
◎リングプル 

  ・ペットボトルキャップ回収

リングプルやペットボトルキャップの収集

から施設への車椅子の贈呈までについて、生

徒会が中心となり、生徒の自主的自治的活動

として位置付けています。 

生徒会主催の「プルタブ選手権（学級対抗）」

を定期的に行い、リングプル回収強化に取り

組んでいます。 

◎プリント類の裏面活用の推進

片面刷りとなっているペーパーの裏面を、

プリント類の残部を活用して、新たなプリン

トの印刷等に有効利用しています。

◎節電            

・節電の呼びかけをしています。（日中、廊

下は消灯、教室はこまめにスイッチ・オフ、

教室のテレビは使用していないときは主

電源を切ることを心掛けています。） 

◎節水            

・節水の呼びかけと実行を行っています。（う

がい手洗いは必要な分だけの水量で健康

管理しています。教室掃除の水拭きは、バ

ケツに半分程度の水を入れ、雑巾は固絞り

をしています。） 

◎ごみの減量         

・意識した分別に取り組んでいます。（でき

るだけごみを出さず、出たごみは捨てるこ

となく持ち帰っています。） 

「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  

・リングプル・ペットボトルキャップの収集 

（各家庭や地域の商業・体育施設等に、キャップ回収への協

力をお願いしています。） 

＊エコライフレポートの取組 

（生徒自らが自分自身のエコに対する取組を振り返り、評価

するとともに新たな目標を設定しています。） 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立八条中学校 

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 18 日（月）～29 日（金） 



◎古紙回収の取組
教室と職員室(印刷室)に古紙回収ボックス

を設置し、用紙の裏面を再利用した後、業者に

回収してもらっています。 

◎フードリサイクルへの取組
学校給食の調理くずや残食などを堆肥化

し、その堆肥を利用して新たに作物を作る取

組を行っています。フードリサイクルについ

て生徒たちに給食だよりで周知し、食べ物の

大切さを伝えています。また、フードリサイ

クルで作られた堆肥を用いて特別支援学級の

生徒が学校の花壇で花を育て、野菜を栽培し

ています。とれた野菜は支援学級の調理授業

に使用します。 

◎節電            

 無駄な電気は使用しないようにしていま

す。廊下、教室、特別教室は、利用していま

い時には必ず消灯しています。 

また、休憩時間の終了時には、 

トイレ、廊下も消灯します。 

◎節水            

節水を心掛けるように、水飲 

み場の蛇口そばの掲示などで 

意識を高めています。 

◎ごみの減量         

各教室、特別教室に分別用のごみ箱を設置

しています。ごみ分別表を掲示し、分別を徹

底しています。また、行事の折には生徒会が

中心となり、各学級からのごみが正しく分別

されているかをチェックしています。 

「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  

 生徒会が中心となり、ボトルキャップの回収を行います。 

校内数カ所にキャップ回収ボックスを設置します。また、ボ

トルキャップの回収後の行方を、昨年の学校祭において生徒

会が特集して報告し、今年度はキャップの色ごとに回収を進

め、目的別に使用できるように回収を進めています。昨年度

に続きエコロジー意識を高く持ち、リサイクル活動に取り組

みます。 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立月寒中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ペットボトルキャップ」回収運動 

平成 30 年６月１日（金）～９月 28 日（金） 



◎太陽光発電パネルを活用した 

環境教育 

 校舎屋上に設置された太陽光発電パネルに

ついて教科の中で学習しています。また、1

階ホールに情報パネルを日常的に見ることが

できる状態とすることで、生徒が発電を確認

し、発電の仕組みを考えたり、エコについて

考えたりし意識を高めています。  

◎「花いっぱい運動」の取組 

（地域、PTA との活動）

 1 年生が PTA環境員会の協力を得て、地域

の方と一緒に、学校前の道路にある街路樹花

壇の植栽と水やりを行っています。作業する

ときには、地域の方が安全面の配慮などをし

てくださり、地域に見守られながら環境美化

への意識を高めています。 

◎節電            

天気が良く、明るい日は教室の窓側の電灯

や、移動教室で人がいなくなるときは電気を

消していくなどしています。 

◎節水            

 水を出したままにしないように気を付け

ています。また、トイレの手洗いが人感セン

サーなので、節水できるようになっていま

す。 

◎ごみの減量         

 画用紙の使い残りをとっておいて、他の活

動で使用したり、学校祭などでは、安易に新

しいものを購入するのではなく、学校に残っ

ているものなど活用しています。教室のごみ

箱を一般ごみと資源ごみに分別し、紙資源は

リサイクル業者に回しています。 

「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  

 生活委員会を中心に校内でボランティアを公募して、校内

や校地付近の清掃を不定期に行っています。 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立平岸中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「清掃ボランティア」の計画、実施

