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 2009年（平成21年）3月7日（土）、「環境首
都・札幌」をめざして、「さっぽろ地球環境憲
章」にしめした環境を守るための取り組みをし
ている小中学生の発表会を開催しました。 
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開催にあたって

 

 2008年（平成20年）６月、札幌市は世界に誇れる環境都市を目指し、「環境首都・札幌」を宣言しました。札幌市

民一人ひとりが日々の暮らし方や事業活動を見直し、地球環境問題に取り組む決意を示しました。また、同年開

催された北海道洞爺湖サミットを記念して、札幌市が世界に誇る芸術的緑地空間であるモエレ沼公園を会場とし

て「こども環境サミット札幌」を開催しました。この「こども環境サミット札幌」では、「地球の未来へ、いま、僕たち・

私たちにできること」をテーマに世界中のこどもたちが学び、そして話し合い、「こども環境サミット札幌 宣言書」を

世界に向けて発信しました。 

 この小中学生を対象とした環境活動コンテストは、そんなこどもたちが行なっている「さっぽろ地球環境憲章」に

示された環境保全活動を発表することで、周囲のこどもたち、さらには大人たちにも活動の輪を広げていくことを

目的とし、開催するものです。  

さっぽろ地球環境憲章

 

前章（総論）

 

わたしたちは、四季折々の美しい自然と豊かな文化を次世代へ伝え、地球と札幌のより良い環境を創造する札幌
の市民です。 

１章（自然環境）

 

豊かな水やみどりを守り、育むまちをつくります。 

２章（省資源・循環型社会）

 

資源をむだなく使い、ごみの少ない循環型のまちをつくります。 

３章（エネルギー）

 

エネルギーの消費を減らし、自然エネルギーを活用するまちをつくります。 

４章（消費活動）

 

環境に配慮した製品や食材を、進んで利用するまちをつくります。 

５章（都市環境）

 

環境への負荷が少ない交通網を活用するまちをつくります。 

６章（教育・学習・人づくり）

 

環境保全について学び、行動するまちをつくります。 

７章（地球的視点と平和）

 

地球環境の改善に寄与し、世界の平和に貢献するまちをつくります。 
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開催概要

 

◆ 日時 2009年（平成21年）３月７日（土）13時00分 ～ 17時00分 

◆ 場所
北方圏学術情報センター「ポルト」 

  （札幌市中央区南１条西２２丁目） 

◆ 内容

小学生・中学生による環境保全活動の発表と、優秀な取り組みの表彰 

 「環境首都・札幌」を目指した、札幌市内の団体・グループによる環境保全活動の発表を行ないま

す。  

杉木優子先生の「おもしろサイエンスショー」 

 サイエンスショーで有名な米村でんじろう先生と一緒に活動している、杉木優子先生が、面白おか

しい環境をテーマにした科学の実験を行ないます。  

「環境活動紹介コーナー」 

 コンテストに応募した仲間たちや札幌市で行なっている、環境を守るための取り組みを紹介するコ

ーナーです。色々な「やってみたい！」を探してみよう！ 

 また、このコーナーでは平岸高校で製作した「環境アニメ」や、札幌市内の小学校に配布している

環境に関するフリーペーパー「エコチル」から放映された「エコチルＴＶ」も上映します！  
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発表について

 

◆ 発表方法 当日はスライドを使用したステージ上での発表を行ないました。 

また、同会場のギャラリーでは、事前に各団体から提出を受けた「環境活動ノート」を

展示しました。 

  

◆ 発表団体
＜小学生の部＞ 

1. 平岡南エコスターズ（札幌市立平岡南小学校） 

「エコレンジャーの地球環境大作戦！」 [PDF 471KB] 

2. 札幌市立札苗緑小学校５年生 

「札苗緑小学校の環境教育～１・３・５年生の活動～」 [PDF 653KB] 

3. 札幌市立札苗緑小学校６年生 

「札苗緑小学校の環境教育～２・４・６年生の活動～」 [PDF 671KB] 

4. 札幌市立西園小学校 

「エコ活動で人助け」 [PDF 233KB] 

