
◎公式ゆるキャラもスマイル宣言

 生徒会が主体となり、車椅子との交換を目

指してのリングプル回収やベルマーク集めの

呼びかけを行っています。 

 琴中公式ゆるキャラの「めだまやき」も一

役かって、一人一人がみんなのことを考える

「琴中スマイル宣言」の意識がベースとなっ

た様々な活動を行っています。 

◎フードリサイクルも活用中！！

 校地内に開墾された「おやじの会」企画の

じゃがいも畑に、今年度も「フードリサイク

ル」事業でいただいた堆肥を施しました。 

また、今年はその横に、特別支援学級の生

徒が新たに耕した「まめ畑」が登場しました。 

毎年恒例の「おやじ講師による特別授業」

でのエコの授業（リサイクル業など）の学び

も合わせて、保護者・地域・関連機関等から

の御協力も得て環境を考えています。 

◎節電の取組 

 委員会によるポスター作りや日常的な声

かけをして、使用していない教室や廊下等の

こまめな消灯を行うとともに、電気器具も必

要のないときにはコンセントを抜くなど、節

電に取り組んでいます。 

◎節水の取組       

 水の大切さを考え、水の無駄遣いをしない

よう、トイレ、手洗い、清掃等の際に、水の

出しっぱなしをしないことはもちろん、必要

最小限の水量を心掛けています。

◎ごみの減量         

 各教室では、紙資源・一般ごみ・金属・そ

の他のごみの４種類に分別しています。 

 また、印刷物は古紙の裏面を利用したり、

再生できる状態の紙についてはできるだけ

リサイクルに回したりするなど、ごみの減量

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          

実施日時  

取組内容  

 今年度も本校保護者及びOBで構成される「平成おやじの

会」の皆さんと部活動生徒（今年度はバドミントン部の約4

０名）が一緒になって、校区の発寒川清掃を行いました。 

 初夏の爽やかな 

青空のもと、協力 

してごみを拾い、 

環境を考えながら 

地域の人たちと自 

然の豊かさを満喫 

する楽しい１日と 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立琴似中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「発寒川清掃ボランティア」 

平成 30 年６月 24 日（日） 

写真等



◎PTA活動

PTA環境部会では、毎年、プランターに花

を植えて校門前に飾っている。土日はPTA環

境部の保護者が水やりを行い、平日は生活委

員の生徒が朝の挨拶運動の前に水やりを続け

ている。今は、彩り豊かな花が真夏の暑さに

負けない元気を与えている。 

◎節電            

・教室移動の際に、消し忘れがないように呼

びかけを行う。 

・使用教室以外は、照明を点けない。 

◎節水            

・水道使用時は、流しっぱなしにしないよう

に呼びかけを行う。

◎ごみの減量         

・様々な活動の中で出されるごみは、「資源

化ごみ」「一般ごみ」「プラスチック」「金属」

「古紙」に分けて、分別回収している。 

・「古紙」は、月末に二十四軒小学校PTAの

資源回収の際に回収してもらっている。

「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  

 生徒会では、１年を通じて回収容器を玄関に設置し、エコ

キャップ・リングプルの回収を続けている。また、各学期に

１回の「ボランティア週間」では、生徒会役員が朝の始業前

に回収強化の呼びかけを行っている。１学期は、５日間で

49,750ｇのエコキャップ 

と 19,450ｇのリングプル 

を回収し、いずれも生徒会が 

設定した目標を大きく上回る 

ことができた。 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立陵北中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ボランティア週間」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎教室への古紙回収箱の設置   

