
◎グリーンカーテン   
 身近な野菜の栽培に興味関心をもち、世話

や収穫を通して植物を育てることの面白さや

難しさ、生長の喜びなどを感じてほしいと願

い、いろいろな野菜を育てています。

 今年は、モロッコインゲンを保育室の窓辺

で栽培し、つるをネットに這わせて、グリー

ンカーテンを作る計画です。栽培に興味をも

つと同時に、日陰を作ることで部屋が涼しく

なり、快適に過ごすことができることを知ら

せていきたいと考えています。幼児がグリー

ンカーテンの効果について考えることは難し

いと思いますが、教師が環境を守ることや快

適に過ごすための工夫をする様子を見せてい

くことで、将来、環境への興味関心の高まり

につながっていくことを願っています。 

◎節電            

陽射しが入る明るい保育室では、電気を点

けずに活動をしています。また退室する際に

はこまめに消灯をするようにし、子どもたち

には「誰もいなくなるから電気を消そうね」

と声を掛け、その意図が分かるようにしてい

ます。 

◎節水            
砂遊びに用いたり遊具を洗ったりするた

めの水は、たらいに汲んだものを使っていま

す。水が足りなくなると、子どもと一緒に蛇

口を開けたり閉めたりし、適切な水の量につ

いて気付けるようにしています。

◎ごみの減量         
空き箱や古新聞などを家庭から集め、製作

遊びに活用しています。また、使用済みの空

き箱類は解体して再利用もしています。 

「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  

 PTA 厚生部が中心になって、日常的に資源回収を行って

いますが、月 1 回（年間 6 回）親子で資源を持ってくる、

「資源回収強化デー」をPTAと共同で行っています。資源

を持ってくると、スタンプカードにスタンプがもらえるた

め、それを楽しみにしながら行っています。 

また、カードには回収でき 

る資源のマークが記載されて 

おり、カードを見ながら、親 

子でリサイクルの経験を重ね 

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

札幌市東区エコスクール宣言園

札幌市立ひがしなえぼ幼稚園 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「PTA 資源回収強化デー」 

平成 30 年６月 20 日（水）から月 1回程度 



◎リングプル回収の取組     

飼育環境委員会

が中心になり、全

校に呼びかけて、

リングプルの回収

活動を行っていま 

す。この活動を通して、リサイクルの意識が高

まっています。数年前に、車椅子と交換し、地

域のホームに贈りました。 

◎学年の作物栽培

各クラス・学年で、教材園にフードリサイ

クルたい肥を入れて、種まきをします。収穫

後の畑に米ぬかを捲き、畑をならし、翌年の

畑に生かします。児童や保護者へのプリント

などを活用して、フードリサイクルの仕組み

・目的に興味をもてるようにしています。 

◎節電・節水週間
「節電週間！」 

 ６月 18日（月）～22日（金） 

「節水週間！」 

 ６月 25日（月）～29日（金） 

期間を決めて飼育環境委員会が中心にな

り節電・節水に取り組んでいます。 

◎ごみの減量         
｢フードリサイクル堆肥を活用した 

栽培活動」  

フードリサイクルの仕組みを知るととも

に、環境に関心をもち、環境問題について考

え、食べ物の無駄やごみを減らしています。

「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  
本校付近の歩道の花壇 

には町内の方々が亜麻な 

どを植え美化活動に努め 

ています。本校でも毎年 

「マイタウン・マイフラ 

ワー」「人権の花」など 

の活動に参加し、花の種 

や苗をいただき、それを 

学校前歩道の花壇に植えるなど、町内会の花植え活動と連

携しています。町いっぱいに花が広がるこの活動は町づく

りの一環となっています。さらに、子どもが花を育ててい

く活動を進めながら、生きものを大切にする気持ちを育む

ことを目的として、歩道などの清掃活動を進めています。

花の周りをきれいにする活動が、町中へと広がることを期

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

平成 30 年６月５日（火）～８日（金） 

「花植え週間」 

特色ある取組 日常のエコの取組

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立苗穂小学校 



◎元気委員会の設置

 学校内外の環境や全校児童の心や体の環境

を元気にする委員会を昨年度から設置してい

ます。心地のよい学校づくり（＝エコアクシ

ョン）を目指して子どもたちのアイディアを

生かして取り組んでいます。 

◎「花トピア」の活動

学校の周辺の街路樹桝の 

花壇を１年生から６年生ま 

での縦割りグループで花い 

っぱいにする植栽活動「花 

トピア」（今年度25年目）を行っています。

児童が種から育てたマリーゴールド、ペチュ

ニア、インパチェンス、ヒャクニチソウ、ケ

イトウ等を、苗植えや水やり等の世話により

花壇に咲き誇らせています。

苗植えには、地域の方や保護者（おやじの

会を含む）も協力してくださいました。

◎節電            

エコライフレポートや環境局からいただ

いた「省エネ・節電学習教材」を用いること

により、エネルギーの大切さに気付き、不在

の教室等の電気は、子ども自身が気付き消灯

しています。先生方も廊下等の消灯を心掛け

ています。 

◎節水            

花の水やりを大切にする北光小学校では、

水道を出しすぎないことに気を付けていま

す。気が付いた時には児童が進んで水道の栓

を閉めるようにしています。

◎ごみの減量         

各教室にごみ箱を二つ設置し、資源化ごみと

一般ごみの分別をしています。家庭との違いを

正しく理解するとともに、段ボール等の再生可

能な紙の収集も積極的に行っています。

「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  

花壇の中のごみ拾いや雑草取りを重点的に行いました。５、

６年生が中心となって、手入れの仕方を下級生に教えます。 

また、６年生は花からの言葉を代弁するミニボードを作成し

ました。花はどんなことを考えているのか、もし話しができ

たら、と花の気持ちになってカードを書き上げることで、 

環境に対する優しさ、思いや 

る心を育むことができていま 

す。心のこもった花壇の中の 

ボードを、通行する地域の皆 

さんも足を止めて見てくださ 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立北光小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「北光らしい取組 ～環境エコアクション～」 

