
平成 30 年 6 月 18 日（月）～○○日（  ） 

◎自然物を遊びや活動に取り入れて
園庭には、サクラ、ヒメリンゴ、サクラン

ボ、ナナカマド、プルーンなどが植えられ、

四季による変化を感じ取ることができます。

花壇に花の苗を植えるだけではなく、花を愛

でるとともに、花びらや木の実、落ち葉を

使った遊びをした 

り、虫寄せをした 

りなど子どもたち 

が身近な自然と積 

極的に関われるよ 

うな環境づくりを 

しています。 

◎園舎を花で飾ろう！
園舎の美化と、自然環境への関心を目的に、

PTA でフラワーフェンス作りの活動をして

いただいています。子どもたちは登園降園時、

園の周りが花で飾られる美しさを感じていま

す。園関係者だけではなく、道行く人にも楽

しんでいただいています。

◎身辺材を遊びに取り入れて

 空箱、新聞紙、チラシなどの素材を遊びに

取り入れることで、廃材の有効利用と幼児が

イメージを豊かに表しながら遊ぶことにつ

ながっています。また、幼児に分かりやすい

掲示をし、ごみの分別を意識できるようにし

ています。

◎節水            

 大切なのは、必要に応じて水量をこまめに

調節することです。子どもたちにとって適量

の判断は難しいので、水の出し過ぎ、止め忘

れについて学級で話題にしながら繰り返し

指導し、少しずつ幼児自身が意識して取り組

めるようにしています。 

◎節電            

 散歩やプールなどの保育室に照明が必要

ない活動時には子どもたちと一緒に消灯を

確認しています。 

「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          
「屋上で栽培物を育てよう 」 

実施日時 平成 30 年６月 18 日（月）～

取組内容  

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園

札幌市立かっこう幼稚園 

日常のエコの取組 特色ある取組 

幼稚園の屋上の畑に、さつま

いも、じゃがいも、玉ねぎ、ス

イカ、メロンなど、いろいろな

野菜や果物の苗を植えたり、田

植えをしたりし、地域の方に

「畑の先生」となっていただ

き、植え方や育て方などを指導

していただいています。今後、

野菜は収穫し、カレーライスや

焼き芋など調理をして食べま

す。米が実ったら、稲刈り→脱

穀→精米の活動を経ながら、お

にぎりにして食べます。屋上緑

化によって熱的効果を図りな

がら、食につながる活動を通し

て身近な環境に関心が高まる

ようにしています。 



◎牛乳パック・ペットボトルキャ

ップ・リングプルのリサイクルの

取組 
毎日、給食の時 

に出る牛乳パック 

を児童が洗って束 

ね、リサイクル業 

者に渡している。 

また、全国障害 

者福祉援護協会が 

行っている「エコ 

キャップ運動」に 

参加している。 

この活動はペッ 

トボトルのキャッ 

プを集めてワクチ 

ンにする活動であ 

る。 

◎節電            
教室移動の際には必ず教室の電気を消す

ことの習慣化を図っている。 
使わない電気機器はコンセントから外す

ように啓発している。 

◎節水            
委員会活動と連携して、「手洗いやうがい

の時には水を出しっぱなしにしない。」「使い
終わった蛇口は下を向ける。」というポスタ
ーを掲示して、意識化を図っている。（水飲
み場へ常に掲示している） 
花に水を遣る時は、ペットボトルやじょう

ろを使い、節水の意識やリサイクルの意識を
育んでいる。 

◎ごみの減量         
学校で出たごみは、使えるもの（資源ごみ）

と使えないもの（一般ごみ）に分別してリサ
イクルやごみの減量に対する意識の醸成を
図っている。 
学校で出る紙類はシュレッダーしたもの

を含めて資源回収業者へ出している。 

「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  

取組内容  
 雪が解け、これから外遊びや体育の授業等で自分たちが 

使うグラウンドやスクールコーナーパークを自分たちの力

できれいにする。この清掃活動を通して、自分たちの力で環

境を美しくしようとする心構えと実践的な態度を身に付け

たり、みんなで協力して働くことの大切さを感じ取らせたり

することをねらいとしている。 

 また、豊平 HANA-LAND 事業にも参加し、校舎周りを

花いっぱいにしている。PTA 

の協力を得ながら苗を植え、委員 

会活動で水遣りをしたり、花の手 

入れや雑草抜きをPTA活動の中に 

年間５回位置付けている。

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立豊平小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「校地内清掃」、「HANA-LAND事業」 

《校地内清掃》 平成 30年４月 19 日、10 月 10 日
《HANA-LAND事業》 平成 30 年５月～10 月



◎なかよし花壇
マイタウン・マイフラワー事業と豊平区の

HANA-LAND事業で頂いた種や苗を学年ご

とのなかよし花壇へ植えています。緑を絶や

さないよう大切に育てています。 

◎地域清掃活動         

年１回学校周辺の歩道や公園を清掃してい

ます。５年生と６年生は白石こころーどを、

３、４年生は学校付近の歩道、１、２年生は

公園の清掃をしています。 

◎節電            
勉強時間中は、使用する廊下の照明の数を

減らします。特別教室に移動するときや、休

み時間外へ行くときは、係の子が電気を消し

ています。また使用していない教室の電気は

消しています。 

◎節水
水を出したままにしないようにし、水を大

切に使用しています。掃除の時は、バケツに

必要最低限の量しか入れません。 

◎ごみの減量         
各教室では一般ごみと資源ごみの２種類

に分別し、職員室ではこの他にペットボトル

や缶なども分別しています。 

紙はなるべく表も裏も使い、画用紙の切れ

端も図工などに使うようにしています。 

「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  

 花の苗を育て、各学年に割り当てられている「なかよし花

壇」に、友達と協力して一人一鉢以上植えます。雑草抜きや

水やりも協力して取り組んでいます。 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立東園小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「なかよし花壇を花でいっぱいにしよう」 

