TV などの待機電力の節約にも心

掛けています。 

◎節水            

・掃除や手洗いなど、水の無駄な使い方がな

いように心掛けています。

◎ごみの減量         

・ごみの分別を行うとともに、減量化に取り

組んでいます。 

・提案や連絡をする時には、できるだけ PC

を使い紙の無駄がないようにしています。 

・古封筒や色画用紙の切れ端を再利用してい

ます。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

「ペットボトルキャップ・リングプルを集めよう」 

実施日時 平成 30 年度 通年 

取組内容  

 ボランティア委員会が、委員会活動の常時活動として、「ペ

ットボトルキャップ」と「リングプル」を集めています。 

 全校児童が家庭で集めたキャップやリングプルを袋に入

れて持ってくるだけでなく、時々、取組を聞いた地域の方も 

届けてくれます。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立屯田小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 



◎リングプルの回収      

車椅子との交換を目指し、玄関に回収箱を

設置して収集しています。環境委員会が中心

となって、全校に呼びかけて収集活動を進め

ています。 

◎テトラパックの回収     

ベルマーク回収の一環

として、特に力を入れて

取り組んでいます。用務

員さんとPTA役員さん

が素敵な回収箱を作って

くれました。PTAが中心 

となって活動を進めています。 

◎クリーン活動       

学年ごとに分担し、近隣の公園や校舎周辺

の清掃を行い、環境への意識を高めています。

◎節電            

教室を移動するときには電気を消してい

ます。どの学年も係を決め、節電への意識付

けをしています。 

◎ごみの減量         

一般ごみと資源ごみの２種類に分別して

収集をしています。裏紙を利用したり、資源

回収に出したり、紙ごみの減量に努めていま

す。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

校舎の周りを花で飾って

います。校舎前の街路ますの

整備とハンギングバスケット

づくりをします。植物にふれ

ることを通して、身の回りの 

環境に目を向け、命について 

考え、美しさを感じる心を育 

てています。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立新川小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱい活動」 

平成 30 年６月 14 日（木）～ 



◎太陽光発電
 篠路小学校は、平成 28 年４月に完成した

新校舎の屋上に太陽光発電の仕組みができま

した。 

 蓄えた電気は、体育館ステージにある電源

ボックスから通電することができ、緊急避難

用として利用できます。 

 また、玄関スペースに取り付けられたTV 

モニターには「太陽光発電の仕組み」「どう活

用するか」などが毎日ディスプレイされます。 

◎エコキャップ

キャップに付いている汚れを点検する作業

は、環境委員会の児童が行っています。 

◎リングプル          

環境委員会でリングプル集めをし、車椅子

の購入に役立てます。 

◎節電            

 廊下、階段、教室の窓側の蛍光灯を消灯す 

る取組を行っています。また、子どもたちが 

教室を使用しないときには蛍光灯を消灯し

てから出るなど、節電を心掛ける取組を行っ

ています。 

◎節水            

手洗い場、水飲み場の節水の取組を行って

います。衛生上、蛇口が上に向いていたら埃

がたまるので、「気付いたら」「気付いた人が」 

下に向けることを呼びかけています。

◎ごみの減量         

 ごみの分別に関して、学校のルールを確か

め、無駄を省くことやリサイクルの意識をも

つようにしています。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 全校の児童に節電や節水を呼びかけ、限られた資源を大切

にすること、環境を守る心をもつことの呼びかけを実施しま

した。 

 また、地域や家庭に呼び掛けている「エコキャップを洗っ

て回収しよう」という活動を日常的に行っています。 

 児童委員会活動「環境委員 

会」がエコや節電に関心をも 

ち、調査活動を始めています。 

 写真は委員会活動でキャッ 

プの選別を行っています。

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立篠路小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「しのろっ子エコ大作戦」 

平成 30 年７月２日（月）～７月 24 日（火） 



◎茨戸探検隊～石狩川調査船乗船
 総合的な学習の時間(３年)に、茨戸の地域の

様子・環境を調べる活動を実施しています。 

 中でも、石狩川調査船「弁天丸」に乗船し

たり、川岸を歩いたりしながら、地域の動植

物を中心とした環境や川の様子を調査する活

動は、茨戸や隣接する石狩の地域を環境面か

ら見つめ直すよい機会となっています。 

◎エコライフレポート      
総合的な学習の時間で４、５年の２か年、

「考えよう エコライフ」を学習しています。 

 校外学習も取り入れ、エコライフや環境に

ついて学び、子ども自身でも実践してきてい

ます。 

◎地域と連携した清掃活動    
篠路地区コミュニティネットワーク会議の

地区パトロール活動・公園清掃で、PTA社会

委員の保護者と教職員で連携し、地域の公園

の掃除、環境美化にあたっています。

◎節電            
電気の大切さを意識し、不要な電気は使わ

ないように心掛けています。 

 特に教室や特別教室の照明・体育館の LED

照明、PCのこまめなスイッチON／OFFの

習慣化に努めています。 

◎節水            
水道の蛇口はしっかり閉め、不要な水は使

わないように心掛けています。 

委員会活動・総合的な学習の時間と連携し

て取り組んでいます。

◎ごみの減量         
各学級では、一般ごみと資源ごみの２種

類、ごみ置き場では、缶、びん、ペットボト

ル、ガラスも分別し、資源回収に努めていま

す。 

また職員室の紙の再利用や、PTA 資源回

収との連携もしています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  
 ４年生の社会科学習で清掃局出前講座を受講しました。ご

