
◎生徒会主導の「エコ活動」

毎月８のつく日に、ペットボトルキャップ

やプルタブを委員が回収しています。また、

学校祭のバザーではエコバッグを持参するよ

う呼びかけ、同時にプルタブやペットボトル

キャップの収集、ごみの分別を行っています。

◎給食でのリサイクル

給食の残食は袋、容器と中身を分別して戻

し、市のリサイクルセンターで堆肥化、飼料

化しています。今年度も技術科でフードリサ

イクルﾙ堆肥を利用して栽培を行います。

◎節電            

生徒会活動の通年の取組として、生活常任

委員会による「off 週間」を実施していま

す。言葉かけやポスターによる啓発活動で、

消灯、コンセント確認、電気暖房の節約に取

り組んでいます。温度調整器のそばに寒暖計

を置き、適正温度を表示して暖めすぎを防い

でいます。 

◎節水            

節水についても、「off 週間」として取り

組んでいます。 

◎ごみの減量         

各教室で、保体常任委員中心に分別ごみの

取組を徹底しています。

「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  

年間を通した活動ですが、強化週間として行っています。

生活常任委員会で作製した、節水・消灯・節電（待機電力を

含む）に関するポスターや寒暖計を教室や水飲み場に設置

し、全校生徒に呼びかけています。 

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

札幌市立美香保中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「美香保中学校エコアクション」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎リングプル回収の取組

平成 23 年度から始まった生徒会主催の取

組です。車椅子やワクチンに交換することを

目的とし、これまでに 300kg を超えるリン

グプル再生ネットワークへ送りました。資源

リサイクルだけではなく、ボランティア・福祉

にも目を向けた活動として継続しています。

各学級で回収したものを生徒会がまとめてい

ます。 

◎スクールクリーンフェスティバル

生徒会の保体常任委員会が中心となり、ボ

ランティア生徒を募り、普段清掃しにくい場

所を中心に校内清掃を行う活動です。 

毎年２学期に実施します。１学期の「地域清

掃ボランティア活動」とともに環境整備・美化

活動として毎年行っています。

◎節電            

教室を移動する際は、日直や学級代表が消

灯するように心掛けています。また、放課後

の廊下は照明を半分消灯しています。長期休

業中には、エコライフレポートを活用し、家

庭で節電も呼びかけています。太陽光の発電

モニターも活用しています。 

◎節水            

「蛇口をしっかり閉める」「水を出したま

まにしない」ことを徹底しています。

◎ごみの減量         

各学級では燃えるごみ、プラスチック、金

属に分別しています。また、使えなくなった

短いチョークも分別し、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  

 生徒会活動の一つとして、毎年行っている活動です。学校

周辺を七つのブロックに分け、生徒会書記局及び保体常任委

員会の呼びかけにより、全校からボランティア生徒を募って

活動します。 

環境保全や清掃・美化への意識が高く、毎年100名を超

える生徒とほとんど 

の教職員が参加して 

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

札幌市立北栄中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「地域清掃ボランティア活動」 

平成 30 年６月 22 日（金） 



◎学校を花で飾ろうプロジェクト

・保護者の方々の協力により植えた、校舎周

りの塀のフラワーハンギングや学校庭園の

植栽、水やり活動などを通して、地域とと

もに環境 

の在り方 

を積極的 

に考えて 

いきます。 

◎ダルニー奨学金制度への参加

・生徒会事務局が、年賀状などの書き損じは

がきや、切手、テレフォンカードなどの寄

付を呼びかけ、集まったものを、ダルニー

奨学金制度（NPO が主催する海外の恵まれ

ない子どもたちの国際教育里親制度）へ寄

付をします。 

◎節電            

・保体常任委員会が呼びかけて、積極的に使

用していない教室や廊下の電気を積極的

に消します。 

・使用していない電気製品のコンセントを抜 

 き、待機電源を節約します。 

◎節水            

・保体委員会が、節水ポスターを作成し、水

を使いすぎないよう、全校に掲示します。 

◎ごみの分別・減量の徹底

・各学級でごみの分別を徹底して行います。 

・美化常任委員会が、各学級に回収箱を設置

し、古紙を回収して再利用します。 

・積極的に、使用した封筒の再利用をします。 

「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  

・生徒会事務局が、期間中全 

校にペットボトルキャップ 

の回収を呼びかけます。 

各学級にキャップ回収箱を 

設置し、期間終了後に回収 

を行います。 

・集まったエコキャップは、 

発展途上の国や地域の子ど 

もたちへのワクチン寄付の 

活動につなげていきます。 

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

札幌市立札幌中学校 

日常のエコへの取組 特色ある取組 

「エコキャップ回収」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 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