平成 30 年６月 11 日（月）～22 日（金） 



◎リングプル・ペットボトルキャ

ップの収集 

福祉に役立てようとエコ委員会（児童委員

会）が中心となり、全校に呼びかけています。

特にリングプルは車椅子と交換し、施設に寄

贈することを目指しています。収集量を増や

す工夫として、エコ委員会では、児童玄関前

に回収ボックスを設置し、年間を通して全校

に呼びかけています。また、PTAバザー「旭

☆キラキラまつり」では、回収箱を設置して

います。保護者・地域の方からもご協力をい

ただいております。 

◎エコってなあに（環境問題）
３年生の総合的な学習の時間に「エコって

なあに（環境問題）」の学習を行っています。

環境問題や再利用について調べ、自分たちに

できることを考えたり、分かったことを発表

したりするなど、エコ生活の意識を高めます。

◎節電            
使っていない教室やトイレなど、こまめに

電気を消す取組をするなど、全校で節電意識

を高めています。 

◎節水            

水を無駄にしないよう、全校児童が気を付

けています。水を飲んだ後や手を洗うとき

は、みんなで声をかけ合って節水に取り組ん

でいます。

◎ごみの減量         
教室でのごみの分別や裏紙の使用など、出

来るだけごみを出さないように心掛けてい

ます。PTA バザー「旭☆キラキラまつり」

でもエコをテーマにごみの少ないお店を企

画する予定です。 

給食については、栄養教諭や健康委員会

（児童委員会）などが中心となり、食指導や

残量チェックをすることで、児童の健康意識

や残量を減らす意識につなげています。

「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 

緑多い豊平区を花で飾り美しい街にするとともに、花を通

じたふれあいの場をつくり、地域の連携やふるさと意識を育

むことを目指す「豊平HANA-LAND事業」に平成 2年度

から参加しています。学校のスローガン「光と水と緑の学校」

のもと、地域や保護者の方々、北海 

学園大学の学生さんと一緒に学校近 

くの中の島通の花壇への植花活動を 

続けています。 

また、８月には草取り活動も行 

うことで、緑を増やす環境意識を 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立旭小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

