
◎バザーでの古着、古本市
 PTA主催による古着、古本市を毎月行って

います。毎月開催することで、資源の再利用を

継続的に啓発する機会となっています。 

◎園内清掃           
年に 2 回、夏休み、冬休みに入る前、保護

者の協力を得て、子どもたちと一緒に園内の

大掃除を行っています。いつも使っている遊

具をきれいに洗ったり、保育室の大掃除を行

ったり、雑巾がけなど楽しみながら、みんなで

園内をピカピカにしています。遊具や保育室

をきれいにすることで、 

物を大切にする気持ちを 

育てています。 

◎節電            
使わないコンセントプラグを抜く、個別ス

イッチ付省エネタップを使う、園外活動等で

使用しない室内の電気を消すなど、普段から

節電を心掛けています。 

◎節水            

外の蛇口の下にたらいを置き、水を受けて

溜め、遊具を洗ったり、砂場に水を流したり、

栽培物の水やりをしたりする際に使うよう

にしています。 

◎ごみの減量         

保育室内のごみ箱を『紙のごみ』と『紙で

はないごみ』の二つに分けて表示を付けてい

ます。遊んだ後の片付けやおやつの際に、出

たごみをどちらに分けるとよいかを考える

ことができるように工夫しています。 

「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 

取組内容 
 ５歳児の学級で、畑に植えた作物用に、看板を作りました。

保護者からいただいた廃材等を利用して一人一枚作り、野菜

の絵を描いて掲示しています。野菜を大切に育てる思いや、

収穫への期待が高まってきています。 

 また、日曜参観の日に、保護者と一緒に廃材を使って木工

遊びをしました。木片を合わせると様々なものになることを

喜び、意欲的に取り組んでいました。 

リサイクル、リメイク 

することの大切さに気付 

いた様子が見られました。 

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

札幌市白石区エコスクール宣言園

札幌市立きくすいもとまち幼稚園

日常のエコの取組 特色ある取組 

５歳児による「廃材で看板を作ろう！ 」 

看板作

ドールハウスの

家具作り 



◎ペットボトルキャップ 

・リングプル等の回収 

１階PTA室前にベルマーク、プリンター 

インク回収箱とともに、ペットボトルキャッ

プとリングプルの回収箱を設置している。回

収について、子どもたちだけではなく、保護

者や地域にも協力を呼びかけている。 

 集まったリングプルは車椅子、ペットボト

ルはワクチンと交換することを目標に活動を

継続している。

◎節電            

環境委員会が校内の蛍光灯のスイッチ付

近に節電を呼びかけるミニポスターを掲示

している。 

◎節水            

健康委員会が校内の水飲み場に節水を呼

びかけるミニポスターを掲示している。

◎ごみの減量         

各教室に資源化ごみと一般ごみの二つの

ごみ箱を設置し、普段から分別と資源の再利

用について意識している。

「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  

 環境委員会が中心となり牛乳パックの回収を行い、収益金

で花の苗や種を購入し、育てている。 

①各教室で給食の牛乳パックを洗い乾かして開く。 

②古紙回収業者による回収日（毎月第１金曜日）に合わせ 

全校分をダンボールに詰める。 

③１年間の収益金で花の 

種や苗を購入する。 

④地域の花屋さんの助言 

の下、環境委員会の児 

童が学校正面の花壇に 

植え、育てる。

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

札幌市立東橋小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「牛乳パックから花いっぱい運動」 

平成 30 年６月１日（金）～７月 25 日（水） 

札幌市白石区エコスクール宣言校



◎植花活動

 毎年、１年生が地域の老人クラブの方々と

共に、白石の森に花を植える作業を行ってい

る。今年度は、6 月１日（金）、35 名ほどの

方に協力していただき、３種類の花を植えた。

その後も、雑草を取 

ったり、水をあげた 

りする活動を続けて 

いる。 

◎白石の森での学習

 校地内にある「白石の森」は、地域の方の

憩いの場となっているだけでなく、田植えを

行ったり、図工を行ったり、生き物探しをし

たりするなど、自然を 

大切にしようとする心

を育てる大切な場とな 

っている。 

◎節電            

 屋上に太陽光パネルがあることから、「明

かりのエコ」の学習を行い、使っていない教

室はもちろん、明るい日中は極力照明を消し

