
◎ボランティア活動と 

連携した取組 

インクカートリッジの回収を行い、リサイ

クル活動への意識づくりを行っています。ま

た玄関にリングプル回収ボックスを設置し、

回収状況を廊下に掲示し、地域の協力も得て

います。ボランティア強化週間ではペットボ

トルキャップの回収も行っています。 

◎花植え活動の取組       

生徒会で有志を募り、プランターや花壇

に花を植えています。プランターは玄関前

に置き、文化委員会が中心になって世話を

しています。夏休み中は部活動で分担して

水やりを行ない、緑を増やす意識を育てて

います。 

◎節電 

一人一人が気付いたら消すように心掛け

ています。 

◎節水 

不要な水は使わないようにしています。 

◎ごみ減量 

教室では「資源ごみ」と「一般ごみ」の２

種類に分別しています。また、行事の際に使

用した材料は、再利用可能なものを生徒会室

に保存し、次の行事で利用するようにしてい

ます。 

◎エコライフレポートの取組 

札幌市で行っている「エコライフレポー

ト」に全学年、全生徒が取り組んでいます。 

特色ある取組 日常のエコの取組

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 

札幌市立北辰中学校 

「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

花植ボランティア 

５月 17 日(水) 
今年もボランティアとし

て 83 名の生徒が参加しま
した。みんなで協力し、丁寧
に花を植えました。 

ごみ分別の徹底 
各学級でごみの分別を心

掛けています。 

省エネの工夫
各教室の照明スイッチの
下に、省エネの約束事を掲
示し、意識を高めています。 



◎校地内清掃

 保健常任委員を中心にして、放課後の時間

を利用して、学年ごとに校舎の周りや、通学

路周辺の清掃を行っています。 

◎ﾘﾝｸﾞﾌﾟﾙ・ﾍﾞﾙﾏｰｸ収拾への協力

 隣接する新琴似小学校が、行っている活動

に協力する形で収集しています。 

 回収は小学校の PTA の方が行ってくれま

す。

◎花と緑の活動         

PTA 教養部により PTA 花壇を設置してい

ます。 

◎節電            

・使用しない電灯はこまめに消しています。 

・放課後、教室の電気暖房のスイッチを切っ

ています。 

◎節水            

・水道水の出しすぎに注意するよう心掛けて

います。 

・トイレでは消音のための水は流しません。 

◎ごみの減量         

・ごみの分別を徹底しています。 

・学校祭では、計画段階で使用資材をきめ細

かく吟味してから購入しています。また、

過去に使用した材料を再利用し資材を無

駄にしません。 

「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  

生徒会が全校生徒に呼びかけてペット 

ボトルキャップを集めています。玄関に 

回収ボックスを期間中設置しています。 

多くの生徒が、家庭からたくさん持って 

きています。集めた 

キャップは、難病支 

援に取り組んでいる 

福祉団体に寄付して 

います。 

          昨年度は、31.6ｋｇ集まりました。 

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

札幌市立新琴似中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ペットボトルキャップ回収活動」 

平成 30 年５月 25 日（金）～９月 28 日（金） 



◎生徒会による外清掃      

 生徒会が中心となり、定期的に校地内と周

辺の清掃活動にあたっています。

◎節電            

 授業中の廊下消灯、教室移動時の消灯をこ

まめに行っています。 

◎節水            

 必要以上の水は使用しないよう心掛けて

います。

◎ごみの減量         

 各教室に、「資源ごみ用」と「一般ごみ用」

のごみ箱を起き、ごみの分別を行っていま

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  
  平成 25 年６月 日（ ）～  日（ ） 

取組内容  
 生徒会が希望者を募り、学校付近や公園などのごみ拾いを

行いました。今年度も80名を越える参加者があり、仲間と

共にごみ拾いに励み、「地域の美化に努める意識を高める」

というねらいを達成することができました。 

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

札幌市立篠路中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ごみ拾いボランティア活動」 

平成 30 年７月 19 日(木)    



