
◎野菜や花を育てよう

各学級で育てたいものを相談し、いろいろ

な種や苗を育てています。毎日水やりを行い、

生長の様子を見て、いろいろな発見をしてい

る。「芽が出たね。」「昨日より大きくなった。」

など保育者や友達と気付いたことを話しなが

ら大切に育てています。 

◎節電            

不要な個所は消灯する事を心掛けていま

す。戸外遊びや散歩などに出かける時には保

育室の電気をしっかり消しています。 

◎節水            

幼児に水の大切さについて伝え、手洗いな

どの時に水を出したままにしないようにし

ています。 

◎ごみの減量         

空き箱を幼児が工作等に利用しています。

使わなくなった作品は壊して再利用するな

ど繰り返し使い、物を大切にする気持ちが育

つよう繰り返し伝えています。 

「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  

遊びの中で廃材をいろいろな方法で活用しています。この

期間は年長児がお祭りに取組み、廃材が幼児の工夫でいろい

ろな物に変わり、ほかの園児にも刺激となって遊びや素材の

活用が広がっています。遊び終わった物は、園児の手で片付

け、分別するよう 

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

札幌市清田区エコスクール宣言園

札幌市立認定こども園にじいろ 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「廃材を活用したお祭りごっこ」 

平成 30 年６月 18 日（月）～７月６日（金） 



◎学校田で稲作体験

５年生では、学校にある約 70 平方ｍの水

田で、地域の方々のお力をお借りしながら、

毎年、田植え・成長の観察・稲刈り・脱穀・

餅つきを体験しています。餅つき会では、全

校児童が餅を食べ、喜びを共有しています。 

その様子は、ホームページ「ゆめ田んぼ日

記」で保護者・地域に発信しています。 

自然環境の大切さを学び、人（命）と自然

のつながりを学んでいます。 

◎水そして地球

６年生では、清田のきれいな水について、 

近隣にあるコカコーラ工場（清田の地下水を

利用して製品を作っている）と連携した学習

を進めています。将来にわたって清田のきれ

いな水を残していくために自分たちができる

ことを考えていきます。

◎節電            

雨の日以外、玄関・廊下の電気は消してい

ます。天気の良い日は、教室の電気を消して

学習しています。テレビ、パソコン、ラジカ

セなど、使用しないときは電源を抜いていま

す。 

◎節水            

手洗いの後はしっかりと蛇口を閉めてい

ます。家庭でも学校でも、水を出したままに

し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。各教室で余ったプリントな

どを保管し、裏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  

 札幌清田ライオンズクラブのみなさんのご協力で取り組

んでいる「ゆめ田んぼ」の中で育っている小生物を、（株）

アレフの協力により、採取して観察するという「里山」の生

き物について学ぶ学習を行っています。このことにより自然

環境の大切さと生き物の多様性について学んでいます。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立清田小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ゆめ田んぼ～里山の生き物を学ぼう」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎生ごみ減量の取組

フードリサイクルを意識しながら、「一人一

人ができる限り食べ残しをしないこと」「食材

を大切にすること」をモットーに全校給食に

取り組んでいます 

◎植樹の取組

白旗山水源の森にて植樹活動を行っていま

す。子どもたちが植樹を行うことにより環境

保全の一翼を担い、緑豊かで清らかな水がわ

き出る地域の自然環境により一層目を向ける

きっかけ、有明地 

域を大切に思う気 

持ちを育むきっか 

けとしています。

◎節電            

児童委員会が中心となって、ポスター等で

啓発しています。教室を空けるときや昼間の

廊下など、こまめに消灯することに気を付け

ています。 

◎節水            

水が出したままにならないように、使った

ら蛇口をしっかり閉めるようにしています。 

◎ごみの減量         

分別に気を付けるとともに、紙類の無駄づ

かいをしないよう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  ※活動全体は４月 10 日～10月 15 日