たり、テレビやラジカセ等は使用後に電源を

切ったりする意識を高めている。 

◎節水            

 蛇口をしっかり閉める 

ことや、水を出したまま 

にしないことを常に心掛 

けている。 

◎ごみの減量         

 全校が一か所にごみを 

捨てにいき、しっかり分 

別することによってごみ 

を減らそうという意識を 

高めている。

「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  

 児童会活動の一環として、キャップとリングプルを集め、

「困っている人達を助けよう」という運動を行っている。毎

朝、児童玄関や階段の近くに高学年の児童が立ち、収集の呼

びかけを行っている。大きな袋に大量のキャップを入れて登

校する児童や、学校に届けてくださる地域の方も年々増えて

おり、エコ意識の高まりを感 

じる。最終的には、美化委員 

会が中心となって袋詰めを行 

い、業者に届けている。

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立白石小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコキャップ・リングプル運動」 

平成 30 年６月～11 月 



◎資源物リサイクル・回収の取組 
牛乳パックは各学級で毎日開いて束ね、 

リサイクルに出しています。段ボールや古 

紙は月1回、PTAや地域の協力をいただ 

きながら、資源回収に出しています。 

◎清掃活動           

  春と秋の年2回、全校児童で学校敷地内 

や校舎周辺の清掃活動を行っています。 

◎節電            
天候によって、体育館の照明点灯を調節し

ています。また、教室から離れる際は部屋の

照明を必ず消すよう、学級内の当番を決める

など工夫しながら、節電に取り組んでいま

す。 

◎節水            

清掃の時など、必要な分だけ水を利用する

ようにしています。そのためにバケツに印を

付けている学年もあります。 

◎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  
 学校前庭花壇を花でいっぱいにしようと、花の種を蒔いた

り、種から育てた苗を移植したりします。種から育てたペチ

ュニアとサルビアの苗を前庭に植えました。3階と４階の教

室前廊下から見下ろすと、「118」「上白」と読めるように

マリーゴールドを並べて植えました。児童玄関前には、児童

委員会が中心となって花のプラ 

ンターを置きました。 

校舎周辺が色とりどりの花で 

美しく彩られることを通して、 

地域の環境をもっと大切にしよ 

うという意識が育っていくこと 

を願っています。 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立上白石小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「夢花壇」活動 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎花とともに心を育てる活動

低学年を中心に、一人一鉢栽培活動を行っ 

ています。花と直に触れ合う活動を通して、花

のもつ独特の味わいを感じとったり、「花づく

り」を通して、生命の大切さや命を慈しんだり

する心の育成にも努めています。 

総合的な学習の時間では、保護者ボランテ 

ィアと協力して、花壇づくりを行っています。

また、委員会活動では、区の「マイフラワープ

ラン」に応募し、植栽した花を校内に飾る活動

を行っています。 

◎エコライフレポートの取組

夏休みや冬休みの間、本校職員と児童全員 

が進んで取組に参加し、CO2の削減を推し進

めています。

◎節電            

黒板クリーナーなど、電気を使用しない時 

は、コンセントを抜くなど、日常の活動で節

電に取り組んでいます。 

◎節水            

健康・給食委員会が作成したポスターを各 

階の水飲み場に貼り、節水の呼びかけをして

います。 

◎ごみの減量         

教室では一般ごみと資源化ごみ、資源回収 

ごみ（紙類）の３種類に分別しています。ま

た、全校で牛乳パックのリサイクルに取り組

んだり、PTAも資源回収を行ったりして、ご

みの減量に努めています。さらに、地域とコ

ラボしながら、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  

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立大谷地小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