委員会活動の一環で、各教室にエコ活動を一

層意識させることをねらいとして、日常的に取

り組んでいます。 

◎モニュメント等の清掃     

委員会活動の一環として、校舎前のモニュ

メントの清掃活動や PTA や地域の方々が植

えた街路樹マス花壇の清掃整備活動に取り組

んでいます。 

◎PTA との街路樹マス花壇整備  

校舎正面の街路樹マスに花壇を整備し、草

とり水やり、ごみ拾いなどを行っている。

◎節電            

普段から、廊下等の照明を半分消灯するこ

とを心掛けています。 

使わない電化製品のコードはこまめに抜く

ようにしています。 

◎節水            

トイレの人感センサーを調節して、節水に

心掛けています。 

◎ごみの減量         

裏面の使える印刷物の再利用を率先して行

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  

日常的に行われている生徒会のリングプル、ペットボト

ルキャップ回収に学期末の 

強化週間を設定し、日常の 

エコ活動を一層意識させる 

ねらいとして、ポスターや 

校内放送等での呼びかけを 

行い、普段より多くのリン 

グプル、ペットボトルキャ 

ップの回収を励行していま 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立八軒中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「リングプル回収強化週間」

平成 30 年７月 17 日（火）～24 日（火） 



◎PTA、小学校連携の花壇づくり！
 正門広場の左右の花壇は、PTAが中心とな

りボランティアを募って花植えが行われ、整

備されています。そこに部活生徒が水やりを

しながら大切に花を育てます。１学期末には

校区の西園小学校の生徒が鉢花を持参し、花

壇に文字通り“花を添える”活動を行い、夏

休み中の水やりは小学生も協力して、秋まで

花が咲き続ける花壇を維持管理しています。 

◎園芸作業にリサイクル肥料!
本校ではランチルームを活用した給食の時

間に、栄養士が食育指導を行っています。食

べ残しを少なくする指導とともに、本校の特

別支援学級の園芸作業にもフードリサイクル

堆肥が活用され、環境に配慮した取組に生か

されていることを学んで

います。

◎節電            

 ・蛍光管の間引き 

 ・使用していない教室、必要のない場所の

即時消灯 

◎節水            

・手洗いの場合は、水の流しっぱなしに 

気を付ける啓発運動 

 ・委員会による蛇口点検

◎ごみの減量         

・紙の節約運動（可能な限りの両面印刷、

ミスプリントの利用や２in１印刷） 

・たためるモノはとことん解体してたたむ 

 ことでごみの省スペース化の徹底

「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（ ） 

（年 4回実施） 

取組内容  

 美化常任委員会が全校生徒に呼びかけ、年間４回ほど、昼

休みの時間を利用して校舎周辺のごみ拾いや雑草取りに取

り組んでいます。集められたごみは、一人一人が分別掲示を

見ながら丁寧に分別作業を行って捨てています。一人一人が

限られた資源を大切にしながら使用し、自分たちの学校をき

れいに保つ意識が根付いてきています。 

本校では、強制ではなく、 

ボランティア活動として生 

徒の主体的な心を育て、エ 

コに対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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立手稲東中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「外清掃ボランティア」 

平成 30 年６月 21 日（木）他 （年４回実施） 



◎環境学習（１学年）      

１学年の総合的な学習の時間で、環境に関

わることについて学んでいく。11 月 21 日

(水)に札幌市内の環境に関わる施設を班単位

で見学し、レポートを作成し、発表すること

で理解を深めていく。 

◎ユニセフ募金         

ボランティア活動として、ユニセフ募金も

行っている。視聴覚映像を通して、日本以外 

の国に目を向け、世界的な視野に立って物事 

を考えることができるよう活動を進めてい

る。 

◎校舎周辺の清掃活動      

保健常任委員を中心に、春から秋にかけて 

清掃活動を行っている。全校生徒がごみ捨て

に関するマナーや、ごみの減量について考え

る良い機会となっている。 

◎節電            

使用していない教室の電気を消すこと等

を心掛けている。 

◎節水            

無駄な水を使わないよう、呼びかけを行っ

ている。 

◎ごみの減量         

普通教室と特別教室にごみ箱を二つずつ

設置し、一般ごみと資源ごみに分別してお

り、定期的に生徒会が中心となって呼びかけ

をしている。 

「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 

平成 30 年 11 月中旬～１月

取組内容  

・11月中旬～12月上旬 

  委員会活動として、節電・節水の呼びかけ、点検活動を

予定している。（呼びかけポスター、節電点検表の掲示な

ど） 

・1月下旬 

生徒会役員が中心に、書き損じのはがき、古切手等を集

める。呼びかけポスター、書き損じのはがき・古切手等の

回収状況を放送等で伝える。

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立発寒中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

