
◎新しい校舎を大切にする取組  
 本校は太陽光発電によって全体の約 15％

を賄えています。新校舎７年目となった今年

は、日常の清掃活動や保全活動をより積極的

に行い、校舎だけでなく、身の回りのものを

大切にする気持ちを育てたいと考えていま

す。 

◎花壇整備 
生徒会と PTA が協力して、花壇に花を植

え、環境整備に努めています。 

◎制服等リサイクルの取組       
 学校祭で PTA活動の一環として、数百円程

度で学生服の上下やジャージ・柔道着等のリ

サイクル販売を行って 

います。また、ペット 

ボトルのキャップを回 

収し車椅子との交換な 

どの有効利用も行って 

います。このことは衣 

類を大事にし、ごみを 

減らす意識を高めるの 

に役立っています。

◎節電            

使用していない部屋等の電気は消すよう

に心掛けています（新校舎になり、普通教室

と廊下は太陽光発電で賄えている）。また、

照明制御システムにより、照明や換気を管理

し、無駄を最小限にしています。 

◎節水

無駄な水を使わないように心掛けていま

す。  

◎ごみの減量         

各教室にごみ箱を二つ設置しています。無

駄なごみを出さないように意識しながら、

「資源ごみ」「一般ごみ」の分別を行ってい

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  

□ごみ分別、減量の取組 

□ソーラーパネルを活用した 

取組 

□生徒会とPTA、用務員さん 

による花壇の花植え 

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

札幌市手稲区エコスクール宣言校

札幌市立手稲中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「新校舎の機能を生かしたエコ」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎福祉局主催「草むしりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」
本校の福祉局の活動の一環として、夏休み

中に実施しています。各自、ジャージと軍手

姿で、玄関周りの草むしりから開始し、その

範囲は、だんだんに近隣に広がっていきます。

（写真は昨年度の様子です） 

◎福祉局主催「雪かきﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ」 
この活動も福祉局の活動の一環として、冬