花ランド植花 

平成 30 年６月６日（水） 



◎PTA活動で全会員に呼びかけ 

 PTAの研修委員会が中心となり、ベルマー

ク活動の一環として家庭で使用したプリンタ

ーカートリッジ回収を呼びかけたり、飲み物

のテトラパック回収を呼びかけたりして、資

源活用を会員全体に図り、継続的な活動とな

っています。 

◎節電            

リサイクル委員会で作成した「地球にやさ

しく！」シールを教室や廊下の電灯のスイッ

チ近くに貼り、節電を呼びかけています。 

◎節水            

リサイクル委員会で作成した「エコミニカ

ード」を水飲み場の近 

くに掲示し、節水を呼 

びかけています。 

◎ごみの減量         

今年度から各学級では、一般ごみ、資源化

ごみの２種類に分別しています。全校朝会で

も呼びかけ、きれ 

いな紙など資源化 

できるごみは無駄 

にしないようにし 

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 

平成 30年６月 18日(月)～通年 

取組内容 

 児童会のリサイクル委員会が中心となって、全学級に回収

ボックスを用意しました。また、ポスターなどを廊下や階段

に掲示し、朝の学級訪問や昼の校内放送でも呼びかけを行い

ました。2学期は、更に期間を設けて各学年でどれだけ集め

られるか取組を促し、多く集めた学年を発表する活動なども

行っていきます。 

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

札幌市立月寒小学校 

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 リサイクル」 



◎紙パック・テトラパック回収の

取組 

 紙パック・テトラパックについては、PTA

とも連携して学校全体として回収の取組を行

っています。自分たちの身近で、そして、で

きるところからエコ活動に取り組むことで

『環境』や『リサイクル』に対する意識を高

めることができています。 

◎フードリサイクルの取組

 リサイクル堆肥を、各学年で育てる花や野

菜の栽培に利用しています。このリサイクル

堆肥を利用して育て収穫した野菜を、生活科

や総合的な学習の時間等の活動の中で、実際

に調理をし、それらを食べることで、フード

リサイクルを身近に体験し、『食』を通して循

環型社会への理解を深めています。

◎節電            

環境プロジェクト（委員会）が作成したポ

スターで節電を呼びかけ、学級の係活動にも

位置付けながら、教室を使用しない時は「電

気を消そう」と子ども同士、声をかけ合って

います。 

◎節水            

学校の花壇への水やりは、一度ペールに溜

めたものを使うようにするなど、水を出した

ままにしないよう児童にも呼びかけ、節水を

心掛けています。 

◎ごみの減量         

各教室では、資源化ごみと一般ごみの２種

類に分別収集しています。それぞれのごみが

どのように活用されていくかをごみ箱に表

示したり、全校朝会で児童全体に話をした

り、ごみのリサイクルについての啓発を行っ

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  

 南平岸地域のまちづくり会「いきいき南平岸」と連携・協

力して、学校として『花いっぱい運動』に取り組みました。 

今年は４～６年生が地域の街路樹下のマスに、他の学年の児

童は校地内の花壇に花を一斉に植えました。 

 平岸の地域全体が花で飾られたことで、街全体をいつもき

れいにしようとする意識、通 

学路など自分たちの目に入る 

ところに花（植物）があるこ 

とで、自然・生き物を大切に 

していこうとする気持ちが育 

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４月 16 日（月）～６月８日（金）

※植花活動：６月７日（木） 



◎エコ委員会

 児童委員会の一つで、子どもたちは自主的

に、ペットボトルキャップやリングプル収集

のポスター等を作成しています。また、校地内

で花の栽培や草取りなど積極的に活動してい

ます。 

◎校舎外清掃          

 年に２回、校舎の周りをきれいにする活動

に取り組んでいます。この体験的奉仕活動を

通して、思いやりや優しい心、協働意識を育ん

でいます。

◎とよひら花ランド事業     

５月に豊平区から 

頂いた苗を低学年の 

児童や飼育委員会の 

子どもたちが、生活 

科や委員会の時間内 

に植えて育てています。

◎節電        

 日中、明るいときは、廊下や特別教室の照

明は控えています。また、電力をたくさん消

費する体育館の照明は極力使用を控えていま

す。 

◎節水            

児童委員会のエコ委員会が、水道の使い方

や水の無駄遣いを防ぐためにポスターを作成

しています。 

また、児童が水道の掃除をすることで、流

しをきれいに使おうとする意識が育っていま

す。 

◎ごみの減量         

各教室で「雑紙」「プラごみ」「燃やせるご

み」の三つに分別しています。また、色画用

紙の切れ端を再利用したり、印刷した用紙の

裏を使ったりして、ごみの減量に努めていま

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  

 今年度は、５年生児童が新篠津村にて田植えの体験を行い

ました。自ら田植えをすることで、食料生産の大変さを学ぶ

ことができました。秋には、収穫をし、調理して食べます。 

 新篠津村では、農業を営んでいる青年部の10名の皆さん

が、水田の入り方や苗の持ち方など基本的なことから子ども

たちに指導してくれました。 

また、農道を歩きながら、お弁当を食べながら、農業を行

う上での喜びや苦労などお話を頂いたり質問したりするこ

とができました。子どもたちは、環境を十分に整えなければ

良い作物ができないことを、体験を通して学びました。

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立美園小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「さっぽろっこ農業体験 ５年生」 

平成 30 年６月１日（金） 



◎牛乳パック回収運動 

毎日飲んでいる牛乳パックを丁寧に開いて

水洗いをし、玄関の回収箱に保存し、年に４回

資源回収している。 

回収運動で得た現金は、エコアクションで

使用するごみ袋や学校の周りに設置した花や

花器等に使用している。 

◎豊園小フラワーロード 

豊園小学校校地の外周にプランターを設置

し、美観の保持に努めている。 

プランターの設置は、主にPTAが行ってい

る。PTAには花壇の整備にも協力していただ

いている。 

子どもたちだけでなく、地域の方も花の世

話をしてくれるようになった。 

プランターの設置は、スクールゾーンへの

違法駐車の廃絶も目的として行われている

が、大きな成果を上げている。 

◎節電            
不要な電灯・電気製品をこまめに消すよう

に子どもたちも教職員も努力している。児童

用トイレの電灯は、職員室で一括管理してお

り、子どもの登下校にあわせ点灯・消灯して

いる。定時退勤デーを設定し、なるべく早く

退勤することで、節電に努めている。 

◎節水            
花壇への水やりはペットボトルを活用し

て無駄のないように行っている。大量に水を

消費する水泳学習では、事故のないように努

め、水を何度も入れ替えることのないように

気を付けている。 

◎ごみの減量         
色画用紙の端切れを集め、図工や委員会な

どで使用している。各学級で「一般ごみ」と

「資源ごみ」の２種類に分けて分別を行って

いる。教職員は内部資料について片面印刷済

みのものを使用し、不要な紙類は資源回収に

出している。 

「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  

取組内容  

・公園清掃は、毎年夏 

と秋の２回行ってい 

る。町内会の皆さん 

にご協力いただき、 

毎日利用している公 

園に感謝の気持ちを 

込めて清掃を行っている。 

・清掃する公園は校区内の４公園。ごみや落ち葉だけでは

なく、石なども拾い公園を気持ちよく使えるようにして

いる。低・中・高学年のブロックに分かれて、仲良く協

力しながら取り組んでいる。 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立豊園小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「豊園っ子公園清掃①」 

平成 30 年７月６日（金） 



◎フードリサイクル事業
本校は「さっぽろ学校フードリサイクル」

の事業に参加しています。児童は、より良い

食生活を身に付ける活動の一環として、「バラ

ンスよく食べる」「給食の残量を減らす」こと

を学んでいます。また、食の流れの学習をし、

食べ物の大切さを感じています。その中で「フ

ードリサイクル」についても触れ、配給され

る肥料を使って、キャベツ・ミニトマト・ジ

ャガイモなどの食物を栽培しています。 

◎節電              

校内での節電を呼びかけています。 

・教室を離れる時には、蛍光灯を消す。 

・下校時には、テレビ、コンピュータ、ラ

ジカセなどのスイッチを切る。 

・長期休業時には、コンセントを抜く。 

これらの活動を通して、子どもたちに「節

電」に対する意識を高めています。学級によ

っては、「でんき係」「エコ係」などを作って、

意識付けています。

「ものを大切にする」という気持ちは、「残

った紙を大切に使う」「文房具を最後まで使

う」などの意識への広がりが見られてきまし

た。

「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  
 「とよひら HANA－LAND 事業」に参加し、200 株の