平成 30 年６月１日（金）～29 日（金） 

写真等



平成 25 年６月○○日（  ）～○○日（  ） 

◎もったいないをなくす大作戦！ 
平成 21 年度 省エネコンテスト学校部門 

経済産業大臣賞を受賞しました。窓側の電気
を消すなど、「エコは忍耐じゃない♪」をモッ
トーに、自分で考え、苦しくない作戦を実行
しています。 

◎植樹の取組          
開校 50 周年を機に植樹し、現在も大切に育
てています。ずいぶん大きくなってきました。
いのちの大切さや尊ぶ気持ちを学んでいます。 

◎太陽光パネルとモニター    
太陽光パネルが設置 

され、モニター画面で 
エネルギーの消費等を 
確認し、省エネの大切 
さを学んでいます。

◎節電・節水

５年生～６年生で構成されるエコボラン

ティア委員会で、ポスターやお便りによる啓

発をしています。 

◎リサイクル

児童会では、リング 

プルを集めて車椅子に 

代える運動に協力して 

います。また、全校で、 

牛乳パックリサイクル 

やペットボトルキャッ 

プの回収にも取り組ん 

でいます。  

◎ごみの減量         

各教室に２種類の 

ごみ箱を用意し、資 

源化ごみと一般ごみ 

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          

「資源を大切に～ペットボトルキャップ回収～ 

実施日時  

平成 30 年６月 18 日（月）～７月２日（月）

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立美香保小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

ポスター作成や校内放送

による呼びかけを利用し、エ

コボランティア委員会によ

るリングプル、ペットボトル

キャップ回収の取組の強化

を行いました。



◎総合的な学習の時間の取組

４年生が総合的な学習の時間に、ごみ減量

と節水に取り組んでいる。調べたことや実践

したことを基に、ごみ減量や節水について、校

内に呼びかける活動をしている。全校朝会で

発表したり、ポスターを作って各学級を回っ

たりと、啓発の方法を毎年、工夫して行ってい

る。 

◎フードリサイクル

昨年度は、給食のフードリサイクルで作ら

れた肥料を各学年の教材園に使用。児童委員

会の生活向上委員会で、フードリサイクルに

ついてポスターを作ったり、校内放送でお知

らせをしたりして、啓発活動を行った。今年度

も委員会活動などを通じて、児童発信で全校

のリサイクルの意識を高める活動を行ってい

く。 

◎節電            

・学級の係活動で自主的な節電の実施。 

・冬期暖房期間は教室や体育館や玄関のドア

を閉める省エネの取組。（児童会主体の「生

活を見直そう運動」） 

◎節水            

・４年生が総合的な学習の時間で取り組んだ

節水の呼びかけを受け、各学級で節水の工

夫。 

◎ごみの減量         

・各教室に分別用ごみ箱を設置し、資源の再

利用への意識付け。 

「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  

学校前の街路枡に、各学年児童が花苗を移植。その後、学

級花壇として除草･水やりなどの世話を当番活動に取り入れ

て行う。 

街路枡の事前整備(除草･土おこし)は、PTAが行い、親子

でふるさとの環境を守り育てる活動となっている。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立札幌小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「気持ちの良い あいさつ通り」 

平成 30 年６月 15 日（金）～29 日（金） 



◎オニオンタイム        
地域の玉葱畑をお借りして全校で玉葱を育
てています。家庭から牛乳パックを回収し、
苗を入れるケースとして 
再利用しています。実体 
験を通して食の大切さを 
学んでいます。地域のこ 
と、環境のことについて 
学習を発展させています。 

◎マイフラワー         
 異学年交流の活動の一つとして、『マイフラ
ワー』を行っています。 
PTAとも連携し、花 
を育てる優しい気持ち 
から環境を大切にする 
心と地域のつながりを 
学びます。 

◎さっぽろっこ農業体験         
 総合的な学習の時間とし 
て、食と環境を結び付けて 
学習を進めています。今年 
度はさっぽろっこ農業体験 
研究校として取り組んでい 
ます。 

◎節電            

 ・学級における係活動や委員会活動等を活

用し、「教室を出るときには部屋の照明

を消す」ようにしています。 

◎節水            

 ・牛乳パックの回収を行う際に、バケツを

二つ用意し、流水を用いることなく洗浄

しています。 

 ・無駄な水を使わないように、教材園の横

に水を入れた大きな樽を用意して、そこ

からジョウロに水をくんで、植物にあげ

るようにしています。 

◎ごみの減量         
・各学級で、牛乳パックの回収、資源ごみ

と一般ごみの分別を行うなど、ごみの減

量、紙のリサイクルに対する意識を高め

ています。 

・紙類は PTA 活動と連携して、古紙回収

にも出しています。

「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 

実施時期 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立丘珠小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコアクションウィーク」

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 

委員会活動 
 環境委員会が中心となって、ごみの分別や節水に関する
ポスターで全校に呼びかけました。 
ボランティア委員会が中心となって、牛乳パックの開き
方を指導し牛乳パック回収の意識を高めていました。 

４年生 ごみの分け方・出し方 
東清掃事務所の方に来ていただき、ごみについて出前授
業をしていただきました。清掃車にごみの積込み作業を模
擬体験させていただくなど、ごみの分別や減量に日常でも
取り組もうという意識が高まりました。