をつく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たい 

と思います。 

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） 



◎清掃活動

グラウンド周辺や校舎付近の清掃をしてい

ます。 

◎土に触れる

特別支援学級の生徒が学習の一環として学

校の温室で野菜を育てています。土づくりに

は、フードリサイクル堆肥を活用するなど、

緑を育てる環境意識を大切にしています。 

◎ペットボトルキャップ・プルタ

ブ回収  

ペットボトルキャップ、プルタブの回収を

全クラスに呼びかけ、期間を設定して玄関で

回収を行っています。昨年はペットボトルキ

ャップが40.3㎏、 

プルタブが3.3 ㎏ 

集まりました。

◎節電            

・授業の時間は、トイレの照明を消します。 

・教室を移動するときは、教室の電気を消し

ます。 

・教室の窓側の明かりを消して節電していま

す。 

◎節水            

・水を大切に使用するよう心掛けています。 

◎ごみの減量         

・各学級では、「一般ごみ」「燃えないごみ」

「資源ごみ」の３種類に分別しています。 

 校内のごみ置き場では、プラスチック、金

属、ペットボトルなども分別しています。 

「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  

 ○生徒会で回収ボックスを用意 

ペットボトルキャップやプルタブ回収の呼びかけ 

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

札幌市立東栄中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ペットボトルキャップとリングプルの回収」 

平成 30 年６月 27 日（水）～ 



◎エコキャップ回収

生徒会書記局が中心となって１階ホールに

ポスターと回収箱を設置し、回収を呼びかけ

ています。地域の店舗にも回収箱を設置させ

てもらい、週に一度のペースで回収中です。 

◎リングプル回収

13 年前から体育常任委員会が中心となっ

て回収を始め、２年前アルミ式の車椅子と交

換しました。総合的な学習の時間でお世話に

なっているグループホームへ寄贈しました。 

昨年度からは、新たに回収目標（年度60kg）

を設定し、活動を継続しています。 

※ごみの分別に関わり、 

 用務員さんが、集塵 

スペースをいつもを 

きれいに整備してく 

れています。 

◎節電            

・移動教室の時には電気を消す。 

・使っていない所は基本的に電気を消す。 

◎節水

・手洗い時や清掃時に、節水を心掛ける。 

◎ごみの減量         

・裏紙の再利用。 

・色画用紙の余った部分を色分けして保管し 

ておき、その用紙で学校祭の各学級の貼り 

絵を作成。 

「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  

・エコキャップ、リングプル回収に更に力を入れ、思いや 

りの気持ちを次の代に伝えていく。 

※７月中旬に、学校周辺のごみ拾いを予定しています。 

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

札幌市立明園中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「伝える」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 
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◎外清掃活動