5. 札幌市立山の手南小学校５年生 

「わたしたちのエコライフ」 [PDF 581KB] 

6. 札幌市立幌南小学校６学年 

「未来へつなげ！幌南の森」 [PDF 662KB] 

7. ＫＩＲＡ☆ＥＣＯ（札幌市立厚別通小学校） 

「家庭でやろうエコ活動」 [PDF 370KB] 

8. 札幌市あいの里ひがし児童会館 ちょボラクラブ 

「ちょボラクラブの１年間」 [PDF 238KB] 

 

＜中学生の部＞ 

1. 札幌市立福移中学校 

「身のまわりの環境とエコ活動」 [PDF 425KB] 

2. 札幌市立札苗北中学校 生徒会 
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「環境教育のプログラム化を目指して」 [PDF 401KB] 

3. 札幌市立平岸中学校 

「ダンボールコンポストの研究／木育…道産の間伐材を用いた折りたたみ椅子作り」 

[PDF 357KB] 

4. 札幌市立向陵中学校 科学部 

「効率のよい充電式乾電池を探す」 [PDF 505KB] 

5. 札幌市立北辰中学校 ※環境活動ノートのみ提出 

「北辰中学校科学部の取り組み」 [PDF 497KB] 

※全ての取り組みを見る 

  ・小学生の部 [PDF 3.8MB] 

  ・中学生の部 [PDF 2.1MB] 

※ＰＤＦ形式のファイルをご覧頂くには、Ａｄｏｂｅ社のＡｄｏｂｅ Ｒｅａｄｅｒが必要です。 

 お持ちでない方は、下のアイコンをクリックしてダウンロードして下さい。（無償） 
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当日の様子

 

主催者挨拶／こども環境サミット札幌報告

 

  

 開会にあたって、主催者を代表して中西浩二札幌市環境局長より挨拶がありました。
 

 その後、２００８年６月に開催した「こども環境サミット札幌」の参加者２人より開催概要と、その後の取り組み

が紹介されました。  

小学生の部 発表

 

  

 小学生の部は８団体の発表があり、それぞれの団体で取り組んでいる環境保全活動について発表しまし

た。 

 発表が終わると審査員から講評や質問があり、これからの活動のアドバイスなどを受けました。  

中学生の部 発表

 

  

 中学生の部は４団体の発表がありました。発表の内容もぐっと難しくなっていました。 
 

杉木優子先生のおもしろサイエンスショー

 

  

 米村でんじろう先生の弟子であるサイエンスプロデューサー杉木優子（すぎき まさこ）先生による、環境をテーマ
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にしたサイエンスショーを開催しました。様々な実験が行なわれ、参加者は大いに楽しみました。  

環境活動紹介コーナー

 

  

 １階ギャラリーＡでは、発表団体から提出された「環境活動ノート」を紹介するコーナーや、札幌市立平岸高

校の生徒が作成した「環境アニメ」、札幌市立藻岩高校の環境教育への取り組み、エコチルＴＶの上映など、

様々な環境活動を紹介するコーナーがあり、参加者は休み時間に見学していました。  

表彰式・総評

 

  

 発表団体のうち、特に優秀だと審査された団体には、賞が贈られました。また、発表者が「やってみたい！」

と思う取り組みに投票することで決定する特別賞も贈られました。 

 また、最後に審査員長の小林三樹教授より今回の発表の総評をいただきました。 

【審査員】
 

審査員長 藤女子大学 人間生活学部 教授  小林 三樹 様 

審査員  北海道札幌藻岩高等学校 学校長 大川 徹  様 

審査員  札幌市環境局環境都市推進部長  小林 宏史  

＜優秀団体＞

 

 

 

最優秀賞 ＜小学生の部＞ 札幌市立山の手南小学校５年生

＜中学生の部＞ 札幌市立平岸中学校

優秀賞 ＜小学生の部＞ 札幌市立札苗緑小学校６年生

札幌市立幌南小学校６学年

＜中学生の部＞ 札幌市立札苗北中学校生徒会

特別賞 札幌市立西園小学校
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