◎ニュー雑巾でピッカピカⅡ

保健常任委員会が中心となり、校内環境整

備呼びかけの一環として、使い古した布で清

掃用の雑巾縫いの活動（ニュー雑巾でピッカ

ピカⅡ）を２学期に行いました。 

雑巾は、各学級・特別清掃区域に配布して

います。 

◎ごみ拾い活動

保健常任委員会の活動の一環として、校地

周辺のごみ拾いを定期的に行っています。

◎節電            

授業や委員会活動を通して、節電を啓発し

ています。教室移動時の消灯、こまめな減灯

などを行っています。長期休業中のエコライ

フレポートを活用し、家庭での節電も呼びか

けています。 

◎節水            

蛇口の閉め忘れや清掃時、水を使いすぎに

注意するなどを呼びかけ、節水に心掛けてい

ます。 

◎ごみの減量         

分別はもちろん、校内のごみ箱設置数を必

要最小限におさえて、無駄なごみを出さない

ことを意識した生活を送っています。

「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  

 生徒会が主催し、呼びかけに応じて集まったボランティア

生徒たちが、校舎近くの公園と道路の清掃活動を通じて、地

域の環境美化に貢献しています。今回は年２回実施のうちの

１回目で、150 名以上のボランティアが集まり、清掃活動

を行いました。 

ボランティア生徒だけでは 

なく、地域の町内会の方々に 

も毎回参加していただいて、 

清掃活動を手伝ってもらって 

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

札幌市立北陽中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「清掃ボランティア」活動 

平成 30 年６月 18 日（月） 



◎牛乳パック回収（通年）    

 全校体制で牛乳パックの回収を通年行って

います。生徒会活動の一つであるユニセフ募

金へつながる活動となっています。各学級に

おいても日常活動の一つとして取り組み、資

源を有効活用するという意識向上に役立って

います。 

◎節電            
使用しない教室の消灯、コンセントを差込

口から抜く、節電表示の工夫などを行ってい

ます。 

◎節水            
保健委員会で作成したポスターで、「水を

大切にしよう」と呼びかけています。 

◎ごみの減量         
全校体制でリサイクル用紙の使用を進め

てごみの減量に努めています。分別の徹底も

減量につながるので、一般ごみ・資源ごみ・

古紙に分別し、学級でも2種類のごみ箱と古

紙用の箱を使って分別しています。 

「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  

 地域の環境に関心を持ち、エコ意識の向上をめざす活動と

して地域清掃を行っています。１学年の奉仕活動として、校

区内の公園・防風林などのごみを拾います。「思った以上に

ごみがたくさんあった。きれいになり清々しい気持ちになっ

た。これからも、このような活動に取り組みたい。」など、

意欲的な感想が多数ありました。 

また、年２回、自分の身の回りの環境に、自ら進んでアク

ションを起こすために、生徒会が中心となって各教室を中心

に校内清掃をしています。 

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

札幌市立新琴似北中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「地域清掃」（１学年）「校内清掃」(全学年) 