取組内容  

 札幌市農体験リーダーに指導をいただきながら、全校一斉

のアカゲラタイムを中心に野菜栽培を行っています。土おこ

し、肥料まき（リサイクル堆肥の活用）、種まき、雑草ぬき、

水やり等の活動を通して、きれいな水、土、空気という環境

が野菜の生産を支えてい 

るという意識も、一年間 

の活動を通して育んでい 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立有明小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「アカゲラタイム（野菜栽培体験活動）」 

平成 30 年６月 18 日（月）と 25 日（月） 



◎フードリサイクルの取組
学校の農園「みどりの庭」でフードリサイ

クルの堆肥を使用して、各種の作物を育てて

います。じゃがいもやたまねぎ、きゃべつ、

きゅうりをはじめ、トウモロコシやえだまめ

など、各学年で栽培作物を話し合って決め、

実際に調理して味わうまでを行う中で、“食”

の大切さを学んでいます。 

◎戸外清掃活動の取組     

グラウンドや校舎周りを、全校児童で年に

２回行っています。雪解け後や運動会前に清

掃を行い、自分たちでグラウンドや校舎周り

をきれいにして、安全に楽しく遊べるよう、 

環境を整えてい 

ます。 

◎節電            
教室を空ける時には、当番児童が中心とな

ってこまめに電気を消しています。 

◎節水            
必要以上に水は使わないよう、 

蛇口の水量を調節するよう心掛 

けています。また、節水を呼び 

掛けるポスターの掲示などで啓 

発しています。 

◎ごみの減量         
各教室に、資源ごみ（紙・ビニール）、一

般ごみ用の三つのごみ箱を常設しています。

子どもたちが日常的にごみの種類を意識し

ながら捨てることで、ごみ分別の意識を高め

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  
札幌市みどりの推進課による「マイタウン・マイフラワー

プラン」として、小学校と企業との連携の取組に参加してい

ます。各教室で種から苗に育てたマリーゴールドをこの期間

に前庭に植え替えます。そして、学校で種から育てた花苗を

用いたフラワーポットを、１学期末に高学年児童が、里塚・

美しが丘地区センター、老人福祉施設「まいあの里」、里塚・

緑ヶ丘町内会館へ届け、その後、大切に育ててもらうという

ものです。 

地域と一体となって取り組む花とみどり豊かなまちづく

りや、植物を育てる活動から、札幌の美しい自然や環境を守

り育てようとする態度の育成もねらっています。

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立三里塚小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

マイタウンマイフラワープラン～苗を植えよう 

平成30年６月18日（月） 

～29 日（金） 



◎フードリサイクルの取組
北野っこタイム（総合的な学習の時間）で、

リサイクル堆肥を活用し作物を栽培していま

す。その作物の一部を給食で使用し、全校児

童で味わっています。その際、各学級には、

作物を育てた学年からメッセージ入りのポス

ターが配られ、より心のこもった給食となっ

ています。 

また、作物を食材とした給食を作り、保護

者や地域の人たちとともに食べる交流給食

「北野のカレー」は第９回を迎えます。 

◎節電            

児童が学習や休み時間等に教室を離れる

際には、係の子や日直が忘れずに電気を消し

ています。 

◎節水            

 児童が、水を飲む時、手を洗う時の水の出

し方を意識し、水も大切な資源であることを

意識しています。 

◎ごみの減量         

各教室にごみ箱を２種類設置し、ごみを分

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  

PTA活動の一環として、 

平成 26年度からテトラパッ 

ク回収に取り組んでいます。 

今年度からは特に、テトラ 

パックの回収箱を玄関に常 

在し、より回収しやすい環 

境づくりをし、児童にとっ 

て、リサイクルが身近にな 

る取組を目指しています。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立北野小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「テトラパック回収」 