発中生徒会・エコ活動 



◎「ハツキタキラキラ７DAYS」   

＜期日 10月４日（木）＞ 

校区内の清掃を、生徒全員が学年ごとに三

つに分かれて行います。また、各班に町内会

の方も入っていただき、一緒に活動します。 

13時40分にそれぞれの場所で開会式を行

い、町内会の方と交流をし、それから約１時

間ごみ拾いし、閉会式で反省をして終了です。 

この活動は、平成 22 年の発寒北連合町内

会創立 40 周年で、西陵中学校生徒会が地域

に呼びかけて始まったものです。町内会の皆

さんや地域の小学校、高校、養護学校と連携

し、「7DAYS」の名の通り１週間を地域の美

化週間とし、清掃を行います。 

北翔養護学校からは、６～７名の生徒が参

加しますが、本校からは一つの班がサポート

し、障がいのある人もない人も共に活動する

ことの大切さを学びます。

◎節電            

 廊下や階段、トイレなどの照明を必要最小

限にするよう心掛け、移動教室など人がいな

くなった教室も消灯しています。 

◎節水            

流しっぱなしにせず、無駄な水の使い方に

ならないよう、ポスターを掲示して心掛けて

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。色

画用紙の切れ端も、取っておいて活用してい

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  

生徒会活動として、ごみとして捨てられるペットボトルキ

ャップとリングプルの校内回収を行っています。 

２学期開けには、各自が夏休みに集めたものを持ってき

て、学級のボックスに入れ、生徒会 

役員が回収します。ペットボトルキ 

ャップはワクチンと、リングプルは 

車椅子と交換することが目標ですが 

最近は回収業者見つからないなどの 

問題があるため、地域の方からの受 

け入れを自粛している状況です。

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立西陵中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ペットボトルキャップ・リングプル回収」 

平成 30 年８月 27 日（月）～８月 31 日（金）



◎公園清掃ボランティア活動

 ７月 20日（金）の放課後に、ボランテ

ィア生徒が校区内の大小20か所の公園を

清掃します。７グループに分かれて、町内

会の方々と一緒にごみ拾いをする夏休み

前恒例の活動です。 

 よい環境を保つ気持ちと地域に貢献す

る気持ちが高まります。 

町内会の方々も参加しての出発集会。今年

も 150 名を超える生徒が活動します。（写

真は昨年の様子です。）

◎節電            

・授業中、廊下の照明は消します。 

 （生徒が移動する休み時間は点灯します。） 

・電気暖房は、こまめに調節します。 

◎節水            

・水の出しっぱなしはしません。

◎ごみの減量         

・ごみの分別を徹底します。 

・職員室では、印刷ミスの紙は裏面を再利用

し、ごみの減量に努めます。 

「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のキャップ回収、缶のリングプ

ル回収を行いました。 

・整美常任委員による「美化美化大作戦」で12項目の清掃

点検を行いました。  

キャップ・リ

ングプル回

収は年間を

通じて行っ

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立西野中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「キャップ・リングプル回収エコアクション」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎募金ボランティア