・生徒会運営による１年に２回の外清掃 

◎節電            

◎節水            

◎ごみの減量         

・保健委員の呼びかけ 

「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  

 ・設定時間内の素早い清掃 

 ・教室床の細部の清掃 

 ・黒板、チョーク受けの重点的清掃 

 ・机の整頓 

 ・ごみ箱の美化 

 ・清掃用具の整頓

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

札幌市立栄中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「校内美化週間」 

平成 30 年５月 21 日（月）～25 日（金） 



◎清掃ボランティア       

生徒会が中心となって、清掃ボランティア

を募り、学校周辺の清掃活動を行っています。

今年度は、10月上旬に本校グラウンド周りの

他、近隣の公園で実施しました。ボランティ

ア生徒の参加を集い、有意義な活動となりま

した。 

◎エコライフレポートの取組

夏と冬の年２回、全校で環境やエコに対す

る意識を高める取組を行っています。

◎節電            

 教室移動時における消灯、トイレ等人がい

ない場所での消灯に留意しています。 

◎節水             

 水道使用時には、使用後に蛇口をきっちり

と閉めることを徹底するようにしています。 

◎ごみの減量         

 校内でのごみの分別や印刷物の裏面の再

利用など、ごみの減量と資源の節約を心掛け

ています。 

 また、生徒会で古紙の回収に取り組んでい

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、PTA、地元町内会の三者が協力して、札苗ガー

デン（プランター）と学校前花壇への花植えを５月 28 日

（月）に行いました。また、町内会の方から、生徒たちに植

え方の講習をしていただきました。 

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

札幌市立札苗中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「札苗ガーデンと花壇整備」 

平成 30 年５月 28 日（月）～10 月中旬 



◎フードリサイクルの取組 

技術・家庭科の学習やランチルーム給食の

際に栄養教諭の指導で 

フードリサイクルにつ 

いて学んでいる。さら 

に、「とうもろこし」「 

レタス」「玉ねぎ」につ 

いて給食メニュー日め 

くりカレンダーに記載 

して意識付けしている。 

◎３大クリーンアップ作戦を展開 

生徒会が中心となり、落ち着いた学校づく

りをテーマに各委員会がそれぞれの特徴を生

かす活動（例えば掲示物の整備、教室の消灯、

さらに清掃活動の徹底など）の点検や呼びか

けを行っている。また、不定期にボランティ

アの一環として校外清掃を行っている。

◎節電            

生徒会が中心となり、ポスターや標語を募

集して節電への関心を高めています。 

 エコライフレポートによる節電意識の向

上に努めています。 

◎節水            

水飲み場にポスターを掲示して、委員会を

中心として日常的な呼びかけを通して、節水

に心掛けています。

◎ごみの減量         

各学級では、一般ごみ、資源ごみ、その他

のごみの3種類に分別しています。また、玄

関のごみ置き場では、さらにプラスチック、

金属、乾電池に分別し、職員室内では紙類の

回収を始めました。

「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  

※上記の期間を含め年間を通して活動しています。

取組内容  
 本校では、本年度も生徒会を中心にプルキャップ（リング

プルとペットボトルのキャップ）の回収とごみの分別の徹底

に取り組んでいます。 

プルキャップ回収と 

いう具体的な取組と生 

徒自身による啓発活動 

を全校的に行っていま 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立栄南中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「プルキャップの回収」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎残食分別の取組

「フードリサイクル堆肥として再利用する

ために分別している」ということと、「なぜ分

別するのか」ということについて、給食だより

などで啓発しています。 

◎エコライフレポートの取組   

夏・冬休みの年２回、全校で取り組むことに

より、年々エコや環境への関心が高まっていま

す。 

◎生徒会を中心とした取組

ポリオワクチンに交換することを目指した

ペットボトルキャップの回収や地域の啓発標

語活動に参加するなど、全校での取組や地域と

連携した取組を進めています。

◎節電            

教室を移動するときは電気を消していま

す。太陽光パネルの設置校として、自然エネ

ルギーの活用に関する理解に努めています。 

◎節水            

蛇口をしっかり閉めるよう心掛けていま

す。 

◎ごみの減量         

各教室では一般ごみと資源ごみ、その他の

ごみの３種類に分別。玄関のごみ置き場で更

に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  

・生徒会によるペットボトルキャップ回収の呼びかけ 

・ペットボトルキャップ回収 

・生徒会便りによる結果のお知らせ 

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

札幌市立元町中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「元町中学校エコライフ活動」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎花植え            