平成 30 年６月中に計画立案、７月実施 



◎植樹枡花壇の取組

豊平区の花ランド事業の一環として、例年、

６月上旬に「花いっぱい運動」を行っていま

す。１年生が、区役所の方と一緒に羊ヶ丘通

沿いの植樹枡に花を植える活動です。今年度

は6月14日に実施しました。 

◎農作業体験

２年生は、６月の宿泊研修で農作業体験に

取り組んでいます。農家の方のご指導で、田

植えに挑戦します。   

農作業の厳しさとともに自然の大切さなど

について体験を通して考える２日間になって

います。 

◎節電            

文化常任委員会が校内ポスターコンクー

ルを開催し、節電に関するポスターを校内に

啓発用として掲示し、節電を呼びかけていま

す。 

◎節水            

文化常任委員会が校内ポスターコンクー

ルを開催し、節水に関するポスターを校内に

啓発用として掲示し、節水を呼びかけていま

す。 

◎ごみの減量         

保体常任委員会が呼びかけ、札幌市の指定

区分に沿ってごみを分別しています。また、

生徒会書記局では、ペットボトルキャップ回

収や、車椅子を購入するためのリングプル回

収に取り組み、ごみの減量化を目指していま

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  

生徒会主催で全校生徒から有志を募って「とよひらお掃除

隊」を結成し、地域をきれいにする活動をしています。７月

の「とよひらお掃除隊」では、区役所の方と「とよひらまち

づくりパートナー」が一緒に校区内の清掃を行います。

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立陵陽中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「とよひらお掃除隊」 

平成 30 年７月 23 日（月） 



◎ボトルキャップ・リングプルの回収 

 数年前から、生徒会を中心に環境問題への

取組を行っています。本校での取組は具体的

には「リングプル回収」「紙、古紙の回収・

再利用」「ペットボトルキャップ回収」です。

月に１～２回を『ちきゅうの日』とし、各学

級に設置してある回収ボックスを生徒会役員

が、回収しています。また、玄関にはPTA用

の回収 BOX が設置されている他、近所の施

設にも回収箱を設置させてもらっており、回

収結果は生徒会役員がプリントにまとめ、各

学級へ配付、掲示させ、知らせています。活

動が生徒会から個人へ広がり、全校生徒みん

なでエコを意識した生活が送れることを目標

に取り組んでいます。 

◎節電            

 2011年に起きた東日本大震災を受け、北

海道民である私たちができる取り組みとし

てスタートしたものです。 

 普通教室…朝の開門～授業まで 

      10分休みの時間 

      昼休み 

 各階男子トイレ…一日中消灯 

 各階廊下…一日中消灯 

生徒会役員と代表で臨機応変に対応して

います。 

毎月電気使用量を比較し、節電の成果報告

を行っています。 

◎古紙・裏白紙の再利用

 古紙・裏白紙両方を回収し、古紙はリサイ

クルへ回し、裏白紙は生徒会室で再利用しな

がら使っています。 

「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  

取組内容  
 年に数回生徒会役員を中心に学校や地域のために行って

いる奉仕活動です。今回実施したものは花壇の整備と種ま

き、７月下旬には格技室清掃も実施します。学校、地域のた

めにどんな 

取組ができ 

るのか考え、 

次年度につ 

なげていま 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立羊丘中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「種まきボランティア」 