平成 30 年６月 ～  

北野の野菜を給食で使用します！ 



◎読み聞かせの中で

 本校では、読書活動を通して子どもの心を

育てることに力を入れています。毎週水曜日

の朝の活動では、全ての学級担任が各学級を

回り、絵本の読み聞かせを行っています。そ

の中で、環境をテーマにした本も多く取り上

げ、地球に優しく環境を考えることのできる

子どもを育んでいます。 

◎ICT 機器の活用

毎日の学習の中で、質の高い提示資料を使

用するために、ICT 機器を活用して作成・提

示することにより、見やすく分かりやすいも

のとなりました。学習効果がぐんと上がると

共に、カラー拡大機の使用やプリンター、印

刷機の使用が減り、紙ごみの量の減少にもつ

ながりました。 

◎節電            

教室やトイレの電気を消したり、電化製品

を主電源から切ったりするなど、子どもの学

習に支障をきたさないところから節電を始

めています。「無駄をなくす」視点から子ど

もの力で取組を進めています。 

◎節水            

４年生の「水はどこから」の学習では、本

州のダム渇水の事実提示から水を大切にす

る必要性を考えています。水道記念館の見学

から上水道の計画的な配備に関わる人々の

工夫や努力を知り、札幌市の水道水を大切に

しようという思いを高めています。 

◎ごみの減量         

校内から出るごみの大半を占める紙ごみに

着目し、使用可能なものを積極的に使用でき

るよう、裏紙利用率を高めるよう職員が協力

して取り組んでいます。 

「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  
 ４年生は、札幌市の人口の変化とごみの量の変化から、市

民がごみを出さないよう努力していることに気付くことが

できました。また、埋め立て地の残り寿命から、自分たちも

ごみを減らしていく努力をしなくてはいけないと考え、現地

学習では、駒岡清掃工場のごみの分別の様子や集められたご

みの山を見学しました。そこで、ごみの分別の大切さやごみ

を減らす必要性について実感的に学ぶことができました。 

また、「ごみの分別」「紙の無駄づかいをなくす」ことを柱

に教室のごみ減量に取り組みました。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立清田南小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「チャレンジ・・・・ゴミダイエット！」 

平成 30 年６月５日（火）～６月 29 日（金） 



◎児童委員会による啓発活動
 環境委員会では、ペットボトルのキャップ

やリングプルを収集する活動をしたり、環境

への関心を高めるようなクイズラリーを企画

したりしています。全校児童が環境問題に対

して見方や考え方を広げるよい機会となって

います。 

◎校区内の公園清掃
各学年で分担し、校区内の公園のごみ拾い

をしています。普段遊んでいる場所で活動す

ることにより、自然環境保護を身近な問題と

して捉えていきます。 

◎太陽光発電設備の活用
校舎屋上にソーラーパネルが設置されてい

ます。その発電量が見取れるようなグラフを

常時玄関前のテレビに映しているので、児童

は持続可能なエネルギーへの関心を高めてい

ます。

◎節電            

 教室移動の際は消灯し、必要のない照明は

点けないように心掛けています。また、廊下

の蛍光灯を間引き、日常生活に支障が出ない

範囲で節電に取り組んでいます。さらに、長

期間使用しない電気機器のコンセントは抜

くようにしています。 

◎節水            

必要以上に蛇口を開きすぎないように気

を付けています。また、「使った後はしっか

りと蛇口を閉めよう」など、委員会等で節水

を意識したポスターの掲示をしています。

◎ごみの減量         

教室から出るごみは「紙・ビニール」のご

みと「その他」のごみに分別しています。ま

た、PTAの資源回収にも協力しています。

「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  

 今年度もPTA環境委員会の方々に花壇の土をおこして肥

料を撒くお手伝いをしていただき、そこに児童が花の苗を植

えました。 

今後は水やりや雑草抜きを 

して、苗が元気に育っていけ 

るようにお世話をしていきま 

す。それぞれの苗がどんな花 

を咲かせるのかを楽しみに活 

動することで、生き物に対す 

る思いやりの気持ちも大切に 

していきます。 

未来の札幌を見つめる【環境】
札幌らしい特色ある学校教育

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立北野台小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱいになあれ」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 