◎リングプル収集の取組 
児童会が企画している『子どもまつり』で

は、使用する通貨としてリングプルを代用し

ています。車椅子に交換することを目指して

います。 

◎環境学習の取組 
５年生の稲作についての学習（社会科）に

合わせて、毎年さとらんどで田植え・稲刈り

の農業体験をしています。一連の体験を通し

て、農業の知識を得ることと、フードリサイ

クルの意識を高めることも目指しています。 

 ４年生では、ごみ 

についての学習（社 

会科）の際に、東区 

清掃事務所の方々に 

出前授業をお願いし 

ています。 

◎牛乳パック回収の取組 
給食で出る牛乳パックをリサイクルするた

めに、学級でパックを洗って・開いています。

校内一斉の「パックＤａｙ」の際には束ねた

牛乳パックを専用回収かごまで届けます。 

◎節電            

教室移動の時など、こまめにスイッチを切

るようにしています。係児童も自覚をもって

活動しています。 

◎節水            

無駄な水を使わないように心掛けていま

す。使い終わったら、蛇口をしっかりと閉め、

下に向けています。 

◎ごみの減量         

各学級で、牛乳パックの回収を継続して行

っています。また、ごみを資源ごみと一般ご

みの２種類に分別しています。紙類は、裏紙

を利用したり、教室や職員室に古紙回収ボッ

クスを常設し、毎月古紙回収に出したりして

います。さらに、職員会議はパソコンのネッ

トワークを使用したペーパーレス化を進め

ることにより、提案文書に極力紙を使わない

会議を実施しています。 

「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  
 「節電・節水・ごみ減量」に 

ついては、継続して取り組んで 

います。この２週間は、「環境 

ウイーク」に合わせて、特に強 

化して取り組んでいます。 

今年度も各学級・水飲み場にポスターを掲示し、意識して

エコな生活ができるように進めてきました。 

 また、本校では、各学年で｢校区内清掃｣を行っています。

学年に割り当てられた校区内のいろいろな地域に出掛け、通

学路や公園などのごみ拾いを行います。 

 今年のエコアクション期間中には、 

6月 26日（火）4年生児童が校区内 

清掃に出掛け、意欲的にごみ拾いを行 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立札苗小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「環境ウイーク」  ｢校区内清掃｣ 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎環境委員会の取組

環境委員会が水飲み場の掲示板に「節水・

節電」のポスターを貼って呼びかけたり、各

教室で直接声をかけ関心を高めたりします。 

また、リングプル回収の活動も数年間、継

続して取り組んでいます。昨年度は、学年ご

とに回収した量を提示することで、回収への

意欲を高め、リサイクルの大切さを広めるこ

とができました。 

◎栄昆虫アイランド

自然環境への関心を高めることをねらっ

て、クワガタやカブトムシを卵から育て、２

階のホールで展示しています。休み時間には、

昆虫に自由に触れることができるスペースに

なっています。

◎節電            

教室や水飲み場を使用していない時には、

電気を消すなど、日頃から児童・職員ともに

心掛けています。 

◎節水            

水を出したままにしたり、出しすぎたりす

ることに注意しながら生活するようにして

います。

◎ごみの減量         

教室のごみを資源化ごみと一般ごみに分

別して、ごみの資源化に協力しています。ま

た、余ったプリントやいらない段ボールは裏

紙として使用したり古紙回収に出したりし

て、ごみ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  
○節水や節電について呼びかけたり、教室に掲示物を貼った

りすることで（環境委員会・教師から）、意識を高めます。 

○環境委員会を中心にリングプルの回収箱を設置し、全校に 

 回収を呼びかけながらリサイクルの啓発をします。 

〇環境に対しての意識を夏休みの「エコライフレポート」の 

活動につなげます。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立栄小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコアクション 2018」 

平成 30 年７月２日（月）～13 日（金） 



◎栽培活動の取組

 札幌市内で唯一の小中併置校としての特色

ある活動の一つに、レインボータイムという

縦割りの活動があります。小学校 1 年生から

中学校 3 年生まで六つのグループに分かれ

て、栽培活動を行っています。フードリサイ

クルのたい肥を混ぜた校地内の畑で栽培して

いるものは、じゃがいも、にんじん、玉ねぎ、

きゅうり、トマト、さつまいも、トウモロコ

シ、ラディッシュなどがあります。9 月には

収穫祭を行い、カレーライスとポテトサラダ

を作ってみんなでいただきます。 

◎節電            

 全ての教室、階段、廊下の電気スイッチに

節電を呼びかけるシールを貼り、節電に取り

組んでいます。また、日頃から使わない教室

や教室を空けるときは、電気を消してから出

るように気を付けています。 

◎花壇整備

花の苗を植え、水やりをして育てていま

す。身近なところから自然を大切にして環境

を整える意識をもって活動しています。また

PTA 活動の一環として花壇整備を行ってい

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  

 本校では、通年でエコキャップ運動をしています。この活

動を増進させるため、児童会・生徒会が中心となって【福移

夏のエコキャップ運動！】を企画しました。学級単位で回収

することで、全校の意識を高めながら取り組むことができま

した。期間中には、全校で約 40kg のペットボトルのキャ

ップが集まりました。今後も 

「小さな活動でも、みんなで 

行うと大きな力になる」とい 

う意識を全校でもち、エコキ 

ャップ運動を進めていきます。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立福移小中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「福移夏のエコキャップ運動！」 

平成 30 年７月９日（月）～13 日（金） 



◎栽培活動の取組
地域の方に貸していただいた畑や教材園を

使って様々な野菜等を栽培することを通し

て、自然や土に親しむ意識を高めています。

また、歩道のます花壇の花植えに地域の人た

ちと一緒に取り組むことで環境をよりよくす

る気持ちを高めています。 

また、その栽培活動を 

行うにあたり、フードリ 

サイクルと関連付けてい 

くことで、食に関する意 

識も高めていけるように 

しています。 

◎地域の学習を通しての取組
校区にある「モエレ沼公園」を生活科や総

合的な学習の時間等の学習の中に位置付けて

いくことで、自然に対する親しみや自然環境

に対する意識を高めています。 

◎節電            

＊教室を空ける際には、こまめに消灯を心 

掛けるようにしてい 

ます。 

 ＊廊下や階段などの蛍 

光管の半数を外して 

  節電に努めています。 

◎節水            

＊水を出したままにしないよう、児童に指

導をしています。 

◎ごみの減量         

＊教室から出たごみは、一般･資源の２種 

に分別しています。また、金属やプラス 

チックは、各階にある専用のごみ箱に捨 

て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  

 牛乳パックは、そのまま捨ててしまうとごみですが、「洗

って乾かして」により、再生紙として活用できることから牛

乳パックのリサイクルに日常的に取り組んでいます。今回の

エコアクションを通して、改めて、自分たちが行っているリ

サイクル活動がエコにつながっていることを意識させる 

ように啓発していくこと 

を行いました。毎日の活 

動の意識化によりエコの 

大切さをより一層意識し 

て取り組むようにしまし 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立中沼小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「牛乳パック リサイクル」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎牛乳パックリサイクルの取組