みの分別の重要さを学び、学級において、また各家庭におい

て実践しようとする意識が高まりました。 

 今年度は例年行っているマイタウン・マイフラワー活動で

の全児童によるプランターづくりに加え、環境委員会と

PTA による花壇の植花、世話にも取り組み始めました。ま

た、人権の花運動にも全校で取り組んでいます。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立茨戸小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

環境美化・ごみ分別～できることから始めよう 

平成 30 年６月 18 日（月）～７月６日（金） 



◎資源回収の取組        

毎月20日にPTAが行っています。学校か

ら出た紙類と一緒に業者に回収してもらい、

収益金は教材の購入に充てるなど児童に還元

しています。 

◎PTA によるごみ拾いの実施   

運動会前に、PTAによる校地内のごみ拾い

を行っていただいています。花壇整備と合わ

せて、きれいな美しい学校になるように協力

をいただいています。 

◎清掃活動の取組        

遠足や生活科などで公園に出かけた時は、

「来た時よりもきれいに」を心掛けて、みん

なで協力してごみ拾いをします。 

◎節電 

教室から他の教室に移動するときは、忘れ

ずに蛍光灯を消しています。また、黒板消し

クリーナーなど、電気製品を使わないとき

は、コンセントを抜いています。 

◎節水 

蛇口をしっかり閉め、無駄な水を使わない 

ようにしています。また、アサガオやミニト

マトなどの水やりは、できるだけ汲み置きの

水を使うように心掛けています。

◎ごみの減量 

裏が使える紙を教室に置いておいて、メモ

用紙などに活用しています。教室に資源ごみ

と一般ごみの２種類のごみ箱を置いて分別

しています。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名 

実施日時  

取組内容  

 ５年生の児童が、総合的な学習の時間を使って、地域にあ

るあいの里公園内のトンネウス沼を観察してきました。講師

の方に、水質検査の仕方を教えてもらった後、実際に自分た

ちの手で水質検査をすることで、カラカネイトトンボの生息

するトンネウス沼の自 

然環境を知ることがで 

き、環境を守ることが 

そこにいる生き物を守 

ることにつながること 

を知りました。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立鴻城小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

総合的な学習の時間 「ごみについて考える」

平成 30 年６月 11 日（月） 



◎地域清掃活動
毎年、９月に全校児童が地域の方々と共に

校区の清掃活動を行っています。この活動を

通して、児童が地域の環境をよりよくするに

はどうしたらよいか考えたり、ごみの分別を

すすんで行ったりするなど、地域や学校全体

の環境に対する意識が高まっています。 

この活動を行うことによって、ごみをなく

し、美しい潤いのある環境を保つよう継続し

て活動しています。 

◎花いっぱい活動

５月 15 日（火）に麻生まちづくり協議会

の方にご協力いただいて、４年生が学校前の

マス花壇にマリーゴールドと亜麻の苗を植え

ました。潤いのある美しいまちになるよう、

４年生児童が毎朝、マス花壇のごみ拾いや花

の水やりを行っています。今後も世話を続け

ていきます。

◎節電            

使用しない教室の電気を消す、廊下は間引

き点灯をする、使わない電気機器のコンセン

トを抜くなどして学校全体で節電に努めて

います。 

◎節水            

水の無駄使いをしないように環境委員会

で水飲み場にポスターを貼るなどの節水を

呼びかける活動を計画しています。 

◎ごみの減量         

資源ごみと一般ごみに分別してごみの減

量に努めています。また、用紙は裏紙を使用

したり、画用紙等の切れ端も再利用したりし

て資源の無駄をなくしています。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 今年度も引き続き児童会の環境委員会が「エコパトロー

ル」活動に取り組んでいます。各学年のワークスペースに古

紙回収箱を設置して、学級で余った裏紙として利用できるプ

リントを整理して入れてもらい、クラスで使ってもらった

り、委員会の当番が定期的に回収して先生方に使ってもらっ

たりしています。また、ペットボ 

トルキャップを回収し、途上国の 

子どもたちへのワクチンの提供な 

どの支援を応援しています。 

今後も活動を続けていく予定 

です。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立和光小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコパトロール」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎児童会活動の取組

  「環境委員会」で、リングプル回収の活動 

など、リサイクルへの取組をしています。ポ 

スターの作成などをして全校へ呼びかけてい 

ます。 

◎『安春川』での環境学習

子どもたちは日頃から安春川に親しみ、大変 

愛着をもっています。本校では、この安春川

を教材化し、全学年共通のテーマとして学習

しています。２年生は、生活科で育てるザリ

ガニ探しをします。４年生の総合的な学習の

時間では安春川の歴史を調べ、地域の方を招

いて話を伺いました。さらに、学習したこと

をまとめ、発表しました。５年生は環境に焦

点をあて、水質を詳しく調査し、清掃活動に

も取り組みます。

◎節電            

  ポスターを掲示して呼びかけています。

教室や廊下、トイレなども天気の様子を見

ながらこまめに消灯しています。 

◎節水            

ポスターを掲示して呼びかけています。

水を勢いよく出しすぎないようにすると

ともに、蛇口をしっかり閉めることを意識

付けしています。 

◎ごみの減量         

紙ごみ用のボックスを教室に１箱ずつ置

き、資源化ごみのリサイクル意識を高める

ようにしています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 総合的な学習の時間にある環境学習の一環として、外部講