【環境】キャラクター「ちっきゅん」



◎地産地消

５年生は、田植え・稲刈り体験や、農家の

方の工夫や努力を調べる取組をしています。 

また、農作物の 

輸送の仕組みを調 

べる活動等を通し 

て、地産地消がエ 

コにつながること 

を学んでいます。 

◎エコ・リサイクル学習

３・４年生が地域のエコ活動を調べたり、

調べたことを整理したりし、エコマップにま

とめています。 

また、自分たちにできるエコ・リサイクル

活動を考え、学校や家庭で実践することを通

して、「環境」に対する関心を高めていきます。 

◎節電            

電気を無駄にしないよう、使っていない教

室や廊下・階段の電気を消すようにしていま

す。 

また、点ける時でも、廊下などでは半分だ

けにするなどの工夫もしています。 

◎節水            

水を出したままにしない等、節水を意識し

ています。

◎ごみの減量         

学級で出されるごみを、紙とそれ以外の2

種類に分別しています。 

牛乳パックのリサイクルや、用紙の切れ端

を保存して別の活動に利用する等の取組も

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  
 １・２年生が、校区内にある敬老会の方々と一緒に花を植

える活動に取り組んでいます。土を入れ、優しく苗を植え、

玄関前に飾ります。北野地域のお年寄りと一緒に、自分たち

が暮らす地域の緑を増やす活動に 

取り組んでいます。 

その後は、全校のみんなと一緒 

に水やりや草取りをするなど、き 

れいな花が咲くように、世話をが 

んばっています。自分たちが暮ら 

す地域の緑を増やす活動に取り組むことで、優しく温かい心

を育てたいと考えています。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立北野平小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱい活動」 

平成 30 年５月 31 日（木）～７月２日（月） 



◎児童会による取組

 エコ委員会では、節電を呼びかけるポスタ

ーを作り、廊下や階段の電灯スイッチ近くに

貼るなど、「環境問題」に関して様々な啓発活

動をしています。 

◎PTA 資源回収

保護者や地域の方と連携し、月１回資源回

収を行っています。学校で出る段ボールやシ

ュレーッダーごみなども資源回収に出し、ご

み減量に取り組んでいます。 

◎学校前の花壇整備

「人権の花」運動に参加し、学校の玄関前

のプランターで花を育てています。また、PTA

の環境委員の活動として、学校前の花壇でチ

ューリップなど季節の花を育て、環境美化に

努めています。

◎節電            

使用していない教室の電灯は消すように

しています。 

◎節水            

児童会のエコ委員会では節水を呼びかけ

るポスターを作り、水飲み場付近に掲示して

います。 

水を出したままにしないことを強く意識

しています。 

◎ごみの減量         

印刷ミスプリント裏紙を職員向け文書に

活用しています。 

使用済み封筒を再利用しています。端切れ

色画用紙は大きさや色別に整理し、図工教材

として活用しています。 

「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  

 児童委員会のエコ委員会の活動として、リングプルやペッ

トボトルキャップの回収を促すためのポスターを作成して

掲示しています。エコキャップの回収をさらに増やすため、

クラス対抗の「エコキャップ回収レース」を企画するなど、

全校のみんなが楽しみながらリサイクル活動に関心をもて

るよう、工夫して活動しています。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立清田緑小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