PTA 主体のボランティア活動として生徒

玄関前のプランター、藤棚周辺の花壇への花

植えを毎年実施しています。その後の雑草と

り、水やりも定期的に行っています。日常的

な水やりは、PTAと生徒が分担して取り組ん

でいます。 

◎校外清掃

生徒会の委員会や部活動生徒が中心とな

り、校外清掃を行っています。校舎周辺だけ

でなく、バス停留所やバス通り、通学路の清

掃を実施しています。 

◎エコライフレポートの取組

夏と冬の年２回、全校で取り組んでおり、

環境やエコに対する意識を高めています。

◎節電            

廊下等の蛍光灯を点灯させる箇所を減ら

すとともに、移動教室の際に消灯するなど、

必要のない場所の蛍光灯は使用しないよう

気を付けています。 

◎節水            

水を大切に使い、使用後には必ず蛇口をし

っかり閉めることを徹底しています。

◎ごみの減量         

校内の印刷物として再利用できる場合に

は裏紙を再利用するなど、資源の節約とごみ

の減量を心掛けています。

「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  

ペットボトルのキャップを回収する取組を生徒会が中心

となり、数年前から行っています。  

集まったキャップは、800 個で１人分のワクチンになる

ことを事前に伝え、今年度も活動を開始しました。地域の皆

さんも協力してくだ 

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

札幌市立丘珠中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコキャップボランティア運動」

平成 30 年５月 14 日（月）～年度末 



◎リングプル・エコキャップ   

 玄関前のホールには、「リングプル回収箱」

「エコキャップ回収箱」を設置して回収を呼

びかけています。多くの生徒、先生方、保護

者の方、地域の方に協力していただき、大き

な成果を得ることができました。皆さん、本

当にありがとうございました。 

こうして、自分のできるところから、エコ

アクションに取り組んでいます。一人の取組

は小さくても、みんなが心を一つにすると、

大きな力になることを実感しました。 

◎協会への杖の寄贈に向けて   

昨年度に引き続き、障害者福祉援護協会を

通して、エコキャップ運動の杖を寄贈するこ

とを目標として、回収活動を継続しています。

エコが福祉につながる意識を全校生徒で共有

する機会にしたいです。

◎節電            

・ホールや教室で、窓際の明るい場所の蛍光

灯を日常的に消灯しています。 

・廊下の蛍光灯を、間引きして半分だけ点灯

しています。 

・家電機器のプラグを使用しないときはコン

セントから抜いて、待機電力の消費を抑え

ています。 

◎節水            

・全校的に、こまめに蛇口をひねり、必要以

上の水の流出を抑えています。 

◎ごみの減量         

・各教室に、「資源ごみ用のごみ箱」と「一

般ごみ用のごみ箱」の二つを用意し、全校

的にごみの分別を行い、ごみ減量の意識を

喚起しています。

「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  

 この期間、生徒会が中心に呼びかけをして、全校的に一人

一人がエコを意識した活動、「節電」「節水」「ごみの減量」

「リングプルの回収」「エコキャップ回収」などに取り組ん

でいます。玄関前のホールには、エコキャップとリングプル

の回収箱を設置しました。各家庭から集められたエコキャッ

プがたくさん集まりました。また、この機会にペットボト 

ルの包装フィルムの分別など 

身近なリサイクルへの意識も 

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

札幌市東区エコスクール宣言校

札幌市立栄町中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「みんなでエコ宣言！」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎牛乳パックリサイクル
全校で牛乳パックのリサイクルに取り組ん

でいます。体育委員会の活動として、毎日水

洗いをしてパックを開いて乾かし、束ねます。

これを資源物として、定期的に業者に回収し

てもらい、ティッシュなどに交換して教室で

使っています。 

◎花植えの取組

地域の方々から寄贈された花の苗を、PTA

と生徒会が学校のプランターに植えます。植

える前には、生徒会を中心にボランティアを

募集し花壇の雑草取りをしています。 

 緑を増やす意識を高めています。

◎節電            

使用しない教室などの電灯は消しています。

放課後は、活動に支障のない廊下の電灯を消 

しています。 

◎節水            

水を無駄に使用しないよう心掛けています。

◎ごみの減量         
各教室では一般ごみと資源ごみの２種類に

分別しています。また、全校で古紙回収に取 

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  

 毎年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校内清掃ボランテ

ィアを行っています。今回は、各教室と廊下を中心に清掃し

ました。 

 「学校がきれいになった。 

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。

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」 

平成 30 年６月 22 日（金）



◎「アニマドーレ育成プロジェクト」

～学校設定科目「キャリアライフ・デザイン」～ 

イタリアには、保育や食育の現場で参加者（子

どもたち）に楽しく教育プログラムを提供する

専門家「アニマトーレ」がいます。このような

人材を北海道でも育成しようとする取組です。

「道（どう）」で行うプログラムであることから

「アニマドーレ」と称して、食育における「生

産者」「販売者」「消費者」等の立場を体験的に

学び、食の循環の推進や、未来の北海道におけ

る第一次産業の活性化につながる学習に取り組

みます。 

【2018のテーマ「オータムフェストで店舗運営」】 

市立高校の生徒と共に、４つのコースに分かれて活動 

① 生産者の苦労と喜びを学ぶ（農業体験） 

② 大学生と一緒に農家の野菜を使ってレシピ開発 

③ 商品ﾎﾟｯﾌﾟの作成、ｲﾍﾞﾝﾄﾌﾞｰｽ運営・広報誌の編集 

④ 商品販売・営業 

◎節電            

人感センサーによる節電環境に加え、節電

の取組を推進します。 

◎節水            

人感センサーによる節水環境に加え、節水

の取組を推進します。

◎ごみの減量         

リサイクル可能なごみの分別を適切に行 

うと共に、委員会やSAの活動（service 

&action-「奉仕活動と行動」)において、自

主的な点検及び啓発活動に取り組みます。 

◎校舎の施設設備

暖房熱源は木質ペレット、太陽光パネルの

設置、LED照明の採用、グランドの一部を芝

生化するなどの環境負荷の低減を意識して

施設設備が設計されています。

「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         

取組内容 

SSH（スーパーサイエンスハイスクール）やSGH（スー

パーグローバルハイスクール）、コズモプロジェクト（総合

的な学習の時間）の取組として、全校で環境について考える

取組（『ESDウィーク』等）を実施します。身の回りの環境

から地球規模で起きている環境問題まで、「環境」に対して

多目的な方向からアプローチし、科学的な教養を身につけ、

論理的思考力および発信型のコミュニケーション能力を養

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

市立札幌開成中等教育学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ESD ウィーク」 