師を招き、エコに関連付けながらエネルギーや社会のくらし

について学びました。家庭で使用する一日の電気量を調べた

り、電気のない生活について考えたりしました。手回し発電

機を使って「白熱灯」「蛍光灯」「LED」の実験などを通して、 

電気量の違いに気付きエコの 

大切さを体感しました。７月 

18日には、ごみ収集に関する 

出前授業を行い、環境とくら 

しについての学習を行います。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立光陽小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「明かりのエコ教室」（４年） ※出前授業 

平成 30 年６月 26 日（火）  



平成 30 年６月○○日（  ）～○○日（  ） 

◎リングプル回収

車椅子との交換を目指し、各クラスに手作

りの収集ボックスを設置してリングプルを集

めています。環境委員会活動が企画を立てて、

リサイクル活動や環境改善に取り組んでいま

す。 

◎地域の方と植物を育てる取組

「花倶楽部 21」という地域の方々と一緒

に、花や実のなる植物を育てています。花倶

楽部21から花の苗や種を提供していただき、

総合的な学習の時間に花壇作りに取り組んで

います。また、教材園の畑作業についても教

えてもらい、植物に合った育て方を学んでい

ます。

◎節電            

学校独自の「新陽小エコアクション」を作

成し、こまめにチェックしながら節電に取り

組んでいます。 

◎節水            

手の洗い方、水の飲み方など、水道の使い

方を意識して、節水に心掛けています。水は

出し過ぎず、蛇口をしっかり閉めています。 

◎ごみの減量         

一般ごみと資源ごみの２種類に分別して

います。ペットボトルと空き缶も分けて、資

源回収に出しています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 環境委員会を中心に、学校の内外の掃除を進めています。

校舎に感謝の気持ちを込め、清掃に取り組めることを目標に

しています。校舎を大切に使う思いを育み、草取り、掃き 

掃除、窓ふきなどを通して、 

環境への意識の高まりを期 

待しています。

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立新陽小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「学校の中も外もきれいにしよう」 

平成 30 年６月５日（火） 

～８月 31 日（金） 



◎防風林の活動
３年生～６年生の「総合的な学習の時間」

では、地域のシンボルである「防風林」を活

用した学習に取り組んでいます。 

校内の「防風林の部屋」には、防風林の四

季の写真や動植物の標本がたくさんあり、実 

際に触れること 

ができます。 

また、年間何 

度も防風林に出 

かけ、課題をも 

って調べ学習を 

行っています。 

防風林の大切 

さを知ることで 

自然を守ろうと 

する気持ちを育 

てています。 

◎節水            

掃除での節水の取組です。バケツに水をく

み、雑巾を洗っています。こうすることで水

の使用量が随分 

少なくなります。日常的に 

節水の大切さを 

学んでいます。 

◎ごみの減量         

一般ごみと資源化ごみの分別に取り組ん

でいます。雑紙は学校内で再利用し、ごみの

総量が少なくなるようにしています。

「さっぽろっこ環境ウィーク」 における

               エコアクションの取組

◎エコアクション活動          

実施日時

取組内容

PTA活動の一つとして、「ハンギングフラワーバスケッ

ト」作りがあります。できたフラワーバスケットは学校の塀

にかけ、環境委員会の子どもたちや世話に興味のある子ども

たち、PTAの方が水やりをしてくれています。秋まで学校

の周りがとても華やかになります。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立新琴似北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

ハンギングフラワーバスケット 

平成 30 年６月６日（水）～ 



◎ペットボトルキャップ回収   

『北海道エコキャップ運動』に参加してい

ます。 

◎リングプル回収        

「車椅子との交換」を目指して、リングプ

ルを集めています。 

◎牛乳パック回収        

昨年度までは３年 

生以上の学級で給食 

の牛乳パックリサイ 

クルに取り組んでい 

ましたが、今年度は 

１年生から取り組んでいます。みんな、牛乳

パックを開くのが上手になってきました。

◎節電            

・廊下や教室、トイレなどの使用していない

箇所の電気は、こまめに消灯しています。 

◎節水            

・水を流したままにしないように気を付けて 

います。 

・バケツに必要以上の水を入れないようにし 

ています。 

◎ごみの減量         

・一般ごみと資源ごみの２種類に分別してい

ます。 

・古紙はまとめて月１回の資源回収に出すよ 

うにしています。 

・使い残しの画用紙や印刷ミスした紙は、印 

刷室の箱に集めて、無駄なく使用していま 

す。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 児童会書記局が中心となり、火・木の登校時間に玄関前に

立って、大きな声でリングプルとペットボトルキャップの回

収を呼びかけています。環境ウイークの期間中に、ポスター

を作ったり、全校朝会で活動の紹介をしたりして、重点的に

全校児童に回収運動を広めました。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立新川中央小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「リングプル・ペットボトルキャップの回収」 