花の栽培を行っています。苗の植栽、花の水やり、雑草取り

など委員会活動を通して行っています。 

自分たちで世話した花を大切にすることで、地域の方々と

ともに身近な自然を大切にする心を育てています。 

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

札幌市立西岡小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱい運動 2018」 

平成 30 年５月～11 月



◎「人権の花運動」と「とよひら HANA-

LAND 事業」との連携した美化運動  

・札幌人権擁護委員協議会「人権の花」で頂い

た花苗を、児童委員会（環境委員会）の子ど

もが中心となって植花した。毎日の花がら

摘みや水やりなどのお世話を行っている。 

・「とよひらHANA-LAND事業」で頂いた花

苗を、4年生や特別支 

援学級の子どもが、地 

域町内やPTAの方々 

の協力をえながら街路 

樹枡に植花した。 

◎環境にやさしい取組の日常化を目指

した総合的な学習の時間での実践

・環境問題について調べ、自分たちの生活との

関わりや環境問題対策を知ることで、日常

生活における省エネ・省資源の方法を見直

していく学習を５年生の総合的な学習の時

間で行っている。

◎節電            

無駄な電気を使わないように心掛けている。 

・明るいときは、窓側の電気を消す。 

・特別教室に行くときには、必ず自分の教室

の電気を消す。 

◎節水            

無駄な水を使わないように心掛けている。 

・水飲み場清掃のとき、水を出したままにし

ない。 

◎ごみの減量         

・一般ごみと資源ごみに分別している。教室

に二つのごみ箱を置き分別している。 

・ペットボトルキャップの回収。ペットボト

ルキャップ回収ボックスを設置し、児童委

員会（ハートフル委員会）が中心となって

集めている。開発途上国にワクチンや文具

を届ける活動しているNPO 団体に譲渡し

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６月 11 日（月）～７月６日（金） 

取組内容  
・児童委員会（健康委員会）が『節水・節電の大切さ』を全

校に伝える啓発活動を行った。 

① ポスターを校内掲示し、節水・節電の大切さを伝えた。 

② 校内放送を活用し、節水・節電の大切さを伝えた。 

・図書館ボランティアさんとの連携を図り、図書委員会が

『環境に関するお勧め図書の紹介』を行った。 

① 校内放送を活用し、図書の紹介を行った。 

② 図書館内で図書の紹介コーナーを設置した。 

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

札幌市立中の島小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「健康委員会による節水・節電運動」 

「図書館ボランティアさんとの連携による 

環境に関するお勧め図書の紹介」 

【節水ポスター】 【環境に関する図書紹介】 

【街路樹枡への植花】 



◎太陽光パネルを活用した学習

４年生の理科「電気のはたらき」の学習で

は、屋上にあるソーラーパネルや玄関のテレ

ビモニターに映されるソーラーパネルの発電

量のグラフなどを活用して学習を進めていま

す。 

◎環境委員会による活動
環境委員会は、学校の環境をよりよくするた

めに活動しています。日常のエコの取組や活動

の一環として学校の花壇と学校前の歩道に地

域の方々が植えてくださった花に水やりをし、

きれいな花が生き生きと咲くように毎朝水や

りに取り組んでいます。 

◎節電            

無人の教室の電灯を消したり、使用してい

ないテレビやラジカセのプラグは抜いたり

しています。 

◎節水            

環境委員会で蛇口をしっかりと閉めたり、

飲み口を下に向けたりすることを呼びかけ

るポスターを作って掲示しています。 

4年生は校外学習で水道記念館と下水道科

学館に行き、上下水道の学習とともに環境に

ついても学習しました。 

◎ごみの減量         

ごみは「リサイクルごみ」、「一般ごみ」に

分別して、雑紙は資源回収に出しています。

また、環境委員会で、リングプルを集めてい

ます。たまったら車椅子に交換します。 

また、PTA 活動では、古封筒を回収し、

再利用しています。

「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  

５年生が、札幌ドームでの環境の取組について話を聞きま

した。電気やガスの節約、ごみのリサイクルなど環境につい

て学ぶよい機会となりました。ここで学習したことを、学校

での委員会活動や学習に生かしていく予定です。また、校外

学習で「石狩 LNG基地」に行き、エネルギーと環境問題に

ついて改めて考え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

札幌市立月寒東小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

キミもきょうからエコプレーヤーin 札幌ドーム 

平成 30 年６月 29 日（金） 



◎花いっぱい運動

３年生が町内会と一緒に、豊平区、そして

町内会と八紘学園で用意してもらった苗（豊

平区の花ペチュニア）を校区の街路マス花壇

に植えています。  

 総合的な学習の時間に、町内会の皆様に感

謝の気持ちを伝える手紙を書いたり、学習発

表会に招待したりしながら、地域との交流を