『大谷地キラリつくり隊！ 
～花いっぱいになあれ！～』 

平成 30 年６月 11 日（月）～７月 11 日（水） 

3年生のトライ（総合的な学

習の時間）の学習の一つとし

て、校内にたくさんのキラリを

作ろうと考えました。 

全校のみんなが優しい気持

ちになり、一人一人の心の中に

も花がいっぱいになることを

願い、PTA や保護者と一緒に

植花活動を行いました。 

花の色や大きさを見ながら

花の配置も考えました。 



◎公園清掃の取組

 春と秋の年２回、地域の方々と協力して、

校区内の公園清掃に取り組んでいます。 

◎花の苗植え活動の取組

地域の方と一緒に、学校の周りに花の苗を

植える活動に取り組んでいます。 

◎リングプル・ペットボトル 

キャップ収集の取組

 委員会が主体となり、保護者の方々の協力

もいただきながら、各家庭から持ち寄ったリ

ングプルやペットボトルキャップを回収して

います。各学級に委員会の児童が作成した回

収ボックスを設置し、日常的に回収していま

す。リングプルは車椅子に、ペットボトルキ

ャップはワクチンに活用されることを目指し

て取り組んでいます。

◎節電            

 委員会の児童が中心となり、ポスターを作

って掲示したり、放送で呼びかけたりする活

動に取り組むとともに、教室を移動する時は

電気を消すことの習慣化に取り組んでいま

す。 

◎節水            

委員会の児童が中心となり、ポスターを作

って掲示したり、放送で呼びかけたりする活

動に取り組んでいます。

◎ごみの減量         

給食で飲んだ牛乳の牛乳パックを各学級

で集め、資源回収に出しています。「ごみ」

ではなく再生紙として活用される「資源」で

あることを意識し、有効利用することを目指

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  

 高学年の児童は、地域のボランティアの方と一緒に、花の

苗を学校近くのサイクリングロード（こころーど）に植えて

います。また、低学年の児童は、校地内の花壇に花の苗を植

えています。自分たちが暮らす地域の美化に努め、生活環境

をよりよいものにするとともに、自分たちの手で緑を増やす

ことで環境保全の意識を高めていきます。 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立本郷小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「本郷小学校 フラワープラン」 

平成 30 年６月５日（火）～７月 11 日（水） 



◎避難訓練後の清掃活動

○避難訓練後、６年生の児童が、廊下や階段

の清掃活動をしている。避難訓練では、玄関

にマットを敷き、上靴に付いた汚れをできる

だけ取ってか 

ら校舎に入っ 

ているが、そ 

れでも校舎内 

に入ってしま 

う土などを6 

年生が分担して、清掃している。

◎「ペレット温水暖房の仕組み」 

「カーボンニュートラル」につ 

いての学習

○南郷小学校の暖房の利点について学習し 

て、「環境保全」「ESD」の学習につなげ 

ていく予定である。 

◎節電            

・天気の良い日や教室を出るときには、照明

をこまめに消す。 

・電気器具を使わないときは、コンセントか

ら抜く。 

◎節水            

・水を飲むときなどは、水を出したままにし 

ない。 

・手を洗うときなどは、水道から出す水の量 

を適量に調整し、無駄なく使う。 

◎ごみの減量         

・各学級に3種類のごみ箱を置き、ごみの分

別をしっかりと行う。 

・リユース、リサイクル等、まだ使える物は 

活用するよう工夫する。 

「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          

野菜を残さず食べよう！

実施日時  

平成 30 年６月 18 日（月） 

取組内容  

栄養実習の取組を機に、給食便りを発行して、野菜を中心

に「残さず食べる」ことの大切さについて学んだ。

エコアクション活動名          

 ４年生 社会科「住みよいくらしをつくる」 

実施日時  

平成 30 年 ６月 20 日（水） 

取組内容  

下水道科学館と白石清掃工場を見学し、体験やそこで働く

人から学ぶことで、自分たちにできることを考えた。 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立南郷小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

写真等



◎回収活動           

①牛乳パック…資源のリサイクル 

②インクカートリッジ…資源のリサイクル 

③段ボール…資源のリサイクル 

④古紙回収…資源のリサイクル 

⑤ベルマーク…教材・教具の購入 

◎植花・栽培活動        

①花壇への植花と栽培活動 

②プランターへの植花と栽培活動

◎清掃活動          

①ごみ拾い   ５月 

②落ち葉拾い 11月 

◎節電            

・使わない教室は、こまめに消灯 

・プラグオフ、主電源オフに 

◎節水            

・使い終わったらしっかり止める 

・水量を調節して、出しすぎ防止 

・牛乳パック洗いはバケツ２杯で 

◎ごみの減量         

・画用紙、用紙類は無駄なく使う 

・裏紙の活用 

・ごみの分別 

・牛乳パック回収 

「札幌っこ環境ウイーク」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学期から、牛乳パックなどの資源のリサイクル活動を行

っている。分別できる回収ボックスを目立つ場所に設置し

て、インクカートリッジやベルマークの回収も行っている。 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立本通小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