平成 30 年６月 25 日（月）～７月６日（金） 



◎節電に関する取組       

・校内に節電・節水のポスターを貼り、エコを

意識しています。 

・職員室をはじめ、校内の「無駄」な電気は極

力消して回る。待機電力を減らすようにし

ています。 

◎ごみの減量に関する取組    

・用紙を大量に使用する児童集会「西小まつ

り」では、エコを意識した取組をしていま

す。なるべくごみにならないような装飾を

計画したり、使えるものは再利用したりし

ています。 

・職員室でも印刷用紙のリサイクル・リユース 

を行っています。 

・ペーパーレス会議の奨励しています。 

◎節電            

・ポスターでの啓発をしています。 

・使わない電灯は消しています。 

・トイレから出るときは電気を消していま

す。 

・教室の窓側の電灯は、必要な時だけ点けて

います。 

◎節水            

・ポスターでの啓発をしています。 

・水を出したままにしないようにしていま

す。 

◎ごみの減量         

・用紙・段ボールを再利用しています。 

・分別の徹底をしています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 総合的な学習の時間の活動とし

て実施しました。「もったいないを

減らそう。」のキャッチフレーズの

もと、水道や電気などの光熱費関

係、紙やごみなどの資源関係、給

食関係と多方面にわたって現況を

調査し、自分たちで「もったいな

い」を減らすための方策を考える

活動を行いました。

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立新琴似西小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「西小エコレンジャー」 

平成 30 年６月 18 日（月）～７月中旬 

【栄養教員に残食につ
いて取材している様子】 



◎５年生太平ファームの取組
 今年度５年生は、教材園で畑作をすること

になりました。農業体験リーダーから指導を

してもらって苗植えや種植えを行いました。

農業に携わる人の努力や大変さを知り、その

ことを自分たちの「食」と結び付けて考えて

いきます。 

◎Ｇｏ！ミエール号見学を通して 
パッカー車がどのようにごみを集めている

のかを実際に見ました。ごみを回収している

方からは、できる限りごみを減らす努力をす

ることが大切という話を聞きました。 

◎節電            
環境美化委員会が電灯の

スイッチの上に節電を呼び

かけるポスターをつくり、全

ての教室、特別教室に貼って

います。「使わない電灯は消

す」が当たり前になってきま

した。 

◎節水            
保健給食委員会で、「水を出したままにし

ない」ことのポスターを作りました。無駄な

水を使わないと同時に、衛生 

的に使うことの大切を学びな 

がら取り組んでいます。 

◎ごみの減量         
一般ごみと資源ごみに分けてごみ箱に捨 

てるように指導を徹底しています。環境美化 

委員会がポスターを作り、 

子どもたちに啓蒙していま 

す。子どもたちの意識も高 

まってきました。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容 
今年度も３年生以上の全ての学級でマリーゴールドを種

から育て、苗まで育ったところでプランターに植えかえて学

校の周りに飾っています。植物は空気をきれいにしてくれて

いることも学びながら、美しい花が見る人の心を癒し、さら

には、咲き終わった後に種を残し、命のリサイクルをしてい

ることを体験していきます。１・２年生は草取りで植栽活動

に参加します。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立太平小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱいの学校目指して 植栽活動」 

平成 30 年６月 18 日(月)～ 



◎安春川から考える地域の自然

地域を流れる「安春川」に行き、生息する

生物を調査したり、水質を調べ、川の水の汚

れ具合などを調べたりして地域の自然を考え

る。また、地域に住む方を講師に招き、地域

の環境の変遷を知る。 

◎環境バスを活用した取組

４年生の社会科の学習として、環境局で出

しているバスを積極的に利用し、下水道科学

館への見学を行い、エコや環境に関する関心

を高めるきっかけになるよう計画している。 

◎牛乳パックを利用した取組   

みんなでつくろう会で、牛乳パックを利用

して遊ぶ道具を作り、再利用の意識を育てる。 

◎節電            

・教室を移動する際は電気を消す取組を行 

う。 

・廊下の間引き照明を実施する。 

・週末はプラグをコンセントから抜くなど主 

電源を off にする。 

◎節水

各学級で水飲み場の使い方の指導をし、水

を出したままにしない声かけやポスター掲

示などの取組を行う。 

◎ごみの減量         

各学級では、一般ごみ、資源ごみの２種類

に分別してごみを捨てる取組を行う。学習で

使った紙・画用紙の再利用、資源回収やフー

ドリサイクルの取組を行う。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  
 児童が委員会活動を中心とした花を育てる活動を通して、