休み中に実施しています。玄関前に集合し、

玄関前、雪捨て場につながる通路等、自宅の

除雪よりも一生懸命になっていたかもしれま

せん。（写真は昨年度の様子です）

◎節電            

 教室を移動して、特別教室で授業を受ける

ときなどは、日直が電気を消しています。 

 また、授業中の廊下の照明は、消すように

しています。 

◎節水            

水の無駄遣いをしないように心掛けてい

ます。また、冬期間は、グラウンド散水系統

の給水弁を閉じ、無駄な漏水がないようにし

ています。 

◎ごみの減量         

各学級では、「一般ごみ」「資源ごみ」「燃

えないごみ」の三種類に分別して生活してい

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  

【リングプル回収の取り組み】

以前より続いている取り組みです。 

車いすに交換することを目指し、各 

学級で回収したものを、定期的に福祉局がまとめています。

今年度（５月現在）は、約540㎏ほど集まっており、あと

150㎏を目標（車いす１台）に呼びかけを続けています。 

【ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ回収の取り組み】 

ボトルキャップを回収することで再 

資源化をして、CO2の発生を抑えるこ 

とができ、またワクチンに交換するこ 

とを目指し、1～４階にプラスチック 

の収集箱を設置し、福祉局でまとめた 

後、生徒会が担当業者に渡しています。 

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

札幌市手稲区エコスクール宣言校

札幌市立手稲西中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組   

福祉局主催 「リングプル＆エコキャップ 
  回収強化月間」 

平成 30 年６月 13 日（水）～29 日（金） 



平成 27 年６月○○日（  ）～○○日（  ） 

「○○○○」 

特色ある取組 特色ある取組 

◎リングプル回収の取り組み    

  生徒会が中心になって回収に取り組んでい

ます。一昨年は、車椅子 1 台と交換すること

ができました。月 1 回、全クラスで回収し、

その他にもイオンスーパーセンター手稲山口

店にも、回収箱を設置する等、地域住民

◎PTA と連携し、校地内の連携し、

花いっぱい運動の取り組み 

   6 月初旬に PTA とボランティアで集まっ

た生徒が校地内の花壇に花苗を植え、その後、

10月中旬まで各学年・学級が当番で草むしり

や水やりなどを保護者や生徒・先生が行い、環

境美化の取組を行っています。 

◎節電            

日頃から 電気を無駄に使わないようにこ

まめにスイッチを入れるように心掛けてい

ます。（休み時間以外は、極力廊下の電灯を

OFFにする等） 

◎節水            

必要な時以外は水を無駄に使わないよう

に心掛けています。 

◎ごみの減量         

各教室では、資源物とそれ以外のごみの２

種類に分別しています。 

「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          

「リングプル回収」 

実施日時  

平成 30 年 毎月第１火曜日に回収 

取組内容  

 稲陵中学校では生徒会が中心となって、昼の放送や掲示物

などで、全校に呼びかけを行いました。 

 一昨年度は老人ホーム「稲寿園」に車椅子を贈らせていた

だきました。 

 昨年度は残念なが 

ら、送ることはでき 

ませんでしたが、今 

年度は車椅子に換え 

るように、日常から 

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

札幌市手稲区エコスクール宣言校

札幌市立稲陵中学校 

日常のエコの取組



◎前中・除雪ボランティア

２月中旬頃、学校周辺通学路の除雪活動に

取り組む。 

通学路を幅広く確保できるよう除雪し、そ

の後、そりを使って校地内グラウンドへ運ぶ

排雪作業を行う。 

活動を通して、ボランティアについて考え

させ、同時に雪に触れ、札幌の徐排雪の現状

についても考えるきっかけをつくる。 

◎節電            

節約する電気のスイッチにシールを貼り、

日常生活において点灯しないで節電の意識

を向上する。 

◎節水            

「音姫」設置をきっかけに、節水意識を向

上させる。

◎ごみの減量         

日常生活のなかでごみの減量を心掛ける。

「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６月 25 日(月)～７月 13 日(金) 

取組内容  

ペットボトルキャップを回収し、その取組による支援内

容、意義を紹介し、ボランティアの意味を考える機会とする。 

エコアクション活動名          

「前中クリーンデー」 

実施日時  

平成 30 年 10 月 1 日(月) 

取組内容  

通学路、公園のごみを拾い、ボランティアの意味を考える

機会とするとともに、環境整備活動を通して美しい自然や環

境を守り育てる態度を育む。

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

札幌市手稲区エコスクール宣言校

札幌市立前田中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコキャップ運動」 



◎落ち葉拾いボランティア   
地域町内会で企画される落ち葉拾いボラン

ティアへの参加した。 

◎除雪ボランティア      

地域の方々が歩きやすいよう、生徒会が中 

心となり、学校付近の除雪を行った。 

◎節電            
 ・各教室の掲示物にてPR 

◎節水            

 ・水飲み場へのポスター掲示で蛇口の閉め 

忘れ防止を呼びかけ 

◎ごみの減量         
・全校で、一般ごみとリサイクルできるご 

みの分別

「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  
生徒会が中心となって、授業や行事などで活用している稲

積公園をきれいにすることによって、身近な環境へ目を向け

る機会とする。 

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

札幌市手稲区エコスクール宣言校

札幌市立稲積中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「稲積公園清掃ボランティア」 

平成 30 年８月 31 日（金） 



◎資源回収の取組

PTA活動として資源回収を家庭・地域に呼

びかけています。回収日には、各家庭の玄関

前に、新聞紙、段ボール、雑誌類、アルミ缶

等をまとめて置いてもらうようにお願いし、

時間を決めて資源回収業者に引き取ってもら

っています。生徒も活動に参加し、学級では

不要となった紙類を集めて回収したり、家庭

では積極的に資源物をまとめるなど回収に協

力しています。生徒が環境保全への興味・関

心をもち、資源の有効利用を考え、積極的に

取り組める活動となっています。回収した収

益金は、生徒の教育環境を充実するために活

用しています。

◎節電            

電気を無駄に使用しないように心掛けてい 

ます。 

・移動教室の時は照明を消す。 

・使用教室以外は照明を点けない。 

◎節水            

水を無駄に使用しないように心掛けてい 

ます。 

・水道使用時は必要最小限にする。

◎ごみの減量         

各学級で、燃やせるごみ、燃やせないごみ、 

資源回収の3種類に分別をしています。 

・印刷物は極力最小限にして、裏紙を積極

的に使用する。 

「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  

 生徒会が中心となって、 

エコキャップ、プルタブの 

回収を行いました。エコキ 

ャップとプルタブはワクチ 

ンや車椅子と交換すること 

を目指し、生徒会とPTA 

で連携して回収しています。 

玄関前に回収箱を設置し、 

生徒会だよりやポスターで 

回収を呼び掛け、地域や保 

護者にも協力を得ています。 

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

札幌市手稲区エコスクール宣言校

札幌市立稲穂中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコキャップ・プルタブ回収活動」 

平成 30 年７月２日（月）～７月 13 日（金） 



◎学校図書館の利活用
 生徒が地域におけるエコ活動や環境保全な

どの取組に、興味や関心をもってもらうよう、

学校図書館司書が学期に 1 回、特設コーナー

を設置します。生徒は本に触れながら、何らか

の形で地域の環境に応じた行動の手立てを考

え、環境の保全に配慮する態度を育成します。 

◎出前授業とユニセフ募金    

「幸せの種まきキャンペーン」の講演を開

催し、世界の貧困が間接的にですが「環境保

全」にも深く関連していることを理解し、秋

に生徒会が主体となって実施するユニセフ募

金につなげていきます。生徒一人一人が、同

じ地球の仲間として何ができるかを話し合

い、「水やトイレの問題」「気候変動」「海

や陸の環境保全」について、主体的に考える

ことができる生徒を育てます。 

◎節電            

教室を移動する際には、照明を消すこと

を心掛け、消し忘れがないように、お互い

に声をかけ合って確認するようにしていま

す。また、晴れている日は授業中も窓側の

電気を消すように心掛け、節電行動が自発

的にとれるように取り組んでいます。 

◎節水            

水を流しっ放しにしないように、お互いに

声をかけ合って気を付けています。

◎ごみの減量         

一般ごみと資源ごみに分別しています。使

用済のプリントを、学級に設置してある古紙

回収箱に入れて再利用し、残った用紙は、最

後は紙資源として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  
 エネルギーの節約を意識して日常生活を送ってもらうよ