資源のリサイクルをしよう 

平成 30 年５月 1日（火）～  

平成 31 年３月 25 日（月） 



◎「エコ生活」の取組

６年生は、総合的な学習の時間に、インタ

ーネットでエコや環境について調べ、レポー

トにまとめています。 

環境委員会は、「やさしさいっぱい、はない

っぱい」で、自分たちで、花をプランターに

寄せ植えしました。その後、プランターに植

えた花を、地域の図書館や病院、公共施設に

持っていき、地域の方々に楽しんでもらう取

組をしています。 

環境委員会が中心となり、学校全体で、「リ

ングプル」と「ペットボトルキャップ」を集

める取組を行っています。 

◎「清掃活動」の取組

毎週木曜日は、「全校清掃」に取り組んでい

ます。全員で力を合わせ、普段以上に隅々に

まで気を配り、一生懸命きれいにしています。

◎節電            

環境委員会が中心となり、各教室に「使わ

ないときは電気を消そう！」という掲示を行

い、節電の意識付けを行っています。また、

各クラスの電気係が、教室を移動する時な

ど、使用しない教室の電気を消しています。 

◎節水            

無駄な水を使わないように心掛けていま

す。水を出したままにしないように互いに声

をかけ合って水を大切にしようとする取組

を行っています。また、校庭の脇に寄贈して

いただいた井戸は、芝生の散水にとても役立

っています。 

◎ごみの減量         

教室では紙類、一般ごみ、燃えないごみの

3種類に分別し、その他の種類のごみは、階

段下のごみ置き場で分別しています。 

「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  

 一年を通して、環境委員会が中心になり、学校全体で「リ

ングプル」と「ペットボトルキャップ」を集める取組を行っ

ています。学年ごとに集めて集計し、具体的な数値目標を確

認しながら進めています。 

この活動を通 

して、リサイク 

ルやごみ減量に 

対する意識が高 

まってきていま 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立東札幌小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

ペットボトルキャップ・リングプル回収① 

平成 30 年６月１日（金）～22 日（金） 



◎太陽光パネルを利用した取組
屋上に設置された太陽光パネルで、学校全

体で使用する全電気量の５％をまかなってい

ます。発電量などが常にテレビモニターで表

示され、子どもたちもそれを見ることで自然

に節電を意識することができます。 

◎ごみの分別を呼びかける取組  
４年生が、総合的な学習の時間の一環とし

て、ごみについての学習をし、そのことを活

かして「きちんと分別して出しましょう」と

呼びかけるポスターを作成し、校内のごみ箱

近くに掲示しています。 

◎ごみの資源化の取組 
教室で出る紙ごみを、一般ごみと資源化ご

みに分け、ごみの資源化を図り、資源保護に

取り組んでいます。そのほかに、理科の発芽

の実験のために牛乳パックを利用していま

す。

◎節電            

使用していない箇所の照明はこまめに切

るなどして、無駄な電気を使わないようにし

ています。 

◎節水            

子ども一人一人が水を出したままにしな

いよう心掛けるとともに、必要以上の水を使

わないよう注意しています。 

◎ごみの減量         

日常的にごみの分別に取り組み、ごみの減

量と資源保護の意識を育むよう努めていま

す。 

「さっぽろっ子環境ウイーク」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  
 毎年行っている『校地内一斉ごみ拾い』。全校で、中休み

にグラウンドや校舎回りに落ちているごみを拾います。風で

飛んできたと思われるものも含め、いろいろなごみが落ちて

いました。子どもたちはそのごみを一つ一つ丹念に拾い、ご

み袋に入れて 

いました。 

短い時間でした 

が、いくつもの袋 

がいっぱいになり 

ました。もちろん 

校地内はとてもき 

れいになりました。 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立北郷小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