生命あるものを育てる喜びとともに生命の大切さを学ぶき

っかけとなった。 

また、花を育てるための環境整備として、校舎の周りのご

みを拾う取組にもつなが 

った。これらの活動は、 

子どもたちの心の成長に 

大いに役立っている。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立新琴似南小学校

日常のエコの取組 特色ある取組 

児童会による「お花だいすき南っ子！」 

平成 30 年６月 18 日（月） 



◎「リングプルなどの収集」の取組
リングプルやエコキャップを収集し、車椅

子との交換や海外への援助を目指して、全校

で取り組んでいます。ボランティア委員会が

中心となり、全校朝会等で全校児童に協力の

お願いをしています。校内に回収ボックスを

設置して、集まったものはボランティア委員 

会がまとめています。 

◎「地域清掃」の取組
年２回、全校で取り組んでいます。４月は

学校周辺、９月は地域の公園の清掃を行って

います。自分たちが使っている身近な公園や

道路をきれいにすることで環境への意識を高

めています。

◎節電            
教室を空ける時等、不要な電気は使わない

ように心掛けています。トイレも使う時だけ

電気を付けるようにしています。節電コンセ

ントを使用したりプラグを抜いたりする等、

節電の意識を高めています。 

◎節水            

こまめに蛇口を閉め、水を出したままにし

ないように心掛けています。また、使い終わ

った後は水が出ていないか確認をしていま

す。 

◎ごみの減量         
教室では、ごみ箱を二つ設置して、一般ご

みと資源ごみの２種類に分別することを徹底

しています。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立篠路西小学校 

日常のエコの取組 「さっぽろっこ環境ウイーク」における

               エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

学校の東側にある花壇と歩道にある街路樹の枡花壇に花

を移植して育てています。写真は、６月11日に花の移植作

業をした様子です。PTA の方々と協力して行いました。事

前に、保護者の方が草取りと土おこしをしてくれています。

水やりは飼育栽培委員会で行います。学校近隣の方々も、日

頃から除草してくださり、 

学校と家庭、地域が一体と 

なって、きれいな学校づく 

りに取り組んでいます。 

特色ある取組 

「きれいな学校にしよう！」 

平成 30 年６月 11 日（月）



◎「おやじ STOP」

 PTA・地域と連携し、公園や通学路のごみ

拾いを行っています。 

＜平成30年度の予定＞ 

５月 13日（日） ８月19日（日） 

10月 14日（日） １月 20日（日） 

 ※冬は、通学路や信号機の除雪を行って 

います。 

◎リングプルと 

ペットボトルキャップの回収 

児童玄関に回収箱を設置し、収集していま

す。地域の皆様からの協力もあり、取組が広

がっています。平成 30 年度、ついにリング

プルが 750kg になり、車椅子と交換するこ

とができました。 

◎節電            

・使わない教室の電気を消しています。 

・廊下の蛍光管を間引きし、蛍光灯が点いて

いるときも節電できるようにしています。 

・太陽光パネルが働いている状態を玄関前廊

下でモニターできるようにし、子どもたち

に節電の意識を高めています。 

◎節水            

・子どもたちが使う水飲み場に節水のポスタ

ーを掲示し、節水を呼びかけています。

・節水のポスターを子どもたち自身が作るこ

とで子ども自身に節水の意識を高めてい

ます。

◎ごみの減量         

・教室に二つのごみ箱をおいて、日常から分

別をし、減らす取組を行っています。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  
 年間２回予定されている「ビューティフル活動月間」の１

回目を実施しました。 

校地内や公園の清掃、花壇の手入れなどを全学年が取り組

みました。花の苗植え、水やり、後始末を行い、活動を通し

て学校をきれいにするという意識が全校的に高まりました。

また遠足で行った公園でごみ拾 

い活動に取り組むことで公共の 

場をきれいに使う意識も高まり 

ました。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立新光小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ビューティフル活動月間」 

平成 30 年６月１日（金）～29 日（金）



◎拓北スマイルフェスティバル
 ２学期の異学年交流の一つとして、３年生

以上の児童が自分たちでお店を考える活動で

す。 

 自分たちで教室や特別教室を使ってお店作

りをする際、使用する材料については、「エコ」

という観点からリサイクルできる材料を使用

したり、使わなくなった物を活用したりする

取組となっています。また、これらの材料は、

家庭から持ち寄るようにしています。 

 片付けで出てくるごみの軽減にも心掛け、

資源化ごみとして出せるようにしています。

特に、ガムテープは、紙同士の接着には紙製ク

ラフトテープ、布や木材の接着には布ガムテ

ープを使用するなど分けて使用することで、

資源化ごみとして出せるように工夫をしてい

ます。 

◎節電            
 児童会書記局が中心となって、特別教室に 

移動する際は、教室の照明を消灯するように 

呼びかけを行っています。 

 また、カーテンを開け、日中は太陽光を取 

りこむように働きかけを行っています。 

◎節水            
 生活・環境委員会が中心となって、水飲み

場付近にポスターを掲示し、節水を呼びかけ

ています。また、蛇口をしっかり閉める等水

漏れを防ぐ取組も行っています。

◎ごみの減量         
 ４年生の学習を生かし、学校全体でごみの 

分別を心掛け、「一般ごみ」「資源化ごみ」用

のごみ箱を設置しています。また、図工で紙

が必要な場合も「リサイクル紙BOX」の端切

れ紙から使用しています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  
 この活動は、４年生の社会の学習からスタートした、リサ

イクル大作戦です。総合的な学習の時間を使い、リサイクル

について調べたことをグループごとに新聞にまとめました。

いつもはこれを学年で交流していますが、今年度は、４年生

から全学年に向けて発信しようと張り切って準備をしまし

た。リサイクルの仕組み 

や仕方だけでなく、リサ 

イクルの歴史や日本以外 

のリサイクルの様子につ 

いても発信し、全校のリ 

サイクルへの関心が高ま 

りました。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立拓北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「リサイクル大作戦～全校に広げよう～」 

平成 30 年６月 26 日（火）～９月 22 日（土） 



◎節電            

各学級の係児童が決まっており、教室か

ら、他の教室などに移動するときには、忘れ

ずに明かりを消すようにしています。 

◎節水            

児童の使う水飲み場に、ポスターを掲示し

て、節水を呼びかけています。 

◎ごみの減量         

教室に、一般ごみと資源ごみ、2種類のご

み箱を置いて収集をしています。また、職員

室前に、プラスチック、陶器・ガラス、金属、

ペットボトル用のごみ箱を設置し、分別回収 

の意識を

高めてい

ます。

◎エコってなあに        

４年生の総合的な学習の時間に、ごみの処

理などを窓口にしてエコについて調べてまと

める活動をしています。 

エコについて知ることで、身近にできるエ

コを実践していこうという気持ちが高まって

いきます。 

◎一人一鉢運動設定

牛乳パックを使

って、一人一つず

つマリーゴールド

の種を植えます。

育った苗は、各学 

年で植え方を工夫して教材園に植えています。

朝や休み時間など、子どもたちが水やりをし 

ています。PTAサークル「花かご」のみな 

さんにお手伝いをしていただきながら大切に 

育てています。

「リングプルとペットボトルキャップを集めよう」 

通  年 

特色ある取組 日常のエコの取組

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立屯田南小学校 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