ボランティア活動として、東日本大震災の

復興支援のための募金活動を、生徒会事務局

が中心となって行っている。 

◎エコキャップ回収ボランティア

ごみとして捨てられるペットボトルキャッ

プを回収し、日本エコキャップ推進協会へ寄

付している。環境問題や、途上国の子どもた

ちについて考える機会となっている。

◎節電            

使用しない場所の電気を消すこと、教室を

退室する際にはこまめに電気を消すこと等

の呼びかけを行っている。 

◎節水            

無駄な水を使わないこと、水道を出したま

まにしないこと等の呼びかけを行っている。 

◎ごみの減量         

学校全体でごみの分別を意識している。ま

た、学校行事等でごみが増える場面では特

に、保体委員会が中心となって、ごみの減量

と分別の呼びかけを行っている。 

「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  

生徒会が企画・運営し、部活動生徒を中心にした有志の生

徒が、校舎周りや校区内の公園を分担して回り、地域にも連

絡しながら、ごみ拾い活動を行う。 

 今年は207名の 

生徒が参加し、校区 

内の公園等、9か所 

で行われた。 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立八軒東中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ごみ拾いボランティア」

平成 30 年６月 20 日（水） 



◎ペットボトルキャップの回収の取組 

ワクチンと交換することを目指し、各学級

で回収し、生徒会でまとめています。回収活

動により、エコやリサイクルに対する意識が

高まっています。 

◎校内花壇整備の取組      

PTA 活動の一環として、「花壇整備」サポ

ーターによる校内花壇整備が行われていま

す。色とりどりの花たちが通学の小さな癒し

となって咲いています。

◎これから始めたい取組     
校舎内にととまらず、校舎の外回りや、さ

らに地域のごみ拾いを習慣化できるような呼

びかけを、委員会を通して積極的に行ってい

きたいです。 

◎節電            

使用していない教室や廊下などの照明は

消しています。電気暖房の設定温度は、下校

時には節電のために温度を下げています。 

◎節水
水を無駄に使用しないよう心掛けていま

す。生活委員会がポスターを作成し、全校に

呼びかけています。

◎ごみの減量         

教室内にはごみ箱を二つ置き、ごみの分別

を進めています。それ以外のごみは廊下にあ

る専用のごみ箱に入れるなどごみの分別や

減量を意識しています。

「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、生徒会が中心となりペットボトルのキャップを

1年間かけて回収しています。 

回収したキャップは回収業者を通し、難病と闘う北海道の

子どもたちの夢と希望と笑顔のために利用されています。 

毎年、回収目標を立て、それに向かって企画を計画し楽し

みながら全校生徒が回収作業に取り組める工夫をしていま

す。今年度の目標個数は、６万個です。 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立宮の丘中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコキャップ強化週間」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎フードリサイクル

・給食のフードリサイクルによって作られた

肥料を使用して、技術・家庭科の授業で作

物を育てている。育てた作物を収穫し、食

育としても取り組んでいる。フードリサイ

クルの肥料は、ここ数年間、継続して使用 

 している。生徒はフードリサイクルの実態 

 を理解すると共に、環境への配慮について

学習している。また、9 月には食の安全を

主題にした全校集会を企画している。 

◎清掃強化日

・学期に１回、清掃強化日を設定し、日常の 

 清掃活動以外に学校全体の環境整備に力を

入れている。環境を整備することによって 

 学校全体の環境改善につながり、ごみの軽

減についての意識をもつきっかけとなって

いる。

◎節電            

・教室移動の際に、消し忘れをしないよう 

に呼びかけを行う。 

・使用教室以外は照明をつけない。 

・コンセントは使用していない電気器具をは

ずし、待機電力を少なくする。 

・廊下、階段の電気をこまめに切る。 

◎節水            

・水道使用時は必要最小限の水のみとする。 

・トイレなど無駄な消費を少なくする。 

・洗うものはできるだけまとめて荒い、水の

使用を少なくする。 

◎ごみの減量         

・ごみの分別をきちんと行い、再生できるも

のはリサイクルにまわす。 

・印刷物は極力最小限にする。 

「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  

 全校的な取組みとして、 

６月を「節電・節水月間」 

として位置付け、重点的に 

節電・節水に努める。 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立福井野中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「節電・節水週間」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 