『校地内一斉ごみ拾い』 

平成 30 年６月 25 日（月） 



◎「牛乳パックの回収」
入学したばかりの 1 年生から、全校みんな

で給食の牛乳パックの回収に取り組んでい

る。6 年生は、朝のお世話の時間に、１年生

にマンツーマンで牛乳パックの開き方を教え

てあげるため、どの子もとても上手に開くこ

とができるようになる。

◎「ペットボトルキャップアート」
校区内の地下鉄駅構内に、ペットボトルキ

ャップを活用し環境保全を訴える「キャップ

アート」の作成に取り組んでいる。毎年、４

年生が「環境プロジェクト」で学んだことを

生かしながら作成にあたっている。 

◎「花いっぱいトンパーク」
 ５月に種を蒔き育てた苗を、丁寧に花壇に

植え替え、１・６年、２・４年、３・５年の

ペア学年で協力しあいながら、水やりや草取

りに取り組んでいる。秋には１年生がチュー

リップの球根を植え、新年度の準備をする。 

◎節電・節水
 学級を空けるときには教室の電気を消す

ことや、下校前にはテレビなどのコンセント

を抜くことなどを行っている。環境委員会の

作った「こまめに消そう」「水を大切に」の

ミニポスターが子どもの意識を高めている。 

◎総合的な学習の時間     
４年生の総合的な学習の時間では、「環境

プロジェクト」として、便利な暮らしに欠か

せない「水・電気・ごみ」が抱える問題につ

いて一人一人が課題を設定し、調べて分かっ

たことを全校に発信している。 

◎資源回収          
「捨てればごみ、集めれば資源！」を合言

葉に職員もごみの分別、資源収集を心掛けて

いる。職員室には種類ごとに分けられた資源

回収箱が並んでいる。古紙は、PTA と協力

して資源回収を行い、収益金は球根や図書の

購入など児童の教育活動に還元されている。 

「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  

 本校では例年学期末には「清掃週間」と題して、いつもよ

り丁寧に教室の掃除を行っているが、今年度はその時期に合

わせて環境委員会が「キレイキレイ週間」を行った。掃除の

後に日直が掃除の後をチェックするが、「教室のすみ」「牛乳

バケツの下」「先生の机の下」「黒板の下」など、いつも忘れ

てしまいそうな場所がチェックポイントにあがっていたた

め、どの学級でも忘れずに、念入りに掃除に取り組んでいた。

キレイキレイ週間が終わった後も、 

「つい忘れてしまう場所の掃除」を 

継続していけると、ますますきれい 

な学校になることだろう。 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立東白石小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「キレイキレイ週間」 

平成 30 年７月９日（月）～13 日（金） 



◎児童委員会の取組

・環境委員会 

  自分たちでできるエコ活動として「節水」

「節電」「ごみの分別」をテーマに、ポスタ

ーを各教室や水飲み場に貼ったり、各教室

を回って話をしたりなど、エコについて呼

びかける計画を立てています。 

・書記局、放送委員会 

  書記局と放送委員会が協力して、ごみの

分別や裏紙のリサイクルや資源回収などに

よるごみの減量に取り組もうと呼びかけて

います。 

◎フードリサイクル

 札幌学校給食フードリサイクルに参加して

います。給食で出た調理くずや食べ残し(残菜)

をリサイクルセンターへ運搬し、フードリサ

イクル堆肥にします。 

◎節電            

・使用していない教室やワークスペースの 

蛍光灯スイッチは必ずOFFにしています。 

・放課後、テレビやコンピュータ、実物投影

機の電源を必ずOFFにしています。 

◎節水            

・水を出したままにしない。 

・清掃時、雑巾等を洗う際には、水をバケツ 

に汲んでから使うなど、流したままにしな

いようにしています。 

◎ごみの減量         

・A４用紙の裏紙を再利用しています。 

・清掃活動の際、一般ごみと資源ごみを分別 

して、資源の 

有効活用に努 

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  
  平成 25 年６月 日（ ）～  日（ ） 

取組内容  

 児童委員会でアイデアを出し合いながら、エコをテーマに

継続的に取り組んでいます。また、PTAも、「資源回収」と

して、牛乳パックのリサイクルに 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立北白石小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコアクション北白石」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎水辺の楽校 

本校の環境教育の中心となる活動であり、

３年生以上の総合的な学習の時間で学校の横

を流れる望月寒川の改修作業見学･、川探検、

水質検査、生き物調査、清掃活動などを行っ

ている。 

◎児童会の取組         

児童会（特に環境委員会）が中心となり、

ごみの分別収集、節電、節水の啓発活動を行

っている。 

◎節電            

・環境委員会による啓発ポスターの作成 

・朝や昼の校内放送での啓発活動 

・移動時に教室の電気をこまめに消すこと 

◎節水            

・環境委員会による啓発ポスターの作成 

・朝や昼の校内放送での啓発活動

◎ごみの減量         

・各教室、特別教室内に分別用のごみ箱を設 

置し、分別収集の徹底 

・牛乳パックの回収 

・朝や昼の校内放送での啓発活動

「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  

 「さっぽろっこ環境ウイーク」とは多少時期をずらしての

活動となったが、地域町内会と連携しながら、校区内の公園

と通学路のごみ拾い活動に、春と秋の２回全校児童で取り組

んでいる。 

また、６年生は、「水辺 

の楽校」で望月寒川に入り 

川の清掃活動を行っている。 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立西白石小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「校区内清掃 2018」 