深めています。 

◎農研自然観察会～札幌ドーム見学 

５年生が校区内にある農研（農研機構）の

中にある田んぼを見学し、自然観察会を実施

している。 

◎節電            

各教室の窓側の電気は消すようにしてい

ます。また廊下の電気も、必要な時だけにし

ています。 

スイッチ部分に節電を呼びかけるシール

を貼っています。 

◎ペットボトルキャップ回収

玄関横にペットボトル回収箱を設置して

います。毎月、45 リットルのビニール袋が

二つほどいっぱいになります。

◎ごみの減量         

全校で、一般ごみと紙類、ビニール類に分

別しています。紙類や空き缶などは、PTA

の協力を得て、資源回収しています。

「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「環境委員会」が中心となって、全校で上記

の期間中に清掃活動を実施しました。いつもより丁寧な清掃

を心がけたり、校舎周り近くの公園も児童たちの手によって

きれいにしたりしていくこととなりました。またPTAにも

呼びかけ、児童の手の届かない場所の清掃も手伝っていただ

いています。 

 写真は、高学年の環境 

委員が、ビオトープの池 

を清掃しているものです。 

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

札幌市立羊丘小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「よし・・・きれいにしよう」 

平成 30 年７月６日（金）～７月 20 日（金） 



◎委員会活動の取組

車椅子やワクチンとの交換を目指したリン

グプル・ペットボトルキャップ回収のため、

玄関に回収ボックスを設置し、ポスターでの

啓発や教室に直接訪問して呼びかけ活動を行

っています。集まったものは、直接関係団体

に回収してもらったりしています。 

◎｢花いっぱい運動｣参加の取組

環状通沿いの街路樹花壇に、地域の方々の

協力を得て植栽を行い、緑のある街づくりに

協力しています。毎年、４年生と三つの町内

会の皆さんが、PTAのお母さん方の協力を得

ながら、活動を進めています。 

◎節電            

教室を移動するときは、こまめに電気を消

すようにしています。 

長い時間使わない電気製品は、コンセント

を抜くようにしています。 

◎節水            

水を出したままにしないよう環境委員会

がポスターの掲示などで、全校に呼びかけて

います。

◎ごみの減量         

全校で一般ごみと資源化ごみに分別して

います。各教室では一般ごみと紙ごみのごみ

箱を設置し、図工の工作で出る紙・ペットボ

トル・アルミ缶は分別してリサイクルに回し

ています。大きなごみカートにも｢紙のごみ｣

と大きく表示板を付け意識化を図っていま

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  

             今年度も、保健委員会が、風邪

や病気予防の取組をする一方で、

夏に向かって水道水を多く使う

この時期、水や石鹸の無駄遣いを

しないよう全校に働きかける活

動を計画し、実行した。保健委員

会の児童がグループになり、工夫

を凝らしたポスターをつくり、全

校児童に呼びかけた。 

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

札幌市立東山小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

｢節水ポスター作り」 

平成 30 年５月 14 日（月）～６月 18 日（月） 



◎クリーン活動

 地域の清掃活動の体験を通して、環境保全

についての児童の意識を高めます。本校の西

側を南北に流れる精進川沿いと、 

本校のすぐ隣にある精進川河畔 

公園を清掃します。日常的に児 

童と接点のある場所だけに、意 

外なところにごみが落ちている 

驚きや、きれいにすることがで 

きた達成感が得られ、環境に対 

しての意識が高まる活動です。 

◎牛乳パック回収の取組

 学校給食で飲んだ後の牛乳パックを資源回

収に出しています。児童は自分の飲み終えた

牛乳パックを開いて、洗い、乾かし、重ねて

段ボール箱に入れていきます。物を大切にす

る、環境に優しい心を育むことへつなげます。 

◎節電            

太陽光パネルによる発電や自動点消灯の

電気を公共スペースに使用しており、発電の

状態を確かめたり、点灯時間を短くしたりす

るなど節電意識を高めるようにしています。 

◎節水            

トイレには自動の水栓があります。無駄な

水は使わないよう心掛けています。また、「ウ

ォッピー」を、児童会の環境委員 

会の活動の中でポスターなどの掲 

示物に使い、校内で節水を呼びか 

けていくことを計画しています。 

◎ごみの減量         

教室では、一般ごみと資源ごみの２種類に

分別し、他の種類のごみは各学年でまとめる

ようにしています。給食の食べ残しもできる

だけ少なくするように、どの学級も頑張って

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  
 ６月７日（木）に、地域（南平岸 

地区）の「花いっぱい運動」に本校 

は「全児童」が参加し、保護者と地 

域の方たちと一緒に、街路升にペチ 

ュニアを植えました。終わった後の、 

きれいに花が植えられたのを見て、 

児童たちは満足した笑顔を見せてい 

ました。 

 また、豊平 HANA-LAND 事業でいただいたマリーゴー