平成 30 年７月、12 月 



◎リングプル・ペットボトル 

キャップの回収 

生徒会を中心に各学級 

でペットボトルで作った 

容器に回収し、車椅子と 

の交換を目指していまし 

たが、今年は達成できま 

す。昨年度からはペット 

ボトルキャップの収集に 

も取り組んでいます。 

◎委員会活動

委員会活動の中で、外清掃や廊下清掃な

どを行ったり、清掃強化日に学校全体で校

内の環境整備に努めたりしています。

◎節電            

不要な電気は消すようにしています。 

各学級にポスターや廊下のスイッチの周

辺に「節電」のラベルを貼って節電の意識を

高めています。 

◎節水            

不要な水は使わないようにしています。

◎ごみ拾い   

 新川さくら並木連 

合長内会の新川河川 

敷のごみ拾いに参加 

しました。 

◎牛乳紙パックの回収

PTA とともに、玄関に牛乳などの紙パッ

クの回収箱を置いて回収しています。 

「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  

 1 学年では、総合的な学習の中で「地域と私たち」をテー

マにして各学級で地域の公園に行って、ごみを拾いながら、

分別や身近な環境を整える意識を高めました。 

当日は、新川さ 

くら並木連合町内 

会の佐久間会長に 

もお越しいただき 

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

札幌市立新川中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

1 学年総合的な学習の時間「地域清掃」 

平成 30 年７月 13 日（金） 



◎安春川清掃等        

「安春川ボランティア清掃」は、２学期始

業式に実施しました。校区内河川の安春川を

生徒会生徒の企画でボランティアを募りまし

た。精神的な生活環境の改善にも目を向けた

取組となっています。

◎節電            

・移動時の教室消灯 

・授業中の廊下消灯 

・未使用電気製品のプラグ抜き 

・暖房設定制限 

・太陽光パネルの推進 

・エコライフレポートの実施 

◎節水            

・清掃時使用量の減少 

◎ごみの減量         

・分別によりごみの減量を意識 

・職員の印刷ミスによる紙の再利用 

「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  

 本校のボランティア組織「ちょぼら隊」（ちょっとしたボ

ランティア活動をする有志）による地域内清掃を実施してい

ます。同隊は、年間を通して、地域清掃や地域の子育て支援

施設等にボランティア参加。地域内の公園や路上の清掃活動

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

札幌市立光陽中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

ボランティア清掃 

平成 30 年５/５(土)、５/19(土) 、６/23(土)、８月 



◎外清掃活動の取組

年に３回、担当学年を決めて外清掃を行っ

ています。各学級で割り当たった区域の清掃

を、保体常任委員が中心となり学級ごとに行

っています。今年度は、５月21日に１年生、

７月９日に２年生、８月 31 日に３年生が行

いました。教室の窓の下に落ちているごみは

ほとんど見られなくなりましたが、校地周囲

には投げ捨てられたペットボトルなど多くの

ごみが見つかりました。ごみの投げ捨て禁止

の呼びかけの強化とともに、今後も、回数を増

やすなど、外清掃に積極的に取り組んでいき

ます。 

また、清掃範囲 

を広げ、地域の環 

境美化にも貢献し 

ていきます。

◎節電            
 教室移動時には電気を消しています。玄関

や廊下の電気は常に消すようにしています。

授業のない時の体育館の照明も消していま

す。冬期間の玄関や廊下の暖房を消していま

す。生徒トイレの照明は、人感センサ－で常

に自動の設定にしています。 

◎節水            
 使用後は蛇口をしっかり閉め、水を出す時

間をできるだけ短くして、適量を心掛けてい

ます。生徒トイレは人感センサ－で自動水洗

になっているので無駄に出さないようにし

ています。

◎ごみの減量         
 各教室では、一般ごみと紙類(資源化ごみ)