① 平成 30 年 ４月 23 日（月） 

② 平成 30 年 10 月 ９日（火） 



◎リングプル回収の取組

回収活動により入手した車椅子は、継続的

に地域の施設に寄贈してきています。地域の

方々の協力も得られ、近くのお店や JR 平和

駅などに学校名の入った回収ボックスを置か

せてもらっています。 

◎校地外清掃の取組

春と秋の年2回、グラウンド清掃と合わせ、

高学年が地域の公園の清掃活動も行っていま

す。

◎節電            

教室から出るときは必ず電気を消し、冬は

空気の入れ換え以外は素早く窓を閉めるよ

うに心掛けています。 

◎節水            

蛇口を下に向け、使用後はきちんと閉める

ように心掛けています。 

◎ごみの減量         

一般・資源ごみの２種類に分別していま

す。教室や職員室から出る紙ごみについて

は、資源回収できるものは、資源回収に回し

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  

 環境委員会が中心となって、年間を通してリングプルの回

収に取り組み、地球に優しい学校づくりの先頭に立って活動

を行っています。昨年度は、集まったリングプルを車椅子に

交換し、近くの施設へ寄贈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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立北都小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「資源を大切にする環境委員会」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎フードリサイクル肥料で野菜を

育てる。            

 ５・６年生は、フードリサイクル肥料でジ

ャガイモを育てています。育てたジャガイモ

は、給食に使用して、みんなで食べることに

なっています。 

◎ひまわりの絆プロジェクト

「花いっぱい」で、３・４年生が育ててい

るひまわりは、「ひまわりの絆プロジェクト」

の一環としても行っています。花を大切に育

てていくと同時に、命の大切さについても考

えさせていきます。 

◎節水            

環境ウイークを設定し、身近にできる環境

への取組について、児童が考える機会をもち

ました。 

◎節電            

 教室を空ける時には、必ず電気を消すよう

に働きかけました。また、６月の全校朝会で

も学校に設置してある太陽光パネルについ

ての話題から、自 

分たちでできる環 

境への取組につい 

て考えるように働 

きかけました。 

◎ごみの減量         

画用紙や折り紙など、使用できるものは最

後まで使い切るように働きかけました。 

「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  

 １年生はアサガオ、２年生はミニトマト、３・４年生はひ

まわりを育てています。 

子どもたちは、水やりや雑草取り、観察などを通して、花を

大切に育てています。 

 子どもたちが育てた花は、 

それを見る人の心を和ませ 

てくれたり、子どもたちの 

憩いの場になったりしてい 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立幌東小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱい」 

平成 30 年６月～10 月 



◎ピースタイム（総合的な学習の時間）

 「ピースタイム（総合的な学習の時間）」で

は、「ふるさと（地域）」「あったか（福祉・国

際理解）」「いきいき（命・自己を見つめる）」

の三つの領域で学習を進めています。 

 ６年生は、地域の特色に触れ、よさを見つ

ける「いいまち平和通プロジェクト～すみよ

いまちを目指して」の学習で、町内会長さん

から町内会の取組やそこに込められた願いな

どを聞く時間があります。夏休みに何気なく

参加しているラジオ体操や花火大会などに

も、自分たちの成長を見守る地域の方々の温

かいまなざしを感じることができます。 

 学習の最後には「すみよいまち」を目指し

て自分たちにできることは何かを考えます。 

◎節電            

 教室を留守にする時には電灯を消すなど

の当たり前のことを当たり前に実行してい

ます。 

◎節水            

水を出したままにしない、飲み口は次の人

のために下げておくなど、これも当たり前の

ことを当たり前に実行しています。 

◎ごみの減量         

ごみ「資源になるごみ」と「資源にならな

いごみ」に分けています。「これもまだ使え

るよ」という言葉も聞こえるようになってき

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  

○「つかわないときはけしましょう」キャンペーン 

掲示と教職員による声かけがきっかけで、子どもの中か

らも、「節電しよう」「電気を消そう」などという声が聞こ

え、節電に対する意識をもつ子どもが増えてきました。 

○「リングプルリサイクル」 

キャンペーン 

 リングプルを集めて車椅子 

を寄付しようという呼びかけ 

が児童会からありました。 

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

札幌市区白石区エコスクール宣言校

札幌市立平和通小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「平和通エコアクションＨ３０」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎ペットボトルキャップの収集