ルド200株を、３年生の児童がプランターに植えました。

30 鉢以上もあるプランターは本校の校門横に並べていま

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

札幌市立平岸西小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱい週間」 

平成 30 年６月７日（木）～22 日（金） 



◎環境ルーム

 牛乳パックのリサイクル、リングプル・エ

コキャップ回収ボックスなどが、一つの教室

にまとめられています。回収用の段ボール置

き場もあります。環境に関する掲示物もたく

さんあり、エコについての意識が高まる部屋

です。 

◎３年生と PTA の植花活動

 毎年、「とよひら花ランド」からいただいた

200株の花の苗と、PTAで購入した220株

の苗を合わせて、植花活動を行っています。 

温かい雰囲気の中植花活動が進みます。正

面玄関前にはプラン 

ターが並び、道路沿 

いの花壇に咲くマリ 

ーゴールドやぺチュ 

ニアは道行く人の目 

を楽しませています。 

◎節電            

 校内のほとんどの電気スイッチに、「節電」

「消灯」のシールを貼っています。使用して

いない所の電気はこまめに消そうという意

識を職員も子どもたちももつよう、取り組ん

でいます。 

◎節水            

牛乳パックを洗う時はバケツ２杯の水で

すませています。また、水を多く使いそうな

場所（家庭科室等）には、 

節水を呼びかけるカードを 

掲示しています。 

◎ごみの減量         

ごみの分別（一般ごみと資源ごみ）をして

います。段ボールは、リサイクル業者に引き

取ってもらっています。プリント用紙もごみ

として捨てるのではなく、資源という認識で

回収しています。 

「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  

環境委員会が中心となって活動して 

います。牛乳パックが何にリサイクル 

されるのか、どのように開くとよいのかなどをポスターに

し、全校に伝える活動をしました。また、ペットボトルキャ

ップを利用したポスターを作って、リサイクルを呼びかける

取組をしました。 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立しらかば台小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「自然を豊かに環境レスキュー」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



平成３０年６月２９日（金） 

◎美化活動           
６月と10月に１・２年生児童、保護者、

地域の方が一緒にごみを拾う「地域美化活動」

を実施しています。地域の方たちとふれあい

ながら街をきれいにすることで、街の環境を

守る意識を醸成しています。４年生では、総

合的な学習の時間「南月のまちを守る」の学

習で、普段利用している通学路や公園に落ち

ているごみの種類や場所を調べ、道路や公園

へのごみのポイ捨て禁止など、エコ意識を高

める呼びかけを行っています。また、春と秋

には、校地内のごみ拾いを全校児童で行う「全

校美化活動」を実施しています。

◎フードリサイクル
栄養教諭と連携し、食育の中で、残食を減

らす取組や、残された食材がフードリサイク

ル堆肥として活用されていることを学習しま

す。実際にフードリサイクル堆肥を使用して

土作りを行っています。また、食器をきれい

にして片付けることによって、洗う水が少な

くてすむことも指導しています。 

◎節電            
 各教室で節電について呼びかけ、特別教室

への移動時の消灯を心掛けています。また、

テレビの主電源を切ったり、コンセントを抜

いたりするなど待機電力の削減にも心掛け

ています。夏・冬休み前には，エコライフレ

ポートに取り組み、一人一人が継続してでき

るエコ活動についてみんなで話し合います。 

◎節水            
牛乳パックのリサイクルのために洗う水

を節水するために、バケツを二つ用意してい

ます。また、水飲み場の水を出したままにな

らないように注意喚起のポスターを掲示し

ています。 

◎ごみの減量         
学級ごとに、裏紙利用を進めたり、図工で

使う色画用紙も、無駄がでないように工夫し

て端切れも活用しています。また、給食の牛

乳パックのリサイクル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  
地域美化活動は、体験的な活動を通して働くことの大切さ
に気付いたり、住んでいる街をきれいにするために自分ので
きることについて考えたりすることをねらいに、保護者や地
域の方々と一緒に地域の公園および学校近隣の通学路で、ご
み拾いなどの清掃を行う活動です。６月と10月の年２回行
っており、10月は１年生児童が 
行います。（今回は雨のため中止 
となりました。）４年生の総合的 
な学習の時間「南月のまちを守 
る」の活動では、児童が普段利用 
する通学路や公園の様子を調べな 
がら落ちているごみを拾い、街を 
きれいに保つために自分たちにで 
きることを考えました。 

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

札幌市立南月寒小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「地域美化活動①」（２年行事） 
「南月のまちを守る」（４年総合的な学習の時間） 