の 2種類に分別して集めています。西玄関横

のごみ集積場では、さらに、プラスチック、

燃えないごみ(金属など)、食器に分別してい

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  

 資源化できるごみも、分別が悪いと一般ごみとして捨て 

られてしまうことになります。また、資源化ごみの中に一般

ごみが混じってしまうと、資源化ごみとして出せなくなるの

で、今までは用務員が混じった一般ごみを取り除いていまし

た。保体常任委員会では、資源として生かせるごみが無駄に

捨てられてしまわないよう 

に、標語を作り、校内の各 

所に掲示することで、ごみ 

の分別を自分たちでしっか 

り行うことを全校生徒に呼 

びかけ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

札幌市立太平中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「標語によるごみの分別促進運動」 

平成 30 年６月 27 日（水）～７月 25 日（水） 



◎ペットボトルキャップ 

・プルタブ回収

生徒会活動の一環として、平成 21 年度か

らペットボトルキャップとプルタブの回収に

取り組んでいます。玄関に回収ボックスを置

き、集まったキャップを再資源化業者に販売

し、発展途上国の子どもたちのワクチン購入

資金として寄付しています。保護者や教職員

にも協力をいただいています。

◎節電            

不要な照明は消し、移動教室の際も、係が

消灯を確認してから移動します。 

太陽光発電モニタリング装置が玄関の廊

下に設置され、常に節電への意識を高めてい

ます。 

トイレもセンサー付き照明であり、節電が

進んでいます。 

◎節水            

水を出したままにしたり、無駄遣いをした

りしないよう、呼びかけやポスター掲示など

を行い、節水への意識を高めています。 

◎ごみの減量         

教室では、資源化、一般の２種類にごみを

分別しています。職員室においては廃プラ、

ビン・缶など、さらに細かく分別しています。

また、印刷も裏紙を活用して行っています。 

「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  

 日常的に行っているペットボトル・プルタブ回収につい

て、さらに意識を高めることを目的に、強化月間を設定し取

り組んでいます。ポスター掲示や放送による呼びかけなどを

行い、全校生徒や、 

保護者・教職員に 

も協力をしてもら 

いながら、回収を 

進めています。 

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

札幌市立屯田中央中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ペットボトルキャップ・プルタブ回収」 

平成 30 年７月２日（月）～25 日（水） 



◎美化委員会の 

ごみ拾いボランティア（外清掃）

生徒会が中心となり、定期的に校地内と周

辺の清掃活動にあたっています。 

◎節電            

授業中の廊下消灯、教室移動時の消灯をこ

まめに行っています。 

◎節水            

必要以上の水は使用しないよう心掛けて

います。 

◎ごみの減量         

昨年度から、ごみの分別を各教室に、「紙・

ごみ用」と「一般ごみ用」のごみ箱を設置し

て、全校でごみの減量に取り組んでいます。

昨年度より昨年度減量されています。 

「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  

 「地域の美化に努める意識を高める」というねらいで、生

徒会が希望者を募り、学校付近や公園など４カ所に分かれて

ごみ拾いを行いました。 

6月 21日（木）に、今年度は150名の生徒と６名の教

師で行いました。20分ぐらいの活動でしたが、一生懸命に

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

札幌市立篠路西中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

ごみ拾いボランティア活動

平成 30 年６月 21 日（木）  



◎靴を履く机・椅子

 本校の生徒用の机・椅子の足は、すべて中

古の硬式テニスボールの靴を履いています。

おかげで、教室はもちろん、移動時の廊下や

体育館など、床に傷をつけることはありませ

ん。また、ガタガタ音を立てることもなく、

難聴の生徒が数名いる本校では「聞こえ」の

面でも役に立っています。ボールは市内数か

所のテニススクール等から寄付された使い古

しのものです。 

◎節電            

移動教室での授業の時には、日直など、各

学級で担当者を決めて、必ず消灯を確認して

から移動しています。下校時にはテレビのプ

ラグをコンセントから抜くようにしていま

す。

◎節水            

水道を使ったあとは必ず蛇口をしっかり閉

めています。トイレの水を一人で何度も流さ

ないようにしています。

◎ごみの減量         

各学級で一般ごみと資源ごみの２種類に分

別しています。教師は、印刷ミスや余分に印

刷した紙を捨てずに、裏面を再利用してメモ

帳にする工夫をしています。そして最後は資

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  
 上記期間で生徒からリングプルを集め、７月12日に近く

の介護老人福祉施設「新川エバーライフ」に贈呈に行きまし

た。贈呈式では、生徒たちが歌やダンスを披露し、最後はお

年寄りの方々と一緒に「ふるさと」を合唱し、交流を深めま

した。お年寄りの方々も感激してくださいました。 

 今回贈呈したリングプルは約45.1kg、過去に2台の車椅

子と引き換えています。 

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

札幌市立新川西中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「リングプルWEEK」 

平成 30 年５月 14日(月)～18 日(金)