ペットボトルキャップとリングプルの回収 

」

平成 30 年度 通年 



◎地域・PTAによる資源回収＆ 

      テトラパック回収

毎月１回、保護者にお便りやメールで呼び

かけ、資源回収、テトラパック回収を行ってい

ます。玄関に設置するテトラパック回収ケー

スは、毎回満杯になるほど、多くの回収ができ

ています。 

◎牛乳パックリサイクルの取組

給食時、各児童が牛乳を飲んだ後の容器を

洗い、乾かし、クラスで100枚ごと束にして

所定の棚に入れます。まとめたものを業者に

渡しています。        

自然や資源を大切にする気持ちを常にもつ

ように心掛けています。 

◎節電            
教室を空けるける時は必ず電気を消すよ

う意識しています。また、特別教室を使った

後は必ず電気を消す、気付いたら消すという

ことも意識しています。廊下は、明るいとき

には電気を付けないようにもしています。 

◎節水                        

手を洗うときには、石鹸をつけたら水を止

め、石鹸でしっかり泡立ててから水を出して

洗う取組を始めました。 

◎資源を大切に

片面が使用できる印刷物は、印刷室にある

箱に入れ、再利用できるようにしています。

また、半端の画用紙、封筒なども再利用でき

るよう、場所を決めて保管し、次に使いたい

時は、まずそこから探すようにしています。

◎ごみの減量         

教室、校内では資源化・一般に分別し、ご

み減量に心掛けています。 

「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  

・札幌市の使用データを基に、増え続けてきた水の使用量か

ら、暮らしの変化や自分たちの生活（水の使い方）に目を

向け、身近な「水」について改めて考えていく意識を高め

ています。 

・たくさん使っている「水」がどこからやってくるものなの

か、という疑問から、水源である森やダムの働きについて

学習しています。 

・水道記念館を見学することで、学習したことをより実感

し、水源である森→自然環境の大切さを考えています。 

・これからの自分たちの生活の中で、節水や節電など、限り

ある資源を大切にする意識を高めています。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立平岡小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「水はどこから」～大切な資源 

平成 30 年６月 15 日（金）～７月６日（金） 



平成３０年６月１９日（火） 

◎地域の農場を借りての活動

毎年、校区内にある畑をお借りして植物の

栽培活動をしています。（総合的な学習の時

間） 

◎地域と連携した花壇の整備     

美しが丘クラブの方たちに教わりながら、

学校の周りの街路樹花壇に花の苗を一緒に植

える活動をしています。 

◎節電            

・教室を出る時は電気を消しています。 

◎節水            

・掃除で使用するバケツの水は半分にしてい

ます。 

・牛乳パックを洗う水はバケツの水で行って

います。 

・保健委員会が作成した水道の使い方の掲示

を見て、水の出し過ぎなどに気を付けてい

ます。 

◎ごみの減量         

・牛乳パックをリサイ 

クルしています。 

・リングプル、ペット 

ボトルキャップ回収 

運動をしています。 

「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          

校花いっぱい活動  

マリーゴールド種まき・苗植え 

実施日時  

平成 30 年６月 19 日（火）

取組内容  

 総合的な学習の一環として、全校児童が時期ごとに活動に

取り組んでいます。校花のマリーゴールドを花壇に咲かせた

り、校舎の周りに配置したりすることによって学校の美化を

進め、児童の豊かな心を育てています。  

児童と保護者が種まきや苗植えを行い、その後、児童が水

やり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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立真栄小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 



◎牛乳パック回収の取組

学校給食で自分たちが飲んだ後の牛乳パッ

クを資源回収に出しています。自分たちで、

パックを解体し、洗浄して、100枚を束にし

て出しています。 

◎春と秋の清掃活動

自分たちが日常の生活で使用している場所

（グラウンドや平岡南公園）を清掃すること

で、自分たちの生活を振り返り、改善してい

こうとする態度を育てています。また、全校

で同じ目標に向かって協力し合い、清掃活動

を行うことを通して、一体感と達成感を味わ

わせることを 

ねらいとして 

います。

◎節電            

子どもが親しみやすいキャラ 

クターを用いて、節電の啓発を 

しています。児童各自が不要な 

電気を消すよう心掛けています。 

◎節水            

電気水道局から借りたキャラクター「うぉ

っぴぃ」を使用したステッカーで、無駄使い

をしないよう呼びかけています。 

◎ごみの減量         

各教室に３種類（一般ごみ・資源ごみ・再

生紙）のごみ箱を置き、ごみを減らすことを

常に心掛けています。

「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  

 ボランティア委員会（児童委員会）が中心となって、校内

の蛇口をしっかりと閉め、水を飲んだ後は蛇口を下に向けよ

うと、ポスターを作って全校に呼びかけています。 

みんな率先して蛇口を閉めたり、水を飲んだ後は蛇口を下に

向けたりするようにしました。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立平岡南小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコ大作戦」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