う、特にエネルギー使用量が上昇を始めるこの時期に設定し

ています。学校図書館司書が環境に関する図書資料をクロー

ズアップし、ディスプレイを工夫しながら、エネルギー環境

問題の書籍に手を触れる機会を多くしています。書籍を通し

て実社会の問題点を地球規 

模で把握し、全校生徒にエ 

ネルギー環境問題に対する 

意識を高めてもらい、主体 

的にエネルギーの節約に取 

り組む態度を身に付けてい 

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

札幌市手稲区エコスクール宣言校

札幌市立新陵中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「省エネ活動に主体的に取り組もう！」 

平成 30 年６月 21 日（木）～６月 30 日（土） 



◎リングプル回収の取組

車椅子に交換することを目指し、生徒会と

PTAで連携して回収しています。玄関前に回

収箱を設置し、生徒会が作成したポスターで

回収を呼び掛け、地域の方や保護者の協力を

得ています。数年前に車椅子に交換しました。

交換した車椅子は地域の老人ホーム（特別養

護老人ホーム「札幌市稲寿園」）に寄贈します。 

◎ボランティアごみ拾い

毎年、秋に学級活動の時間を利用して、全

校生徒で地域のごみ拾いを行っています。地

域にある公園や通学路等を中心に、学級ごと

に清掃分担を決めて行います。清掃後は、地

域の町内会の方からお礼を言われるなど、環

境保全はもちろん、地域貢献につながる活動

となっています。

◎節電            

電気を無駄に使用しないように心掛けてい 

ます。 

・移動教室の時は照明を消すこと 

・使用教室以外は照明を点けないこと 

◎節水            

水を無駄に使用しないように心掛けてい

ます。

・水道使用時は必要最小限すること 

◎ごみの減量         

各学級で、燃やせるごみ、燃やせないごみ、 

紙類の3種類に分別をしています。 

・印刷物は極力最小限にし、裏紙も積極的

に使用すること 

「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  

 募集に応募した学校ボランティアの活動の一環として、給

食の廃棄物から作られるフードリサイクル堆肥を使って、枝

豆の栽培を行います。活動を通して、食べ物の大切さ、環境

保全、持続可能な社会の在り方について考えを深め、自分の

生活を振り返ることをねらいとしています。５月24日に土

おこしと除草、５月25日に施肥、６月18日と19日に種

の植え付けを行いました。 

夏休み前に、除草、支柱立 

てを行い、休み中の水まき 

当番を決めます。９月に収 

穫する予定です。 

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

札幌市手稲区エコスクール宣言校

札幌市立前田北中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

平成 30 年５月 24 日（木）～９月中旬 

「フードリサイクル堆肥をつかった枝豆の栽培」



◎山口運河とソーラーパネル

・夏休み中に学校脇にある山口運河の水生生

物調査を通して学校周辺の自然の豊かさを

学んでいる。 

・太陽光で発電した電力を使い、玄関前の廊

下の液晶モニターに、その日の予定や写真

部が撮った学校周辺の自然あふれる写真を

表示して環境への関心を高めている。 

◎除雪と冬に扇風機

・人による除雪は、汗は出るが実にクリーン

なエネルギーであり、自宅や学校周辺の除

雪を実施している。３年連続で札幌市の「雪

かき汗かきチャレンジ」におい 

て「学校賞」をいただいている。 

また、夏の扇風機を冬の間サー 

キュレータ代わりに利用し、暖 

房を節約している。

◎節電            

・教室、職員室など悪天候や夜間を除いては

窓側の照明を消灯して節電を図っている。 

・照明スイッチに着けたグリーンシールが効

果を上げ、天気の良い日は節電している。 

・廊下や階段の照明を半分消灯する。 

・使っていない教室は必ず消灯する。 

・人感センサー付きのトイレと水飲み場での

照度を調節し、節電中。 

◎節水            

・節水型のトイレを使用中。 

・水の無駄遣いはしないようし、栓は必ずき

ちんと閉める。 

◎ごみの減量         

・紙（資源）ごみの分別を職員室をはじめ、

各教室でも行い、ごみはできるだけ出さな

いように心掛ける。 

「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  

 各教室の照明スイッチにあるグリーンシールの付いてい

るスイッチはよほど暗くない限りは使わないようにし、およ

そ20％の電力を節電する取組。 

                   （消灯） 

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

札幌市手稲区エコスクール宣言校

札幌市立星置中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

グリーンシール作戦 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 