平成 30 年６月 29 日（金）…「地域美化活動①」
平成 30 年６月 19 日（火）…「南月のまちを守る」 



◎落ち葉・枝拾い              

500本以上の木々に囲まれている学校です

ので、落ち葉や枝がたくさんあります。春と

秋には、グラウンドや林の中の清掃に取り組

みます。安心して気持ちよく活動できるよう

に、１年生から６年生まで、みんな熱心に取

り組んでいます。 

落ち葉が大量に出る秋には「落ち葉拾い」 

の日を設けていますが、春のグラウンド開き

のときも、グラウンドだけではなく、木々の

多い林の中の枝拾いにも取り組み、普段安心

して活動できるようにしています。林には、

エゾリスやキツ 

ツキが訪れるこ 

ともあり、自然 

に触れ合う大切 

な場になってい 

ます。 

◎節電            

 毎年エコライフレポートに取り組み、日常

生活の中でできる節電について考えていま

す。平成26年度に太陽光発電パネルが設置

されてからは、発電の様子が見られる玄関前

に設置されたパネルを気にかけています。学

級の消灯にも気を配ることが増えました。 

◎ごみの減量         

学校全体でごみの分別を行い、無駄にごみ

が多くでないように注意し合っています。廊

下にある大きなごみ箱だけではなく、各学級

でも、燃やせるごみと資源ごみに分けて集め

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  

平成 30 年６月１4 日（木） 

取組内容  

 PTAの方々と一緒に、６年生が花の苗植えを行いました。

校地内に花を飾り、全校児童が気持ちよく生活できるように

という願いを込めて取り組みました。札幌市の「マイタウ

ン・マイフラワー」事業や、豊平区の「とよひらHANA-LAN 

D」事業の一環として取り組みました。 

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

札幌市豊平区エコスクール宣言校 

札幌市立みどり小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「花いっぱい運動」 



平成 25 年６月○○日（  ）～○○日（  ） 

◎福住エコプロジェクト        

５年生が総合的な学習の時間に、環境問題に

ついて調べ、レポートにまとめて発信する学

習に取り組んでいます。先日、札幌ドームを見

学し、「電灯は必要な数だけつけていること」

や「バードセーバーで鳥が窓ガラスにぶつか

るのを防いでいること」など、環境について取

り組んでいることを教えていただき、環境に

対する興味や関心を深めるきっかけとなりま

した。 

◎花で学校を明るくする取組

飼育栽培委員会が、学校の周りの花壇に花を

植えて、明るい環境づくりに取り組んでいま

す。毎日、水やりをして、大切に育てています。

◎節電            

無駄な電気を使わないように、こまめにス

イッチオフの確認を子どもも職員も心掛け

て、節電を実践しています。 

◎節水            

各クラスの担任から子どもたちに声かけ

をし、手の洗い方など工夫して使う水の量を

少なくする心掛けをしています。 

◎ごみの減量         

資源ごみ（プラスチックと紙類）と、一般

ごみの２種類に分別しています。また、PTA

と連携して資源回収を積極的に行ったり、教

職員向けの内部資料は使用済みプリントの

裏面を使用したりしています。 

「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  

平成 30 年６月 18 日（月）～７月 25 日（水） 

取組内容  

 児童会が中心となり、ペットボトルキャップとリングプル

の回収に取り組んでいます。それぞれの回収ボックスを管理

しながら、エコと福祉の視点から、全校児童に活動への協力

を呼び掛けたり、回収作業を行ったりしています。

回収活動は、各学級に

おいても定着し、多くの

子どもたちが協力してい

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

札幌市立福住小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

児童会による「ペットボトルキャップ」「リング

プル」回収活動 



◎水源池での自然観察の取組   
 生活科や総合的な学習の時間に西岡水源池

へ行き、生息する動植物についての学習を行

っています。（１～３年生）校区内に位置する

水源池は、子どもたちにも親しまれている公

園の一つです。一年を通して学ぶ機会を設け

ることで、四季の移り変わりや身近な自然環

境を大切にする意識を高めています。 

◎総合的な学習の時間（４年生） 
社会科で家庭ごみの分別やその行方につい

て学習した後、（株）アレフにご協力いただき、

レストランで出されるごみはどう処理されて

いるかについて学びます。ごみをリサイクル

する取組やごみを出来るだけ出さない工夫に

ついて学ぶことによって、自分たちの生活の

中で実践できそうな 

取組や人々が気持ち 

よく生活できるエコ 

活動について考えて 

いきます。 

◎節電            
 「電気をこまめに消す」「使っていない電化

製品のコンセントは抜く」等、具体的な場面

を想定し、節電に取り組んでいます。 

◎節水            
２年前、トイレが改修され、節水型になり

ました。それに伴い、手洗い場も自動化され、

校内の節水に対する意識が高まってきまし

た。 

◎ごみの減量  
図工の学習などで使う画用紙など、残った

小さな紙も他の学習で無駄なく使うように

しています。また、給食の麺やストロー等の

袋をできるだけ小さくまとめて捨てるよう 

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  
 区からいただいた苗や種から

育苗し、玄関前花壇に丁寧に移植

しました。 

日々の水やりや草取り

も子どもたちが自主的に

行っています。緑を育て、

大切にする環境意識の醸

成に役立っています。

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

札幌市立西岡南小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

平成 30 年６月 19 日（火） 

「花いっぱい運動（４・５年生）」 



◎リングプル・ペットボトルキャ

ップ・牛乳パック回収の取組 
校内に回収ボックスを設置し、児童や家庭

に広く周知し、回収に取り組んでいます。 

◎フードリサイクルの取組    
４年生は総合的な学習の時間に、給食で出

る調理かすや残食を利用して作られる「リサ

イクル堆肥」について学びます。また、各学年

は、教材園でリサイクル堆肥を活用して野菜

を育てており、近年見事な収穫があります。 

◎エコライフレポートの取組   
夏・冬休みの期間を利用して、エコライフに

取り組み、関係部局に報告しています。 

◎PTA によるワイワイフェスタで

のリサイクル品の活用 
毎年１回行われる PTA ワイワイフェスタ

では、ゲームの景品などを各家庭から募り、リ

サイクル品・リサイクルおもちゃなどで賄っ

ています。また、会場を彩る飾りにも、使用済

の包装紙や余ったリボン等のリサイクル品を

使用しています。

◎節電            
天気の良い日は、外遊びを推奨していま

す。廊下やホール、教室の照明・ICT機器等
の電源を小まめに切るように心掛けていま
す。また、毎週火曜日をメリハリデーとして
残業を減らし、電力使用を抑えています。 

◎節水
水は限りある資源という意識を高める指

導を通し、節水を心掛ける姿勢を育てます。 

◎牛乳パックリサイクル運動
給食で飲んだ牛乳パックを開いて洗浄し、

リサイクルに回しています。 

◎ごみの減量・職員室の古紙回収
教室では、資源ごみ・一般ごみの２種類、

それ以外のごみは、玄関でプラスチック、ガ
ラス、金属などに細かく分別しています。ま
た、職員室ではほとんどの紙・シュレッダー
したものを古紙回収に出しています。 

◎エコ啓発ステッカー
校内各所に節電や節水・節約を呼びかける

ステッカーを貼り、エコ啓発をしています。 

「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          

実施日時  

取組内容  
まちづくり会「いきいき南平岸」と連携・協力して、地域

を色彩豊かな街並みにするとともに、花を通じて地域の方々
とふれあう心の交流をねらいとした「花いっぱい運動」に取
り組んでいます。今年も全校児童・保護者・教職員が、町内
会をはじめとした地域の皆様と一緒に、校区内の街路樹下の
枡や校地内に設置するプランターに花の苗を植えました。
昨年度からは、総合的な学習の時間で第二かしわ学園を
訪問する６年生が、園生や職員の方々と初めて花壇で出会
い、活動をスタートさせています。 
この活動を通して、自分たち 
が暮らしている地域の自然や環 
境を守り、育てようとする態度 
を養うことができます。 
毎朝、児童は自分で植えた花 
への水やりを張り切っています。