平成 29年７月１２日（水） 他２回実施 

◎牛乳パックの回収の取組
 牛乳パックは毎日子どもたちが洗って開

き、100枚たまったら束にして回収していま

す。年に３回、回収業者に来ていただきリサ

イクルをしています。今年度は、児童会環境

委員会による牛乳パックコンテストを行い、

上手な開き方や縛り方を身に付けられるよう

にしています。 

◎いいまち平岡中央プロジェクト
５年生のYUME TIME（総合的な学習の時

間）では、身近な公園の様子や町内会の活動

に目を向ける学習を行っています。公園の調

査を通して、清掃活動や地域の活動に参加す

るなど、地域の一員として自覚をもち、進ん

で関わる態度を育てています。 

◎花のお世話活動の取組         
 PTA ボランティアの方が植えてくださっ

た花壇やプランターの花への水やりを児童会

環境委員会が行っています。生き物や緑を大

切にするなど、環境を守り育てる態度を育ん

でいます。 

◎節電            

 教室を出るときは、電気を消すなど、不要

な電気は使わないよう心掛けています。 

◎節水            

牛乳パックを洗うときは、バケツに水をた

めて洗うなど、水を無駄遣いしないよう心掛

けています。 

◎ごみの減量         

校内のごみ置き場で資源化ごみと一般ご

みの２種類に分別しています。 

 また、校内で出される紙ごみを分別し、資

源回収に出す取組も行っています。 

 PTA の方々に協力していただきながら、

月１回資源回収もしています。 

「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  

 アダプト・プログラムとは、道路や公園などを、市民が愛

着をもって清掃活動を行うもので、それに対して行政が様々

な支援を行う制度です。本校では、３年生の子どもたちが学

級ごとに分かれて、ごみ拾いをしながら校区の道路や公園を

歩きました。教室に戻ってから書いた振り返りカードには

「これからもごみを拾っ 

て、自分たちの街をきれ 

いにしたい」など、自分 

の住んでいる地域を大切 

にしようとする気持ちが 

高まっていきました。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立平岡中央小学校

日常のエコの取組 特色ある取組 

YUME TIME-３年総合的な学習の時間- 

『まちをきれいにしよう～アダプト・プログラム』

平成 30 年６月～８月 全２回実施



◎牛乳パックリサイクルの取組
本校では、かねてより牛乳パックのリサイ

クル活動に全校を上げて取り組み、紙資源の

再生への関心・理解を深めています。給食時

に子どもたちが飲んだ牛乳のパックは、リサ

イクル業者に回収・換金していただき、教育

活動に必要なものの購入に充てています。パ

ックのリサイクルにあたっては、洗い、乾か

し、束ねるまで全て子どもたち一人一人の手

で行われています。もちろん、洗う際の節水

にも十分配慮しています。 

学校だけでなく家庭にも協力していただ

き、毎月多くの牛乳パックが集まっています。 

◎ごみ分別の再認識             
教室内において、数種類のごみ箱に加え、

「資源回収 BOX」（※古紙）を昨年度から追

加設置しました。印字無しの裏面を活用した

り、再生資源として回収されることを知った

りと、日常的に古紙のリユース・リサイクル

を学ぶきっかけとなっています。

◎節電            

 太陽光パネルによる発電量や校内の利用

率を常時電光掲示板で表示し、こまめに照明

を消すなどの省エネの大切さを実感できる

取組を続けています。 

◎節水            

日常の取組として水を無駄にしないよう

に心掛けています。

◎ごみの減量         

教室にごみの分別方法を掲示し、指定場所

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  

 町内会から寄贈していただいた花の苗400株を校地に面

した街路マスに植え、秋まで世話をする活動です。縦割りグ

ループ毎に一区画を受け持ち、土おこしから苗植え、水やり、

雑草取り、後始 

末まで自分たち 

の手で行います。地域の環 

境美化への意識 

を高めるととも 

に、命の大切さ 

を学びました。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立美しが丘小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱいになあれ」 