全校で牛乳パックのリサイクルに取り組ん

でいます。毎日、牛乳パックを整理してリサ

イクルできるようにしています。

◎北園クリーン作戦

毎年、グラウンド開き（４月）とクリーン

作戦最終日（９月）に各学年で担当し、校地

内の美化を目的とした清掃活動に取り組んで

います。

◎節電            

 各学級で節電に対する意識を高める取組

として、係活動の一つに「電気係」などを位

置付けて、教室や特別教室などの電気の無駄

遣いなどをしないように心掛けています。 

◎節水            

水の無駄遣いをしないように、水道を出し

たままにしないように注意しています。ま

た、畑の水遣りなども貯めた水などを使って

するようにしています。

◎ごみの減量         

ミスプリントの裏紙を利用したり、色画用

紙などの余りを使って掲示物を作ったりし

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  

 校地内にある花壇に２学年ごとに協力してマリーゴール

ドを苗植えして、校内美化の意識を高めています。PTA と

連携しながら花壇作りをし、マリーゴールドを一人一苗植え

ます。水遣りや雑草抜きなどの取組も自分たちで計画して取

り組んでいます。 

 また、スクールゾーン実 

行委員会と連携し、校舎周 

りのフェンスにも花を植え、 

水遣り等の世話をしていま 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立北園小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「マリーゴールドを植えよう」 

平成 30 年６月 13（水）～15 日（金） 



◎委員会活動

 グルメ(給食)委員会では、各学級を回って食

べ残しを減らそうと呼びかける正義の戦隊

「タベルンジャ－」活動を行い、残食の減量

に取り組んでいます。 

◎栽培活動

３年生は札幌伝統の特産品である玉ねぎの

「札幌黄」を栽培しています。 

◎リングプル回収

全校でリングプルを回収し、車椅子と交換

して施設に寄贈することを目指しています。 

◎リサイクル

全学級･学年で、牛乳パックのリサイクル

に取り組んでいます。 

◎節水            

無駄な水は使わないようにしています。児

童会活動でもポスターを作成して呼びかけ

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。 

「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  

 本校では毎年｢元町美化委員会｣がプランターや花壇に花

を植え、校内を飾る活動を行っています。今年度はさらに、

｢人権の花｣運動も合わせて全校での取組を考えました。１年

生がプランターに花の苗を植え、全校朝会でそのプランター

を紹介しました。相手を思いやる優しい心が育ち、また、美

しい環境づくりに努めようとする態度に結び付いていくこ

とをねらっています。

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立元町小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

全校「花を植えて、大切に育てよう」  

平成 30 年６月 20 日（水）～29 日（金）

札幌市東区エコスクール宣言校



◎ペットボトルキャップ回収  

 児童会で声をかけて集め、協会に送ってい

ます。 

◎クリーン作戦の取組      

 春と秋に学校の周りや近くの公園の清掃に

全校で取り組んでいます。 

◎花植えの取組 

６月に１年生の児童と地域の方が協力して

校舎の周りに花を植えています。 

◎委員会活動の取組 

環境ポスターを作成したり、節電や節水な

どについて今後どう取り組むかアイディアを

出し合たりしています。 

◎節電

教室移動の時や、昼間、明るさの十分な場

所は消すように心掛けています。 

◎節水

水を出したままにしない、また、勢いよく

出し過ぎないなどを心掛けています。 

◎ごみの減量

教室と職員室のごみ箱は一般ごみと資源

ごみに分けています。1階の指定箇所では、

金属など細かい分別を４種類にしています。 

「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

４年生児童が総合的な学習の時間にエコについて学習し

ました。身の回りの環境について関心をもち、特に社会科学

習との関連から水問題やごみ問題に焦点を当てて、よりよい

環境にするための方法を考えました。 

 また、東清掃事務所の方に出前授業をしていただき、ごみ

の分別の大切さを教えていただきました。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「進め！エコレンジャー」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎牛乳パックリサイクル活動   
全学年で 1 年間を通して牛乳パックリサイ

クルに取り組んでいます。 

◎生き物コーナーの取組     
生き物委員会では、１階の特設コーナーで

札幌市内に生息している多くの種類の魚を飼

育しています。これは札幌市の豊かな自然環

境に興味をもってもらい、多くの魚が棲む札

幌の環境を守るという意識を育てるためで

す。 

◎花や緑いっぱいの取組     
PTAと連携して、花や植物に囲まれた環境

づくりをしています。 

◎インクカートリッジ収集の取組 
PTAが主体となり、学校内にボックスを置

いて収集しています。

◎節電            

使っていない部屋の電気は消すように心

掛けています。 

◎節水            

無駄な水は使わないように心掛けていま

す。 

◎ごみの減量         

教室内には２種類のごみ箱を設置して、ご

みを分別しています。 

①資源化ごみ 

・紙くず ・木くず ・プラスチック 

②一般ごみ 

・消しゴムのかす ・わたごみ 

・鉛筆のしん ・輪ゴム 

・工作で出た小さい木くず 等 

「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  

・書記局代表委員会で、節電や節水、給食の残量減少を目的

にした取組を計画的に進めています。 

・6月の下旬から、書記局代表委員が各学年学級を回り、寸

劇（エコレンジャー）で啓発活動を朝の活動時間（明園タ

イム）に行っています。 

・無駄遣いする悪役を、サンダーイエロー（節電）・ウオー

ターブルー（節水）・リーフグリ 

ーン（環境）のエコレンジャーが 

倒すというストーリー。子どもた 

ちのアイデアあふれる取組です。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立明園小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

エコ運動・エコレンジャー 

平成 30 年６月７日（木）～７月 24 日（火）



◎ハートフルフラワー運動    

環境･飼育委員会が中心になり、学校で育て

た花苗をプランター等に植える計画を進めて

いる。 

◎地域・家庭と連携した資源回収

毎月 16 日に、地域・家庭に呼びかけた古

紙等の資源回収を行っている。地域にある会

社や商店の方も段ボール箱や新聞紙等を提供

してくださっており、取組は校区全体に広が

っている。 

◎地域の公園清掃

本町小校区内にある大きな児童公園の清掃

を、４～６年生で分担して実施している。

◎ごみの減量         

・校内で分別をしっかり行う。 

  資源ごみ、一般ごみ、プラスチック、鉄 

類など 

・プリント類は両面印刷をする。 

・古紙は捨てずに資源回収に出す。 

◎節電            

・天気に応じて、廊下の照明を消したり、１

つおきに点けたりする。 

・TV 等の視聴覚機器やオルガンを使わない

ときは、コンセントをはずす。 

◎節水            

・水の止め忘れがないように気を付ける 

・水を流したままにして手を洗わない。 

「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          

実施時期  

取組内容  

 リサイクル委員会が中心になって全校に呼びかけ、リング

プル・ペットボトルキャップを回収している。 

 数年前、リングプルで車椅子をいただき、地域の老人福祉

施設に贈った。 

これからも、たくさんの 

リングプルを集め、必要と 

される施設に車椅子を贈る 

ことができるよう、活動を 

進めていく。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立本町小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ハートフルエコ運動」 