児童会が中心になって、リングプルとペットボトルキャッ

プを回収しています。回収したリングプルを車いすに換えて

福祉グループに寄贈することで役立てられることや、ペット

ボトルキャップを集めることで世界の子どもたちにワクチ

ンを送ることが 

できることを呼 

びかける取組を 

行っています。 



◎ごみの減量を意識した児童集会

児童会主催で行う「北陽子どもまつり」で

は、クラスごとにお店を出す際、「片付けのご

み袋は一袋以内で」という条件で、各クラス

に計画・実施を呼びかけています。この取組

は数年前から行っており、条件を設定した当

初は、お店作りや使用する材料に苦労が見ら

れました。ここ２～３年ではごみを少なくす

る様々なアイディアが継承され、楽しみなが

らもごみを減量するお店作り・おまつり活動

に成功しています。 

◎フードリサイクル

 フードリサイクルによる堆肥を教材園で活

用します。栄養教諭による給食指導の際には

その取組についても指導しています。また、

給食カレンダーや給食便り等でフードリサイ

クルについて知らせています。 

◎節電            

使用していない教室の電気を消したり、コ 

ンセントを抜いたりするよう意識していま

す。最近では節電を意識して行動する児童が

増えてきています。 

◎節水            

 休み時間や給食時間に蛇口をこまめに閉

めたり、水を大切に使ったりするように、４

月から学年学級で取り組んでいます。友達と

声をかけ合って実践している児童もいます。 

◎ごみの減量         

教室で児童にごみを減 

らす工夫をしようと声か 

けをしたり、職員室では 

裏紙の活用やインクカー 

トリッジの回収に取り組 

んだりしています。学校が一体となり取り組

んでいます。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時 

取組内容  
 4 年生では、総合的な学習の時間で「もったいない大作戦」

という学習を行っています。社会科の単元「ごみのしょりと

利用」の単元と関連させて、家庭や学校でのごみに着目をし

て、ごみを減らすために自分たちはどのような取組ができる

のかを考えているところです。そして、自分の生活をエコや

リサイクルという視点から見つめ直しています。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立北陽小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「もったいない大作戦」「ごみの処理と利用」 
「中沼資源選別センター」 

（４年生の授業実践を通して） 

平成 30 年５月 30 日（水）～７月 24 日（火） 



◎清掃活動取り組み

春と秋の２回、全校で校地内や地域の歩道

など、場所を分担してごみ拾いを行っていま

す。集めたごみは学校で処分しています。 

◎リングプル・エコキャップ

車椅子やワクチンに交換することを目標に

各学級で集め、書記局でまとめています。年

２回ほど、児童会館や大型商業施設などへ渡

しています。 

◎節電            

委員会で作成したポスターやシールで節

電を呼びかけています。 

◎節水            

委員会で作成したポスターやシールで節

水を呼びかけています。 

◎ごみの減量         

各学級では一般と資源の２種類に分別し

ています。４年生がごみ新聞を作成し、減量

を全校に呼びかけています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

児童会が学校で取り組んでいる日常のエコの取組につい

てその意義をしらせるなどPRを行っています。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立新琴似緑小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「環境を見直す週間」 

平成 30 年６月 18 日（月）～22 日（金） 



◎リングプル・ペットボトルキャップ回収 

車椅子やワクチンに交換することを目標に

玄関に回収箱を設置しています。一昨年度は、

リングプルを車椅子と交換し、全校朝会で児

童に紹介しました。取りまとめは、児童会の

環境委員会の子どもたちが行い、個数や重量

を全校児童に知らせたり呼びかけしたりして

います。 

また校区内にお住まいの方々からもご協力

をいただくなど、地域も巻き込んだ活動とな

っています。 

◎地域マス花壇への取組 
市から花の種を育てたものに加え、地域の

方が育てた苗を、1年生と6年生が協力し、地

域ボランティアの力をお借りして、歩道のま

す花壇を植えています。 

６年生や地域の方が自主的に水やりを続

け、満開になった花々は、子どもたちや道行

く方々の目を楽しませてくれています。

◎節電            
教室を空けるときは、照明を消すように取

り組んでいます。廊下の照明も、授業中は消

すようにしています。 

◎節水            
節水コマを水道局につけてもらい、水の出

る量を絞れるようにしています。また、教職

員及び子どもたちみんなで水の出しっ放し

がないように、心掛けています。 

◎ごみの減量         
ごみの分別とリサイクルをしています。職

員室では一般ごみ、資源化ごみ、瓶・缶・ペ

ットボトル、プラスチック、金属、インクカ

ートリッジ、乾電池の７種類に分別をしてい

ます。更にプリントの裏紙の利用、両面印刷

の紙を資源ごみにするように徹底を心掛け、

職員の意識とともに分別が浸透しています。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 地域の人が利用する施設として JR 