平成 30 年６月５日（火）～10 月上旬 



◎ソーラーパネル活用の取組

 学校に設置されているソーラーパネルを活

用し、学校の消費電力の一部に充てています。

それと同時に、節電への意識を高めるために、

玄関に、前日の発電量と消費電力を掲示して

います。登校時や休み時間など、発電量や消

費電力などに着目している子どもたちの姿が

見られました。

◎節電            

 日中の日が照っているときに、教室窓側の

照明を消すなどの節電をしています。また、

移動教室時には、必ず教室やワークスペース

の電気を消す取組を行っています 

◎節水            

水を出したままにしないという声かけを

行っています。また、水の大切さを意識し、

無駄遣いをしないように心掛けています。牛

乳パックもバケツにためた水で洗っていま

す。

◎ごみの減量         

教室のごみについては、資源と一般の二つ

の区分で分別を行っています。また、職員室

で出るごみについては、より細分化して、分

別、リサイクルを行っています。フードリサ

イクルにも取り組み、そこからできた肥料を

使いながら教材園の作物を育てています。

「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、毎日子どもたちが洗って開き乾燥させてい

ます。100 枚集まったら束にして、リサイクル委員が回収

しています。年に数回リサイクル業者に来ていただきリサイ

クルしています。4 月には、6 年生が 1 年生に牛乳パック

の上手な開き方を教えるなど、リサイクルの方法と意識をし

っかり教えています。「さっぽろっこ環境ウイーク」には、

リサイクル委員会がエコに関する校内クイズラリーを行い、

エコへの意識を高めると共に、牛乳パックの整理整頓を呼び

かけました。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立平岡公園小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

牛乳パックリサイクルの取組 

平成 30 年４月９日（月）～20 日（金） 



◎ホタルの学習

総合的な学習の時間「自然がいっぱい美し

が丘」では、地域に住むホタルの会の方にご

協力いただき、ホタルについて調べたり、幼

虫を観察したりする学習をしています。学習

した４年生は成虫の観察会のことを全校児童

に知らせています。ホタルが住むために必要

な環境を考えるよい機会となっています。 

◎社会科から総合的な学習へ
４年生が社会科で下水道科学館や水再生プ

ラザの見学をしたりします。環境に優しい取

組について様々な事例を通して学び、自分た

ちにできることを考えます。社会科で学習し

たことを総合的な学習の時間に発展させ、エ

ネルギー問題について更に詳しく調べたり、

フードリサイクルの学習につなげたりしてい

ます。

◎節電            
教室を移動する際に、電気係の児童が消し

ます。誰もいない場所に電気が点いていない

ように、係以外の児童にも日常のルールとし

て身に付いています。 

◎節水            
水を無駄に使わないよう心掛けています。

出したままにならないように、気付いた子が

止めるようにしています。また、緑の大地委

員会の児童が全校朝会で呼びかけたり、ポス

ターを貼ったりして意識を高めてきました。

◎ごみの減量         

段ボール箱を各階や職員室に設置し、古紙

を回収しています。できるだけ両面印刷を心

がけます。給食の牛乳パックは捨てずに全校

児童で回収に取り組んでいます。また、ごみ

の分別がしやすいように、ごみ箱の表示や設

置場所を工夫しています。 

「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  

取組内容  
 毎年、町内会よりたくさんのきれいな花をいただいていま

す。「お花を受け取るセレモニー」を開催し、３・４年生児

童が代表して参加しました。その後、各学年でプランターに

植え替えて毎日水やりをしています。玄関前のつどいの広場

と学校前の歩道がまさに花いっぱいになりました。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立美しが丘緑小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱい運動」 

平成 30 年６月６日（水）～ 