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

札幌市立平岸高台小学校 

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７日（木）



特色ある取組 日常のエコの取組

札幌市豊平区エコスクール宣言校

札幌市立あやめ野小学校 

◎花植え活動の取組

 「とよひらHANA－LAND」事業で助成さ

れた花の苗を、「さっぽろっこ環境ウイーク」

期間に花壇に植えています。また、校花であ

る「あやめ」を、本校の「あやめ園」（校門よ

り入って西側奥）で育てています。創造学園

との夏の交流集会（７月）や近隣の幼稚園・

保育所が来校する際には、本校の花壇やあや

め園を見ていただいています。 

活動を通して、児童が互いに協力し合い、

土に触れ、植物を育てる活動を通して、環境

への関心を高め、心を耕し育てる活動として

います。 

◎清掃活動の取組
毎週金曜日は「ぴっかぴかフライデー」と

して特別教室や水飲み場の清掃を行っていま

す。また、毎月第１水曜日には『自分の学び

舎をより良い環境に。』と願う児童が集まり、

自主的に清掃活動に取り組む「おそうじマイ

スター」を行っています。 

◎節電            
不要な電気は消すように心掛けています。

各教室、各特別教室、体育館、廊下、階段、

水飲み場、職員室など、活動に応じて点灯・

消灯を心掛けています。 

◎節水            
水を出し過ぎないように心掛けています。

水を使う場所には、児童の作成した節水を呼

びかけるポスターが年間を通して掲示して

あります。 

 ポスターに使っている 

「ウォッピー」は水道局 

から許可をいただいて、 

校内の環境や節水につい 

て児童に親しみやすいキャラクターとして

活用しています。 

◎ごみの減量         
教室のごみを一般ごみと資源ごみの２種

類に分別しています。また、学習で使った画

用紙などは、端切れを捨てずに次の学習に使

用するようにしています。

「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          

～各学年で花壇や教材園・あやめ園の環境整備を行いました～
校舎周りの花壇、各学年の教材園、本校の校花である「あ

やめ」の咲く「あやめ園」など、校舎周辺の環境整備を、保

護者・地域の方々と一緒に行う取組です。活動を通して、き

れいになった環境を見て達成感を得たり、思いを共有したり

する機会となることを願い取り組みます。 

～『ちっきゅん』が環境啓発～
環境キャラクターの 

「ちっきゅん」が来校し、 
環境を守ることの大切さ 
を伝えてくれました。 
 その中で、学校ででき 
ることについて、まず自 
分たちが行動を起こすこ 
とが大事であることを教 
えてくれました。 
児童の環境意識を高め 
る機会となりました。 

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

「クリーンアップタイム」 

「全校朝会・ちっきゅん登場」 



◎「リサイクルコーナー」の活用

玄関に「リサイクルコーナー」を設置し、

ペットボトルキャップ、リングプル、牛乳パ

ック、インクカートリッジの回収をしていま

す。リサイクルにより、ワクチンや車椅子と

の交換を目指し、地域にも収集を呼びかけて

います。児童、保護者に加え、地域の方々も

協力的で、リサイクル意識が広く根付いてい

ます。 

◎「省エネ共和国」参加の取組
経済産業省により開始された「省エネ共和

国」事業に平成13年から参加しており、節

電・節水に加えて紙のリサイクルにも積極的

に取り組んでいます。また、道内の小中学校

で初めて設置されたソーラーシステムを活用

した学習を行い、理解を深めています。 

◎節電            
教室を空ける時には電気をこまめに消す

ようにしています。また、採光で十分な明る

さが得られるときは、窓側の電気は消すよう

にしています。 

◎節水            
生活科や社会科の学習を中心に、日常生活

を例にしながら、学校や家庭での水の使用量

を調べたり、考えたりすることで、水を無駄

に使わないよう心掛けています。 

◎ごみの減量         
教室では、ごみを資源化ごみと燃やせるご

みの２種類に、その他のごみも職員室前で８

種類に細かく分別できるようにしています。 

また、色画用紙の使い残しは、色分けして

箱に入れ、児童が図工の時間や委員会活動、

係活動などで再利用できるようにすること

で、ごみの減量に努めています。

「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  

児童会代表委員会が全校児童にリサイクルを呼びかけ、全

学級で収集に取り組んでいます。本エコアクション期間をリ

サイクルコーナーの分担のきっかけと位置付け、主たる活動

は広報活動とします。リサイクルコーナーには、家庭や地域

の方からもエコキャップや牛乳パックが持ち寄られます。 

学校、地域、家庭３者 

のリサイクル意識の共有 

と浸透が見られます。 

今後も活動を広げてい 

きたいと考えます。 

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

札幌市立西岡北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「エコエコ RPC（リングプル・キャップ）」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 