平成 30 年６月 18 日（月）～７月２日（月） 
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◎エコライフレポートの取組

エコライフレポートに年２回取り組んでい

ます。家庭にも取組をお知らせし、学校外で

も家族と一緒に心掛けや呼びかけができるよ

うにしています。 

学校で節電、節水に取り組むと、子どもた

ちの家庭でも実践してみようとする意識が高

まることが分かりました。また、その反対に

家庭でエコを心掛けていると、学校生活でも

率先して実行する子どもが多いことが分かり

ました。今後も家庭と学校、両方でエコ意識

を育んでいきます。

◎「雪と暮らす」取組      

１、２、３年生が、雪と自分たちの生活と

の関わりについて学習しています。 

１年：「ふゆをたのしもう」 

２年：「冬をもっと楽しもう」 

３年：「札幌大好き雪探検隊」

◎節電            

代表委員会が作成した節電を呼びかける

ポスターを、スイッチの近くに掲示していま

す。 

◎節水            

代表委員会が作成した節水を呼びかける

ポスターを、水飲み場に掲示しています。

◎ごみの減量         

教室では一般ごみと資源ごみの２種類に

分け、その他のごみは塵芥庫のポリバケツに

分かりやすく分類表示をしたうえで、細かく

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  
全校「節電・節水・３Ｒ」の取組  

ごみ分別強化週間設定 

節電・節水・３Ｒに関する

ポスターを作成して全学級

に掲示と呼びかけを行いま

した。

ごみ集積場前に「一般ご

み」と「資源ごみ」用の２

種類のカートを置き、事前

の分別をしっかりしてから

ごみをカートに捨てさせる

ようにしました。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立栄西小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコライフにむけて」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金）



◎牛乳パックリサイクル

 給食で飲んだ牛乳のパックを各教室で、洗

って、開いて、乾かして回収しています。牛

乳パックを入れる段ボールは不要になったも

のをエコ委員会が用意したり、６年生が、１

年生にリサイクルの仕方を教えたりするな

ど、全校での取組として定着しています。ま

た、各家庭で集まったテトラパックの回収も

PTAで行うなど、学校と家庭とが連携して資

源を有効に使う取組を行っています。 

◎栽培活動の取組

農業支援センターからいただいた玉ねぎの

苗を教材園で栽培し、秋には給食に使用した 

り、自分たちで調理したりして味わっていま 

す。また、栄養士からの 

お便り等でフードリサイ 

クルについても学んでい 

ます。 

◎節電            

 児童が節電を意識できるように各教室や

廊下等に「使わないときは、消しましょう」

と表示をするなどしています。 

◎節水            

蛇口をきちんと閉めることや、 

水を出したままにしないことなどを呼びか

けるポスターを児童委 

         員会で作成したり、高学

年の総合的な学習の時

間の中で全校に呼びか

けたりしています。 

◎ごみの減量         

各教室、特別教室のごみ箱を「資源ごみ」

「一般ごみ」と分けて分別しています。裏紙

印刷や画用紙等の切れ端を図工で使うなど、

紙を無駄にしない工夫もしています。 

「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  

今年度から、児童会委員会に「エコ委員会」が誕生しまし

た。各学級から牛乳パックをリサイクルするために回収した

り、ペットボトルキャップの回収を呼びかけたりしていま

す。特に、全校朝会などでの呼びかけは 

子どもたちの意識を高めています。 

飼育栽培委員会では、校舎前の花壇 

にマリーゴールドやペチュニアの花を 

植えています。校舎前の花壇を美しい 

花でいっぱいにするために、熱心に取り 

組んでいます。花の世話を通して、自然 

を大切にする気持ちも育っています。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立栄北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「委員会活動」（エコキャップ運動など） 

平成 30 年６月 18 日（月） 他 



◎花植え活動 
PTAとの連携により、近隣店舗でのレシー
ト活動から花の苗に交換したものやマイタウ
ンマイフラワープランによる種から育てた苗
を、環境委員会が主体となって花植え活動を
行い、花を大事に育てることで、緑を増やす
環境意識を育んでいます。 

◎リングプル・ペットボトル 

キャップ回収の取組
エコ委員会が中心となり、ポスターを校内
に掲示し、車椅子やワクチンとの交換を目指
し、全校で取り組んでいます。 

◎節電            

日常的に教室や活動場所に人がいなくな

る時には電気をこまめに消すように取り組

んでいます。使用しない場合のコンセントも

抜くように心掛けています。 

◎節水            

水飲み場に啓発のポスターを掲示し、水を

出したままにせず、花壇や教材園の水やりも

必要な量だけ使うように心掛けています。 

◎ごみの減量         

「一般ごみ」と「資源ごみ」の分別を行っ

ています。図工などの学習では、紙が無駄に

ならないように、材料の取り方を考えて使っ

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 30 年６月 18 日（月）～29 日（金）

取組内容  
          放送委員会が、毎朝の放送で、節電・ 

節水・物を大切にすることを呼びかけ、 

金曜日には土日の家庭での取組につい 

ても呼びかけました。学校独自で作成し 

たポスターを校内に掲示した他、学校説 

明会や学校便りでも、さっぽろっこ環境 

ウィークの取組について家庭に知らせ、 

家庭での協力もお願いしました。環境委

員会の児童が花植え活動を行いました。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立元町北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「さっぽろっこ環境ウィークポスター掲示」
「さっぽろっこ環境ウィーク呼びかけ活動」 
「さっぽろっこ環境ウィーク花植え活動」 