児童会とPTAが協力し、ペットボトルキャ

ップを収集しています。玄関にペットボトル

で作った専用の回収ハウスを設置していま

す。 

◎栽培活動の取組

温室で育てた花の苗を、歩道に沿った敷地

に作った「南白フラワーガーデン」に植えて

います。また、プランターに植えた花の苗に、

毎朝児童が交代で水やりを行っています。植

物の成長過程を学ぶとともに、緑を増やす環

境意識を高めています。

◎節電            

 教室を移動する時はもちろん、部屋の明る

さに応じて無駄な電気は使わないよう、こま

めにスイッチを切るよう心掛けています。 

◎節水            

水飲み場に、児童会で作成した節水を呼び

かけるポスターを掲示し、無駄な水は使わな

いよう心掛けています。

◎ごみの減量         

教室では資源ごみと一般ごみに、その他

（びん・缶・ペットボトルなど）は回収場所

を設置して分別しています。牛乳パックの回

収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          

実施日時  

取組内容  

 平成 24 年度より、「天気のよい日の給食時間は、全校一

斉に照明を落として給食を食べよう。」という児童会の呼び

かけで始まった「全校一斉節電タイム」でしたが、節電意識

が浸透し、今では時間を設定しなくとも、その日の天気に合

わせて教室や廊下・階段の照明 

スイッチをこまめに切り無駄 

な電気を使わないようにして 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立南白石小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「みなしろ節電タイム」 

平成 30 年７月２日（月）～９月 29 日（土） 



◎地域公園清掃
毎年６月と10月に、全校児童が異学年の縦

割りグループになって、各町内会の方々と共

に、校区内の公園の清掃を行います。この活

動を通して、互いに協力し助け合うことや、

普段お世話になっている地域へ感謝の気持ち

を表すことを目標にして、自分たちが住む地

域の美化意識を育んでいきます。また、地域

の方々と交流することで他者と働く大切さも

学びます。 

◎環境委員会の取組

児童委員会の環境委員会が玄関前の花壇の

手入れを行うなど、学校周辺をきれいにし、

環境を整える活動を進めています。また、リ

ングプル回収活動を行い、車椅子に還元する

活動にも、継続して取り組んでいます。エコ

キャップ運動に参加し、ペットボトルなどの

キャップ類の回収も行っていきます。 

◎節電            

・教室から出て活動する時は、電灯を消して

います。 

・授業中の廊下や使用していない場所の電灯

は消しています。 

◎節水            

・水飲み場を休み時間に点検しています。 

・節水を求めるポスターを掲示しています。 

◎ごみの減量         

・ごみの分別収集を行い、学校から出るごみ

を『資源ごみ』と『一般ごみ』に分けてい

ます。 

・印刷物の両面活用をしています。 

・不要印刷物、シュレッダーくず、段ボール、

包装紙を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  

 毎年、PTAのボランティアさんが行っている「花壇整備」

の活動と児童委員会の環境委員会が連携して取り組んでい

きます。写真のように、綺麗な花苗が植えられた正面玄関前

の花壇の水やりや手入れを行っていきます。 

花壇の横には、１年生 

の育てているアサガオの 

鉢も置かれることになり、 

子どもたちだけではなく、 

来校される方々の目も楽 

しませてくれています。

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立菊水小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「菊水 花いっぱい運動 」

平成 30 年６月１日（金）～ 



◎委員会活動の取組

・園芸委員会では、学校花壇の水やり・草取

りを定期的に行っている。 

・環境委員会では、校舎内外で、環境を整え

る活動を行っている。 

◎総合的な学習の時間の取組

・フードリサイクルを通して、「食」を大切に

する心を育てる。 

・太陽光パネル設置に伴うディスプレイパネ

ルの表示等を利用し、発電量や節電に対す

る意識を高めるだけではなく、エネルギー

問題や地球環境問題にも関心をもたせてい

る。今年度は特に環境に係る「札幌らしい

特色ある学校教育推進事業研究実践校」に

決定したことも受けてこの成果を指導に還

元していきたいと考えている。

◎節電            

・教室移動時の消灯確認を怠らず、無駄な電

気を使わないよう心掛けている。 

◎節水

・節水を心掛け、水を大切にする。 

◎ごみの減量         

・教室内では資源化ごみと一般ごみの分別の

他に、古紙・紙屑を集め、月 1 回の PTA

の資源回収に協力している。 

◎蛇口チェック

・環境活動の一環として、 

毎日、蛇口チェックを 

する活動を児童環境委 

員会で実施。 

「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  

 日常的に取り組んでいる節電の意識を特に高めるために、

こまめに消そう節電週間を設定した。 

教室の電気スイッチ部分に児童が作成した節電啓発表示

のほかに、「ちっきゅん」を取り入れた全校共通の節電啓発

表示も行い、併せて児童の環境への意識喚起をねらってい

る。校舎内の電気スイッチにも啓蒙表示をしている。

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立川北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「こまめに消そう～節電週間」 