◎リサイクルボランティア

 生徒会活動の取り組みとして、学校給食用

牛乳パックと古紙をリサイクルしています。 

学級役員としてリサイクルボランティアを

募り、このボランティアを中心に各学級で牛

乳パックを給食後洗浄して、教室に干してお

きます。月末に「リサイクル回収日」を設定し、

生徒会役員が回収集約を行い、6月、10月、

2月に回収を専門の業者に依頼しています。 

 古紙回収活動は７年目になりました。古紙

回収用トレイを各学級に設置して、配られた

印刷物を前述の「リサイクル回収日」に回収し

ています。PTA の資源回収とタイアップし

て、毎月、業者に回収をお願いしています。個

人情報に配慮しながら、回収に努めています。 

 保健委員会が各学級に配置しているごみ箱

清掃や分別回収にも取り組んでいます。

◎節電            

・特別教室へ移動の時には，必ず教室の消灯

を確認しています。 

・トイレの手洗い場の消灯に努めています。 

◎節水            

・水飲み場等の蛇口をこまめに確認していま

す。 

・牛乳パックを手早く洗っています。 

◎ごみの減量         

・牛乳パック回収に取り組んでいます。 

・古紙回収に取り組んでいます。 

・ごみの分別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  

 生徒会活動の取組の一つ。リサイクルボランティアを中心

に学級の牛乳パックや古紙回収活動を行っています。 

古紙回収の取組を始めて６年目になりました。 

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

札幌市立上篠路中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「リサイクル回収日」 

平成 30 年６月 29 日（金） 



◎エコライフレポートの取組

 全校生徒が、長期休暇中のエコライフに取

り組んでいます。 

◎フードリサイクル       

 フードリサイクルとして、残った給食から

できた堆肥を利用して、特別支援学級や工芸

部が畑にまいて、作物づくりに生かしていま

す。 

◎玄関前花壇の取組      

 種から育てた花の苗を PTA の協力を得な

がら花壇に植えています。緑を大切にする意

識を高めています。 

◎節電            

 移動教室の際は教室の電気を消し、こまめ

な節電を心掛けています。 

◎節水            

 水を大切にするように心掛けています。水

を出したままにしない、蛇口をきちんと閉め

ることを意識しています。 

◎ごみの減量         

ごみの分別を正しくするように心掛け、教

室では資源ごみと一般ごみに分別していま

す。その他のごみは、集積場で資源物と燃え

ないごみに分別しています。 

「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  

 生徒会が中心となってボランティアを募集し、中学校周辺

を七つにブロック分けしてごみ拾いを行いました。燃えるご

みと燃えないごみに大きく分別し、学校に戻ってからより細

かく分別しました。 

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中学校

日常のエコの取組 特色ある取組 

「環境整備週間」 

平成 30 年７月 10 日（火）～19 日（木） 



◎校舎蓄熱システムの取組

校舎がヒートポンプ蓄熱システムの造りの

ため、エネルギー消費量が抑えられ、省エネ・

エコにつながっています。 

◎節電            

使用していない教室の電気を消す、休みの

日は電気器具のコンセントを抜く等、日頃か

らこまめな節電を実施しています。 

◎節水            

水道水を使い終わった後は、しっかりと栓

を閉め、余分な水を流さない等の呼びかけを

しています。 

◎ごみの減量         

行事や特別活動の際に余った画用紙や模

造紙等の紙類を集めて整頓し、次の行事等で

も使用す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  

 生徒会が中心になって全校生徒に参加を呼びかけ、300

人を超える生徒が校区内の公園及び通学路のごみ拾いを行

いました。雪解けとともに顔を出してきたごみ、また、たば

この吸い殻やペットボトル等がたくさん捨てられていて、思

った以上に道路や公園等に 

ポイ捨てしているという現 

状が分かりました。 

生徒の環境保全の意識を 

養うことができたとても良 

い取組になりました。

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

札幌市立屯田北中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ごみ拾いボランティア」 

平成 30 年５月 24 日（木） 



◎病院内でのエコ活動

病院内という環境で取り組めるエコ活動を

行うとともに、総合的な学習の時間で環境問

題についての調べ学習や、紙のリサイクル体

験を通して、資源の有効活用やより良い環境

づくりに向けて学習を行っています。

◎節電            

・教室を移動するときは電気を消すようにし

ています。 

・コンセントは点滴使用中のみ使い、使わな

いときは、プラグをコンセントから抜いて

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            

・教室で手洗いをするときは、水を止めなが

ら行っています。 

・病院内の水道はセンサーが付いているの

で、自動的に水が止まる仕組みになってい

ます。

◎ごみの減量         

・プリントの裏紙を再利用しています。 

・画用紙等の余り紙を利用しています。

「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          

実施日時  

取組内容  

 環境問題について考え、日常のエコの取組を、もう一度見 

直し、病院内にいる自分たちにもできるエコ活動を行ってい

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

札幌市立北辰中学校ひまわり分校

日常のエコの取組 特色ある取組 

「私たち一人一人の行動が世界をかえる」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎新川さくら並木クリーン作戦

新川さくら並木連合町内会と連携し、新川

通り沿いの遊歩道の周辺を地域住民、新川西

中学校生徒と共同でごみ拾いを行っていま

す。今年度は４月 22 日（日）に実施し、本

校より約９5名の生徒が参加しました。 

◎学校祭でのリユース活動

学校祭で使用した木材や段ボールなど、再

利用できるものを計画的に保存し、次年度の

学校祭や近隣の小中学校、児童会館などの依

頼に応じて資材を貸し出しています。 

◎近隣公園の落ち葉拾い     

新川中央公園、新光公園の落ち葉拾いを新

光小学校、新川小学校、新川西中学校と共同

で行っています。今年度は10月29日、30

日に実施しました。

◎節電            

・授業中など生徒の活動に支障がない時の廊 

下の消灯を行っています。 

・移動教室など教室を空ける時の消灯を行っ

ています。 

・照度を必要としない個所の蛍光灯の間引き

をしています。 

◎節水            

・清掃時の節水について生徒会の委員会を通 

じての呼びかけ活動を行っています。 

・トイレに擬音装置を設置し無駄な水の使用 

を抑えています。 

◎ごみの減量         

・全教室でのごみの分別を行っています。 

・用紙の裏面使用、古封筒の再利用を行って

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  
市環境局環境都市推進部からの「電力見える化プロジェト

事業」を活用し、校内にデマンド監視装置を設置し、生徒、

職員に節電を呼びかける取組を行いました。

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

市立札幌新川高等学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「見て、知って、アクション！省エネ 30！！」 

平成 30 年７月２日（月）～19 日（木） 