◎栄東クリーン活動
年２回、４月と 11 月に全校児童が校地内

の敷地やグラウンドの清掃活動を行っていま

す。この活動を通して、身近な環境をよりよ

くするにはどうしたらよいか考えたり、ごみ

の分別を進んで行ったりするなど、広く環境

に対する意識が高まっています。ごみをなく

し、美しく潤いのある環境を保つよう継続し

て活動しています。 

◎栄東まつり

栄東まつりでは、物をあまり作らず、ある

物を利用したり、ごみが出ないように材料を

工夫して「もの作り」をしたりするよう、児

童会だよりなどで 

呼びかけています。

◎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保健体育委

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  

 ６年生が総合的な学習の時間で自分たちが気になる環境

問題について調べています。調べたことをまとめ、自分たち

の考えをプレゼンテーションすることをねらいにしていま

す。 

 最終的には、地域に発信 

していきたいと考えていま 

すが、まずは校内の児童に 

学習の成果を伝え、環境に 

ついての考えを広めていき 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立栄東小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「アースデイ栄東」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎資源回収の取組

PTAが声かけをし、特に新聞紙や段ボール

を年 3 回、回収しています。地域の方々の協

力で、毎回たくさん集まります。 

◎牛乳パックリサイクルの取組

給食後の牛乳パックをきれいに洗って乾か

したものを集めて、リサイクルしています。 

◎フードリサイクルの取組

教材園でフードリサイクルの肥料を使って

玉ねぎなどを育て、調理実習をしたり給食の

材料にしたりしています。 

◎太陽光発電による取組     

新校舎に取り付けられたソーラーパネルを

利用し発電しています。玄関前のモニターで、

発電量を知ったり、 

太陽光発電につい 

て学んだりするこ 

とができます。

◎節電            

使用していない教室の照明を消すことを

意識して行ったり、使わない機器の待機電力

を抑えるようにコンセントのスイッチを切

ったりしています。また、本校の体育館や廊

下、各教室の照明は、消費電力を抑えた LED

に切り替わっています。 

◎節水            

無駄な水を使わないように心掛けていま

す。蛇口はしっかり閉めています。 

◎ごみの減量         

ごみの分別に取り組んだり、裏紙を再利用

したりしています。職員会議のペーパーレス

化にも取り組んでいます。 

「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          

「環境ウイーク」 

実施日時  

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 

取組内容  

日常的に「節電・節水・ごみ減量」については意識して取

り組んでいますが、特にこの 2 週間は「環境ウィーク」と

して取組を強化しています。 

例えば、教職員に、環境ウイークの取組について呼びかけ、

「節電・節水・ごみ減量」を意識して行っています。 

また、子どもたちにいつもより意識して取り組むように発

達段階に応じて指導しています。子どもの自主的活動として

は、児童会の健康委員会と放送委員会が連携して、全校に節

水を呼びかけたりしています。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立札苗北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

札幌市東区エコスクール宣言校



◎栽培活動の取組        

３～６年生は栽培活動や農業体験を通して

環境について学んでいます。 

◎校地外清掃の取組       

１～６年生の縦割りグループで、校区の公

園の清掃を行っています。 

◎「花いっぱい」活動の取組   

６年生が地下鉄環状通東駅周辺の街路樹ま

すに、4年生が近くのグリーン公園の花壇に、

それぞれ地域の方の協力を得ながら花の苗を

植えるとともに世話を続けていきます。 

◎節電            

・ポスターで呼びかけています。 

・エコライフレポートによる取組を行ってい

ます。 

◎節水            

・児童会の取組として、ポスターを作るなど

して全校児童に呼びかけています。 

◎ごみの分別と減量

・資源となるごみとそうでないごみとの分別

に日常的に取り組んでいます。 

・給食の牛乳パックを各学級で集め、毎月の

資源回収に活用しています。 

・図工や行事などで使用した画用紙や色画用

紙を再利用したり、もう使えない紙を資源

として回収してもらったりしています。 

「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  

 児童会が中心となり、全校に呼びかけてプルタブの回収に

取り組んでいます。プルタブを集める際には、「プルタブマ

ン」という東光小学校のオリジナルキャラクターが大活躍し

ます。 

５年生が交流をしている「徳州苑なえぼ」という老人福祉

施設へ寄贈するため、集めたプル 

タブを車椅子と交換できるよう 

になるまで、児童会が中心とな 

って、全校で協力して取り組む 

ことにしています。 

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

札幌市立東光小学校 

札幌市東区エコスクール宣言校

日常のエコの取組 特色ある取組 

「全校プルタブ回収」 

平成 30 年６月 25 日（月）～７月６日（金） 



◎栄南緑地落ち葉堆肥作り

東区土木部公園緑化係の皆様のご協力の

下、落ち葉の堆肥作りを行っています。緑地

に山積みになっている落ち葉から枝やごみを

取り除き、少量の肥料を混ぜる作業を行いま

す。自然界のサイクルを実感できる貴重な体

験となっています。 

11月には全校で落ち葉拾いを実施し、環境

についての関心を高めるとともに、次年度の

活動へとつなげていきます。本年度は、保護

者や地域の方々にも参加をよびかけ、地域と

ともに栄南地区の特色として広げていきま

す。 

◎節電            

児童会の代表委員の児童が、「使用してい

ない教室の電気を切ろう」と、昼の放送など

で告知しています。 

◎節水            

代表委員の児童が蛇口をきちんと閉める

ように呼びかけています。牛乳パックを洗う

ときも、バケツに水をくんで、必要以上に使

わないように工夫しています。

◎ごみの減量         

ごみの分別を徹底しています。各教室のご

み箱は一般ごみ用と資源化ごみ用の二つを

設置しています。画用紙の切れ端もまだ使え

る物は保管して無駄遣いを減らしています。 

また、ごみダイエットの取組の一つとし

て、牛乳パックリサイクル活動も実施してい

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  

 環境委員会ではリサイクル 

チョーク活動をスタートしま 

した。各クラスで短くなった 

チョークを捨ててしまうので 

はなく資源を大切にしようと 

する意識を高めています。 

全校集会では、ごみが極力出ない出店活動を行うことを、

書記局委員からも呼びかけ、ごみへの意識を高めています。 

各学年では「節電」「節水」「ごみダイエット」など、発達

段階に応じて重点を決め、実行しています。  

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立栄南小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「みんなが笑顔 エコ月間」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎リングプル回収の取組