太平駅を取り上げ、清掃及び装飾する 

活動に３年生児童が取り組みました。 

太平南福祉の会の方のご協力により 

手作りの花（造花）を制作しました。 

した。その後、駅に来る方々が気持ち 

よく利用できるように、3年生児童で 

駅内各所を雑巾できれいに清掃しまし 

た。「駅を大切に利用してほしい。」と 

いう子どもたちの思いを込めた花も太 

平駅に飾り、利用する方々の心を和ま 

せています。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立太平南小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「○○○○」 

平成 30 年６月 26 日（火）～７月 10 日（火）

「太平駅をきれいにしよう」 



◎花いっぱいに

PTA 活動として学校花壇に花苗を植える

活動を行っていま 

す。水やりや雑草 

を抜くなどの世話 

も当番活動として、 

保護者の方々に協 

力をいただいてい 

ます。 

◎あい西フラワープラン    

平成 27 年度より、資源回収の収益の一部

を利用し、町内会へ「あい西フラワープラン」

として、マス花壇に植えていただく「花苗の

寄贈」しています。子どもたちの通学路や、

生活している地域が、よりよい環境になるよ

うに取り組んでいます。 

◎節電            

不要な電気はできるだけ使わないように

心掛けています。廊下や職員室の照明は間引

いて利用しています。 

また、消し忘れがない 

よう、節電シールを貼 

り意識できるように工 

夫しています。 

◎節水            

水を出したままにせず、細目に蛇口を閉め

るように心掛けています。 

◎ごみの減量         

 教室ではごみ箱を 

二つ設置して一般ご 

みと資源化ごみの２ 

種類に分別すること 

を徹底し意識を高め 

ています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 4 年生の総合的な学習の時間「地球にやさしいくらし」の

中で節水に関する取り組みを行いました。自宅でできる節水

から発展させて、学校の中でも節水を呼び掛けるポスターを

作って水飲み場に掲示したり、各学級に行って水の大切さに

ついて伝えました。日常的に節水に取り組んでいるが、環境

ウイークに重点的に取り組みました。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立あいの里西小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「地球にやさしいくらし」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎公園緑化活動に参加      

３年生が総合的な学習の時間に、屯田西公

園の緑化活動に参加しました。一人一人心を

込めて花を植えました。

◎節電            
教室を移動するときは、日直や係の児童が

電気を消すようにしています。 

また、総合的な学習の時間で作成したポス

ターで節電を呼びかけています。 

◎節水            
水を出したままにしないように意識してい

ます。掲示委員会や保健委員会で作成したポ

スターで節水を呼びかけています。

◎ごみの減量         
各学級では一般ごみと資源ごみの２種類に

分別し、ごみ置き場では金属、プラスチック

など５種類に分別しています。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立屯田西小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「節電・節水・落とし物」 

平成 30 年６月 11 日（月）～ 

児童会の環境委員が、「節水」「節電」「落とし物を減ら

す」ために三つのグループに分かれ活動しています。全校

児童がしっかりと取り組んでもらうためにどのような手

だてがあるのか話し合いを進めています。 



◎リングプル・割りばし集め

環境委員会が中心になって、日常的にリン

グプル集めを行っています。リングプルが、

ある一定量になると車椅子になります。放送

やポスターなどで呼びかけています。その他、

割りばしも集めています。割りばしは、製紙

工場に運ばれ、リサイクルされて紙になりま

す。 

◎レッツクリーン大作戦

美化委員会が中心となり、気持ちよく学校

生活を過ごせるように、各フロアに模造紙に

描いた「クリーンの木」を貼りごみひろいを

したら、緑色のペンで名前を書きます。昨年

度は緑色の紙の葉を貼っていたのですが、今

年度はよりエコにしようと紙は使わずに名前

を書いてもらうことにしました。

◎節電            

 教室以外で学習するとき、教室の電気を消

すという習慣が本校の子どもたちは身に付

いています。学習活動に支障がないようにし

ながら、子どもも教職員も節電に努めていま

す。 

◎節水            

朝顔やミニトマトの水やりは、大きなバケ

ツなどに水を汲んでおきます。子どもたち

は、朝、登校すると、そこから水を汲んで、

水やりをします。水を出しっぱなしにしない

ように心掛けています。

◎ごみの減量         

牛乳パックをごみにせず、リサイクルする

取組はもちろんのこと、委員会で作成するポ

スターなども、裏紙をうまく活用して、紙を

大切に使おうとしています。半端な色画用紙

もまとめて、図工などに活用しています。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 本校の児童委員会である「環境委員会」と「美化委員会」

が、タイアップして「リサイクルウイーク」に取り組みまし

た。学校でできる様々なエコの活動を学校放送やポスターを

作って全校にPRをしました。 

 リングプルや割りばしは、集めた量を学年ごとのランキン

グで表し、各学年の頑張りを称賛しました。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立あいの里東小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「リサイクルウィーク」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎総合的な学習で 