平成 30 年６月 22 日（金） 



◎生徒会清掃ボランティア

生徒会活動で、校区内でボランティアによ

る清掃活動を方面別に分けて行っています。 

◎花植えボランティア

ボランティアによる、花植え活動を行ない、

地域の老人施設に提供しています。 

◎節電            

移動教室の際や、人のいない場所の電気を

消しています。また、使用しない電気器具の

電源プラグを抜いています。 

◎節水            

水道を使ったら、必ずしっかりと蛇口をも

とに戻す、水を流したままにしない、手洗い

等でできるだけ水を節約しています。 

◎ごみの減量

各教室に「資源ごみ」と「一般ごみ」のご

み箱を設置し、分別をしっかりと行っていま

す。リサイクル用紙の回収など、ごみの削減

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  

１ 節電・節水重点週間の実施（東月環境月間） 

徹底できるよう、各教室に掲示物を配布し、意識を強化

しています。 

２ 環境講演会の実施 

戸田建設株式会社を招い 

て、「浮体式風力発電～再 

生可能エネルギー～」をテ 

ーマに講演会を実施しまし 

た。昨年度、今講演会に向 

けて、理科の授業で浮体式 

の模型を作成しています。 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立東月寒中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「東月環境月間」 

平成 30 年６月１日（金）～29 日（金） 



◎花壇や鉢植えの手入れ 

技術分野の授業「生物育成」とタイアップ

し、校地の周りに鉢植えを飾っています。 

◎アルミ缶・エコキャップ回収

玄関先にエコキャップ 

やアルミ缶回収箱を設 

置しています。 

車椅子の交換を目指し 

生徒会が中心となって年 

間を通し活動しています。

◎節電            

・教室にあるテレビやDVDデッキなどはコ

ンセントから抜き、スタンバイ状態にはし

ないようにしています。 

・使っていない場所の消灯に努めています。 

◎節水            

・水を大切に使うようにしています。 

・手を洗う時は水を流したままにしない。 

◎ごみの分別         

・各教室に「一般ごみ」と「資源化ごみ」の

分別回収用のごみ箱を設置しています。 

・最終のごみ捨て場段階では９種類に分別

し、札幌市の指定通り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  

学校周辺のごみ拾いを行いま 

した。校舎周辺はフェンスに鉢が 

飾ってあり、近隣の道行く方々か 

らはきれいとの温かい言葉を頂戴 

しています。よりきれいな学校を 

目指し今回は陸上部の生徒の協力 

を得て校舎周辺の清掃を行いまし 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立西岡中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「地域クリーン大作戦」 地域に根付いた活動

平成 30 年６月 26 日（火） 放課後 



◎清掃活動・ごみ減量の取り組み
道徳教育の一環として全校生徒による清掃

活動「ごみゼロボランティア」を６月と11月

の年２回行い、環境美化への意識を高めてい

ます。また、学校全体でごみを少なくしよう

という呼びかけをしており、学校祭では準備

の段階からごみの減量を意識した取組を委員

会中心に行っています。 

◎ペットボトルキャップ回収
ワクチン接種の応援を目指し、生徒会が主

体となって、各クラスと１階ホールに回収ボ

ックスを設置して回収しています。月ごとや

学期ごとに達成目標を設定するなど、工夫し

た取組を主体的に行っています。 

◎節電            
教室を移動する際には、係を決めて空き教

室のスイッチをきちんと切る、廊下の照明は

半分にするなど、学級活動や学校全体で節電

を意識するような取組をしています。 

◎節水            
水を無駄にせず大切に使うように心掛け

ています。 

◎ごみの減量         
校内のごみ置き場で５種類に分別してい

ます。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。分別に取り組むことでご

みの減量にも目を向けています。

「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  

 全校生徒・教師が参加し、本校校区の町内会の方々や児童

会館関係者とともに学校周辺地域のごみ拾いと雑草除去を

行っています。この活動を通して、地域の環境を整えること

の大切さを知り、自分たちの住む生活区域の実態を再確認す

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立中の島中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ごみゼロボランティア」 