・児童会が中心となり、 

車椅子との交換を目指 

し取組んでいます。 

・自由研究でリングプル 

 回収箱を作ってきた児童がいました。玄関 

に置いて活用しています。 

◎フードリサイクルの取組

・全校児童が、フードリサイクルの堆肥を使

用して、教材園で野菜や花を育てています。 

 実際に堆肥を使い身近な作物を育てること

で、フードリサイクルの仕組みを学び、理

解を深めています。 

◎栽培活動の取組       

・３年生がPTA・地域の方々と一緒にプラン

ターに花の苗を植え、分担して水やりをし

ています。緑を大切にし、増やしていく環

境意識を育てています。 

◎節電            

・無駄な電気を使わないように、委員会でポ

スターを作成したり、昼の校内放送をした

りして啓発しています。 

・本校にはソーラーパネルが設置してあり、 

 発電量が随時モニターで確認することが 

できます。使用量を減らすきっかけづくり 

に利用しています。 

◎節水

・無駄な水を使わないように、児童会がポス

ターを作成したり、昼の校内放送をしたり

して啓発しています。 

・節水コマを使用し、無駄な水を使わないよ 

うに取り組んでいます。 

◎ごみの減量         

・資源ごみ、一般ごみなどに分別しています。 

「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  

 学校で、「マイタウン・マイフラワー事業」からいただい 

た種から花の苗を育て、３年生の子どもたち75名が、地域 

の方９名、保護者31名に教えてもらいながら、プランター 

や花壇への苗植え作業を行いました。学校の玄関前や、PTA 

花壇・学校を囲むフェンスを約600株の花で飾りました。 

 3 年生がグループで当番 

を決め、きれいな花が咲き 

続けるよう水やりなど世話 

をしていきます。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立伏古小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱいになぁれ」 

平成 30年６月 21日（木）～10 月 11日（木） 



◎清掃活動の取組

 全校の取組として、年間を通して清掃活動

を実施しています。今年度は、４月 18 日に

中休みを使って、グラウンド清掃を行いまし

た。ごみや石を拾い、グラウンドをきれいに

しました。また、「クリーン開成」委員会がク

リーン作戦を企画して、学校の中をきれいに

しようとしています。 

◎エコキャップ運動       

児童会活動の一環として、エコキャップ運

動を行っています。年間を通して、全校児童

への呼びかけと回収活動を行っています。集

めたエコキャップは色別に分けて、ボードに

並べて貼りキャラクターに仕上げて展示する

などしています。その後、NPO法人「エコキ

ャップ推進協会」へ贈るなどしています。

◎節電            

◎節水            

◎ごみの減量         

「エコ開成」委員会の活動 

年間を通して、エコ活動に取り組んでいる

委員会があります。教室の使っていない電化

製品の電源が消えているかチェックして、ポ

スターにして全学級にお知らせしています。

ごみの分別や水飲み場の使い方などのポス

ターやテレビ放送でのPR活動を行っていま

す。 

その結果、全校的にエコに対する意識が高

まってきています。 

「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年生が、地域の敬老会「開成クラブ」「寿楽会」の方、

「第一交通（株）」の方と一緒に学校前の歩道の花壇に花を

植えました。花の植え方や世話の仕方などを教えていただ

き、児童も笑顔で話を聞いて活動を進めることができまし

た。今後も水やりをしたり雑草を抜いたりして栽培を続けて

いきます。 

 このような活動は、 

子どもたちの豊かな心 

の育成にもつながって 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立開成小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花＊花プロジェクト」 

平成 30 年６月 19 日（火）～ 



◎環境美化
・連合町内会と連携した資源回収活動 

・スマイルグループによる「スマイル花壇」活動 

・６年生による校内環境美化活動 

・年２回の全校清掃活動 

・クリーナー（黒板消し）の清掃 

・掃除用具の清掃 

・スマイル花壇の手入れ 

◎牛乳パック回収

・牛乳パックの回収活動 

◎リングプル回収        
・児童委員会によるリングプルの回収活動 

  ⇒車椅子と交換

◎広報活動
・環境委員会（児童）では、上記のクリーナ

ー清掃とリングプル回収の取組を定期的に

ポスターにまとめて掲示し、全校児童に周

知しています。 

・学校 HP により、上記の様々な取組の様子

を広く一般に公開しています。

◎節電            

・教室を使わないときは、必ず消灯する。 

・テレビの電源は使用時のみONにし、待機

電力を減らす。 

・使用しない電化製品は、コンセントからプ

ラグを抜いておく。 

◎節水            

・水道を使用するときは、水を流したままに

しない。 

・清掃時は、バケツを必ず使用する。

◎ごみの減量         

・「資源ごみ」「一般ごみ」の分別を徹底する。 

・牛乳パック回収の実施を継続する。

「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年生が、総合的な学習の時間の取組で、学校前の花壇が

きれいな花でいっぱいになるように、花を育てています。 

まずは、グループごとに花を選び、種のまき方や育て方の

ポイントなどを調べ、種をまき、苗を育てました。苗がある

程度育ったところで、花壇 

に移植し、水やりや雑草取 

りなどの世話を毎日頑張っ 

ています。 

 学校前の花壇は、きれい 

な花でいっぱいになること 

でしょう。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立栄町小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱい大作戦」 （４年 総合的な学習の時間） 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎リングプルキャップ回収の取組

児童会が、児童や地域に 

協力を依頼して、車椅子な 

どとの交換を目指し、収集 

を続けています。 

◎フードリサイクルの取組

リサイクル堆肥を使い、教材園で野菜を育

てています。今年も実った野菜を給食で使用

することで、フードリサイクルを身近に感じ、

理解を更に深めています。 

◎校地内一斉ごみ拾い 

「ひろっちゃえ」
学年ごとに校地内を分担し、ごみを拾って

います。自分たちの学校をきれいに、安全に

使う意識を高めています。 

◎節電            
明るい時や教室を空ける時は電気を点け

ないなど、不必要な電気を使用しないように

心掛けています。

◎節水            

蛇口はきちんと閉め、水を出したままにし

ないように心掛けています。

◎ごみの減量         

一般ごみと資源ごみに分別しています。ま

た、PTA では地域との「資源回収」を行っ

ており、たくさんの皆さんに協力していただ

いています。

「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  

 この期間には、特に意 

識をして各学級のペット 

ボトルキャップを収集し、 

きれいに洗い、乾燥し、 

袋に入れ保管しています。 

ある程度の量が確保で 

きたら、回収してもらうようにしています。今年度は、今ま

で保管していたものと合わせて多くのキャップを出すこと

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立栄緑小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