平成 30 年６月 25 日（月）～６月 29 日（金） 



◎花いっぱい運動        

・毎年学校の周りにマリーゴールドをプラン

ターに植えている。環境委員会が中心とな

り、毎日の水やり 

などの世話を行っ 

ている。 

・その種を集めて温室 

にまくと、春に芽が出てくる。その苗を再び

プランターに植え替えて花を咲かせる取り

組みをしている。 

◎フードリサイクル堆肥を 

活用した野菜作り   

・フードリサイクル堆肥を使い、１年生から６

年生の子どもたちが枝豆やジャガイモ、サ

ツマイモなどの数種類の野菜を育ててい

る。生活科や総合的な学習の時間、家庭科の

学習時間を使って調理し、自分たちで育て

た野菜を食する取組を行っている。 

◎節電            

無駄な電気を使わないように心掛けている。 

・明るい時は、窓側の電気を消す。 

・特別教室に行く時には、必ず自分の教室の

電気を消す。 

◎節水            

無駄な水を使わないように心掛けている。 

・水飲み場清掃のとき、水を出したままにし

ない。 

・牛乳パックを流水では洗わず、バケツに汲

んだ水で洗う。 

◎ごみの減量         

一般ごみと資源ごみに分別している。 

・各教室に二つのごみ箱を置き、分別してい

る。 

・給食に出る牛乳パックをリサイクルするた

めに洗浄・保管している。 

「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  

 児童委員会の環境委員会が『節水・節電の大切さ』を全校

に伝える啓発活動、図書委員会が『環境に関するお勧め図書

の紹介』を行った。 

【活動内容】 

・給食時間の校内放送を活用し、節水・節電の大切さを伝え

たり、環境に関する図書の紹介を行ったりした。 

・ポスターを校内に掲示して節水・節電の大切さを伝えた。 

・図書室前に環境に関する図書の紹介コーナーを設置した。 

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立東川下小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

平成 30 年６月 18 日（月）～22 日（金） 

「環境委員会による節水・節電運動」 

「図書委員会による環境に関するお勧め図書の紹介」 



◎委員会活動による牛乳パックリサイクル

牛乳パック回収を行っ 

ています。各教室の1週 

間分の牛乳パックを集め 

て整理をしたり、牛乳パ 

ックの開き方やまとめ方を全校に呼びかけた

りしています。 

◎白石清掃工場見学(４年生環境学習)

本校の校区には、白石清掃工場があり、社

会科、総合的な学習の時間でごみの処理の仕

方を学ぶとともに、ごみの減量についても考

えます。工場では、実際に燃えるごみがどの

ように処理されているのかを見学に出かけま

す。今年度は下水道科学館で下水が再生水に

変わる様子も学習し、 

よりよい環境にするた 

めに働く人へ感謝しま 

した。 

◎節電            

電気のスイッチをオンオフにする児童の

担当を決めている学級が多く、教室から離れ

る時は必ず電気を消し、無駄に電気を使わな

いようにしています。また、「つけっぱなし」

に気付いた時には、教師も児童も進んで電気

を消すようにし、日常的に節電を心掛けてい

ます。 

◎節水            

新学期に学級指導で水飲み場の使い方を

確認し、水道の使用後は、蛇口を下向きに、

きちんと閉めることを習慣化し、節水に心掛

けています。 

◎ごみの減量         

教室では、一般ごみ・資源ごみの2種類に

分別しています。教室や職員室から出る紙ご

みは、月１回の資源回収日に出し、リサイク

ルに努めています。

「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  
 米里小の環境や自分たちの 

生活に対し、１人１日に一つ 

は、よりよい行いをしようと 

いうことで、「節約」、「環境 

美化」などの取組を全校的に 

行いました。委員会活動の一つとして、児童自らが自分たち

の環境をよりよいものにしていく気持ちを高めるようにし

ています。活動の様子を目に見える形にするために、各クラ

スにシートを配付し、一つ取り組むごとにシールを１枚貼る

ようにしています。また、実施後は各学級のシートを廊下に

掲示し、全校児童の力を合わせて、よりよい環境にするため

に活動したことを振り返るとともに、今後も進んで継続して

いくことも意識させています。

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

札幌市白石区エコスクール宣言校

札幌市立米里小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

米里エコアクションミッション ～「１日！ひと

つ！」で…すてきな「米里」にしよう！～ 

平成 30 年６月 25 日（月）～27 日（水） 