平成 30 年６月 26 日（火） 



◎地域内での活動

・全校的な節電への取組。 

・日常的なごみの分別活動。 

・地域へのボランティア活動として、町内会の

方々と校区内の清掃活動を実施。 

・冬季に地域や札幌大学と連携し、お年寄りの

住宅の「除雪ボランティア」の取組を実施。 

・生徒会と地域町内会の役員の方々と「地域に

ついて考える」をテーマに座談会を実施。 

◎節電            

・晴天時に教室の窓側の蛍光灯や移動教室の

ときに、教室の蛍光灯を消しています。 

・晴天時、廊下の蛍光灯を消しています。 

・電気暖房を必要なときだけ入れて、不必要

な部屋の暖房を消しています。 

◎節水            

・水道の蛇口をきちんと閉め、余分な水を流

さないようにしています。 

◎ごみの減量         

・ごみ分別を各学級単位で徹底しています。 

・余ったプリントを回収し、古紙回収に回す。 

・日常的に、「ごみを出さない生活」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  
  平成 25 年６月 日（ ）～  日（ ） 

取組内容  

 地域の自治会の方々や、町づくりセンターの方々と連携

し、「全校地域清掃」を実施しています。保健常任委員会が

中心となって準備活動を行い、当日はまず全校集会を行い、

地位の方々と挨拶をしてから、クラス毎に分担された地区の

清掃に、地域の方々と共に向かいます。 

回収したごみについては学校 

に戻ってから分別を行い、処理 

をします。 

 全校単位で、地域の環境を 

考える良い機会となっています。 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立西岡北中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

地域をきれいに「全校地域清掃」の取組 

平成 30 年４月 27 日（金） 



◎ペットボトルキャップ回収
生徒会が中心となり、環境保全を目的に、

ペットボトルキャップと古紙の回収を通年行

っています。 

ペットボトルキャップは玄関前の回収ボッ

クスへ、古紙は生徒会役員が各教室や職員室

から回収する方法で回収し、資源のリサイク

ルに努めています。 

◎節電            

・節電を呼びかける 

ポスターを掲示 

・教室移動時に積極的 

 継続的に消灯の呼び 

かけを行う取組 

◎節水            

・節水を呼びかけるポスターを作成して、水

飲み場に掲示 

◎ごみの減量         

・生徒会による古紙回収 

・プリントの裏面再利用 

・会議文書のペーパーレス化 

「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７月 10 日（火）、11 月 18 日（月） 

取組内容  
生徒会が企画し、参加生徒を募って、学期に１回程度、校

舎内の特別清掃を行っています。普段の清掃で割り当ててい

ない個所（階段の手すり、トイレのパーテーション・ホール

の棚や手すりなど）を中心に、自分たちが使っている学校を

きれいにし、より生活しやすい環境を整えることを目的とし

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立あやめ野中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

環境美化活動



◎地域のごみ拾い

・毎朝の通学路指導で、通学路のごみ拾いも

あわせて行っています。声をかけてくださ

る地域の方もいます。 

・今年度は、市立高校総合文化体育大会の日

に開催される「ごみ拾いボランティア」へ

の参加・協力を呼びかけています。 

◎校内の環境整備

・生徒ホールや階段の踊り場、サンルーフな

どに美術や書道の生徒作品を展示していま

す。また、華道部による生け花作品なども

展示し、校内環境の美化に努めています。 

・ごみの分別活動について、全校生徒を挙げ

て取り組んでいます。今後も環境美化に気

を配っていきます。 

◎節電            

・廊下などの蛍光管を間引きして、節電に努

めています。 

・また、体育館や特別教室で授業を行うとき

は、教室を最後に出る人が、教室の蛍光灯

を消すようにしています。 

◎節水            

・水飲み場の節水を呼びかけています。 

・トイレの節水を呼びかけています。

◎ごみの減量         

・ごみの分別方法を実態に合わせて改善し、

これまで以上に分別を徹底し、再利用可能

なものはできるだけ再利用するようにし

ています。 

・美術作品制作の材料にリサイクルで作られ

た紙管なども活用しています。

「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  

・学校祭が７月６日（金）、７日（土）に行われました。学

校祭の展示や縁日で出た様々なごみを教師と生徒で分別

しました。また、お客さん用に特別ごみ箱を用意して、主

要箇所に設置し、保健委員会が中心となって、ごみステー

ションに回収しました。 

・また、８日（日）、学校 

 祭の復元日には、各クラ 

 スの保健委員が協力して、 

校外清掃を行いました。 

写真はその時のものです。

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

市立札幌平岸高等学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「学校祭後の校外清掃」 

平成 30 年７月８日（日） 