平成 30 年６月 19 日（月）～６月 30 日（金） 

全学級によるペットボトルキャップ収集 



◎太陽農園

 広い農園で米ぬか 

を使った栽培活動を 

行っています。タマ 

ネギやじゃがいもな 

どいろいろな野菜を 

全学年で育てています。フードリサイクルを

身近に感じながら栽培活動に取り組んでいま

す。 

◎花トピア活動

 PTA活動とも連 

動しながら学校を花 

でいっぱいにする活 

動に全校で取り組ん 

でいます。児童のプ 

ランター、保護者のプランター、花壇の栽培

を通して、命の大切さや相手への思いやりに

ついて考える機会ともなりました。 

◎節電            

・使用教室以外は、教室の電気を消す。 

・テレビやラジカセ、提示装置の主電源を切

り、待機電力を削減する。 

◎節水            

・水を出したままにしないように、水飲み場

に「節水」を呼びかけるポスターを委員会

で作成・掲示する。 

◎ごみの減量         

・「一般ごみ」「資源ごみ」用の二色のごみ箱

を各教室に常設し、ごみ分別をする。 

・牛乳パックのリサイクルに取り組む。 

・総合的な学習の時間として、ごみの問題に

ついて考える学習を位置付ける。 

・PTA 活動の一環として毎月第三木曜日に

「資源ごみ」の回収を実施する。

「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  

 東苗穂小学校では、委員会活動を通して、毎日児童や職員

が給食で飲む牛乳の「牛乳パック リサイクル」に取り組ん

でいます。各クラスで「開いて」「洗って」「乾かして」を毎

日行い、50枚を一束にひもでしばってカートに入れていき

ます。集まった牛乳パック 

は委員会で集計をします。  

リサイクルで得られたお 

金は、「エコちゃんペーパー」 

というロール紙になり、給 

食時間などに各教室で使用 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立東苗穂小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「牛乳パック リサイクル」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎古紙回収

・PTA活動の中で月1回資源回収に取り組ん

でいます。本校に在籍する児童の家庭のみ

ならず、地域の方も資源回収に協力してく

れています。 

・ふれあいフェスタなどをはじめとするPTA

活動でも省資源を意識しており、段ボール

や紙類はできるだけ回収しています。準備

段階から回収と省資源を意識して取り組ん

でいます。 

◎環境学習の位置付け

・３年生以上は総合的な学習の時間で「環境」

を扱う探究課題を設けています。３年生「玉

ねぎはかせになろう」、４年生「雪に親しも

う」、５年生「世界の中の日本」、６年生「ま

ちのプロから学ぼう」です。この中で環境

を中心課題としたり、関連課題と位置付け

たりして学習を進めています。 

◎節電            

○電力の使用を減らすことを心掛け、授業中

は、ワークスペースの電気を消し、教室移

動の時はこまめに電気を消すようにして

います。 

◎節水            

○節水を呼びかけ、清掃やうがいのときは、

出したままにしないようにしています。５

分休みや中休み、昼休みが終わった後な

ど、流し台を教師が確認することにしてい

ます。

◎ごみの減量         

○ごみの分別と古紙の回収を進めています。

集めた古紙や牛乳パックは、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  
○ごみの分別をしっかりと行い、資源の有効利用について考 

える取組を学年の発達段階に応じて実施しました。学級に 

置かれている２種類のごみ箱の使い方について、分別の仕 

方を再確認しました。また、図工の時に使う画用紙は、残 

った部分を再利用しやすいように、大きさや色ごとに分け 

るなど工夫しました。 

○今年度も児童会書記局が中心となり、全校児童にプルタブ 

回収の呼びかけをしています。お便りの発行やポスターの 

掲示を行い、活動を継続しています。児童の家庭にも浸透 

し、多くの児童が集めたプルタブを回収ボックスに入れて 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立伏古北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ごみのことを考えよう」 

平成 30 年６月 25 日（月）～29 日（金） 



◎環境学習の位置付け

総合的な学習の時間で４年生が「緑小クリ

ーン作戦」「STOP！地球温暖化」、５年生は

「食」という単元の学習を通して環境につい

て考えています。

◎クリーンデー

春と秋の年２回、校地内・外のごみ拾いを

全校で行っています。その際にも、ごみを分

別して集め、捨てるようにしています。 

◎牛乳パックの回収

各学級で牛乳パックの回収を行っていま

す。バケツ２個を使って水を無駄遣いせずに、

きれいに洗い、乾かしてから集めます。学年

でまとまっているものを４学年委員会が回収

し、箱に入れて業者に渡しています。 

◎インクカートリッジの回収

PTAが主体となり、学校内に収集用ボック

スを置いています。 

◎節電            

教室移動の時には、こまめにスイッチを切

るようにしています。また、児童が下校した

際には、ホールなどの電気を消灯するように

しています。 

◎節水            

無駄な水を使わないように、「蛇口はきち

んと閉める」「流したままにしない」など、

意識して生活しています。 

◎ごみの減量         

資源ごみと一般ごみの分別を行い、ごみの

減量に対する意識を高めています。用紙類の

再利用を心掛けています。色画用紙の切れ端

などもきれいに保管し、図工などに活用して

います。職員室も各学級も回収用の段ボール

を用意し、古紙回収をしています。

「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  

 ４年生が、地域の敬老会の方と一緒に、学校前の歩道のマ

ス花壇に、マリーゴールドなどの花を植えました。自分で植

えたところの花を中心に、きれいな花が咲き続けられるよう

水やりや雑草抜きなど 

の世話をします。 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立札苗緑小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花トピア」 

平成 30 年６月 18 日（月）～10 月末まで 