 屋上にあるソーラーパネルと連動し、玄関

には学校全体のガス・電気・水道使用量が確

認できる「見える化モニター」が設置されて

います。これらの設備を生かし、総合的な学

習の時間では、環境教育をテーマの一つとし

てきました。特に４年生は理科の学習とも関

連させ、「太陽エネルギー」の利用について学

んでいます。 

 また、環境委員会で 

は「エコチョーク」作 

りに取り組んでいます。。 

２㎝以下のチョークを 

各クラスから回収して 

細かく砕き、水と混ぜ 

よく練って再形成する 

活動を進めています。 

◎節水            

 節水への取組の一つとして、水飲み場に

は、「蛇口をしっかり閉めよう」と呼びかけ

るカードが掲示されています。また、水がき

ちんと止められたことを確 

認し、次に使う人のために 

蛇口を下に向けることも声 

をかけ合う姿が見られます。 

◎ごみの減量         

 児童は、学校生活で出るごみを資源ごみと

それ以外のごみに分別し、画用紙や工作用紙

などの再利用に取り組んでいます。児童活動

「ゆりっこフェスティバル」では、終了時を

意識して、極力紙ごみを出 

さないプログラム作りに取 

り組んでいます。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 年間を通して、環境委員会が「リングプル」と「ペットボ

トルキャップ」の回収に取り組んでいます。この取組は、年

度が変わっても次の代に引き継がれ、続いている。これまで

に３台の車椅子を地域の施設に寄贈しています。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立百合が原小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

エコの協力を全体に広めて学校をよりよくしよう 

通年 



◎５年「Let’s エコロジー」

 本校５年生では総合的な学習の時間として

「Let’s エコロジー」を行っています。LNG
基地などを見学し、限りあるエネルギーの実

情を学んだ子どもたちは、 

夏休み中にエコ作戦に取 

り組みます。 

◎児童委員会による栽培活動

児童委員会の取り組みとしてエコリサイク

ル委員会の子どもたちが歩道のマス花壇の花

の世話をしています。毎朝、水をあげたり、

雑草を抜いたりして環境の美化に努めていま

す。またエコキャ 

ップやプルタブも 

回収して、リサイ 

クル活動も行って 

います。

◎節電            

教室の窓側電気スイッチに 

シールを貼り窓側の電気は消 

すようにしています。「電気 

をこまめに消す。」ということ 

に全校のみんなで取り組んでいます。 

◎節水            

４年生が社会科で水についての学習を行

い、他学年や家の人に水の大切さを伝えるた

めに新聞をつくっています。５年生は総合の

学習でエネルギーについて学び、自分たちの

エコ宣言を提案します。

◎ごみの減量         
４年生が社会科 

でごみを減量する 

大切さを学びます。 

清掃事務所の方に 

よる出前授業です。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

「北っ子エコアクション」週間を設け、「節水」「節電」「ご

みの減量」「発電チェック」の四つに関わり、自分たちにで

きることは何かを考え、自己評価しました。水や電気の節約

について意識を高めました。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立屯田北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

北っ子エコアクション 2018 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎病院内でのエコ活動

節水やごみ（3Ｒ）について、総合的な学習

の時間や生活科、社会科の学習を関連付けな

がら学ばせるとともに、日常の病院生活にお

いても、エコに取り組むよう積極的に働きか

けをしています。 

◎節電            
・教室を空ける際には、こまめに電灯を消し

ています。 

・使っていない延長コードのプラグをコンセ

ントから抜くようにしています。 

・パソコンを使用しない時間帯は、電源をシ

ャットダウンしています。 

◎節水            
・家庭科や総合的な学習の時間等で、川の汚

れには家庭から出る排水が関係している

ことを理解し、今後生活する上でどんなこ

とを意識すれば良いか、一人一人に考えを

もたせています。 

◎ごみの減量         
・家庭科や総合的な学習の時間等で、最近の

リサイクル事情やリサイクルの現状を理

解させ、ごみの減量について自身の考えを

もたせています。

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

「エコの味方！環境カウンセラー」 

「ごみは宝の山」 

「ホントにお得？リサイクル」を視聴し、環境汚染やごみの

減量について自分なりの考えをもちました。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

札幌市立幌北小学校ひまわり分校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ど～する地球の明日」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎リングプル・ボトルキャップの

回収と寄付 

 それぞれ、車椅子・ワクチンに交換するこ

とを目指し、作業学習の中で回収しています。 

◎古切手の回収と寄付      

委員会活動の一つとして、古切手を回収し

寄付しています。 

◎PTA と協力した花壇整備活動  

PTAが校地内の花壇に植え、委員会の活動

時に生徒とPTAで協力して、雑草取り等をし

ています。 

◎節電            

スイッチ近くにシールを貼り、節電を呼び

かけています。ポスターを貼り、声かけを行

っています。 

◎節水            

水を大切にするよう心掛けています。ポス

ターを貼り、声かけを行っています。 

◎ごみの減量         

 印刷ミスの用紙の裏面を再利用していま

す。ごみは塵芥庫で３～４種類に分別を行っ

ています。 

「さっぽろっこ環境ウイーク」における

エコアクションの取組

エコアクション活動名          

実施日時  

取組内容  

 生徒会の委員会によるポスター・声かけによる「節電・節

水活動」を行いました。節水用ポスターは生徒がよく使用す

る蛇口付近や各教室の入り口前に貼り付けました。節電用ポ

スターは、各階の階段電気スイッチ付近と特別教室・更衣室

に貼り付けました。貼り付ける際には、節電・節水の協力を

得られるよう声かけを行いました。 

 また、全校生徒に配布する生徒会だよりでも「節電・節水

活動」の呼びかけを行いました。 

未来の札幌を見つめる【環境】

【環境】キャラクター「ちっきゅん」

札幌らしい特色ある学校教育

札幌市北区エコスクール宣言校

市立札幌豊明高等支援学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコウィーク節電・節水活動」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 


