
特色ある取組 

◎地域清掃
・地域の町内会と協力して、校区内の公園や
通学路の清掃活動を実施しています。 

◎校内の花壇整備・菜園づくり
・校内の花壇を整備することで、校内の環境
を整え、菜園作りで、フードリサイクルや
コンポストなどの再生肥料の活用など、エ
コに対する意識を高めています。

日常のエコの取組

◎節電            

・生徒は、教室移動時に消灯をしています。 

・電化製品の取り替え時期には、節電効果の

高い電化製品へ更新しています。 

◎節水            

・全校生徒へ節水の呼びかけをしています。

◎ごみの減量         

・ごみの分別 

学級に一般ごみ、資源ごみなどの分別回

収用のごみ箱を設置し、日常から分別の意

識を高めています。 

・古紙回収 

各学級に古紙回収箱を設置し、余ったプ

リントなどを回収しています。

「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          

「エコキャップ回収活動」 

実施日時  

平成 30 年４月～  （通年で実施） 

取組内容  
・環境ウイークだけに限らず、年間を通して校内でのエコア

クション活動を継続していくために、エコキャップ回収活

動を継続しています。生徒会役員が中心に呼びかけを行

い、一般生徒や保護者、地域の方々の協力を得ながら活動

を進めています。 

・昨年から大型商業施設の「世界の子どもたちに笑顔を!!」

キャンペーンに参加し、感謝状をいただいています。「回

収量○○kg」で「ポ 

リオワクチン○○人 

分」「栄養給食○○ 

人分」等のコメント 

もあり、生徒たちに 

良い刺激となってい 

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

札幌市立清田中学校 



◎地域除雪ボランティア

地域で困っている老人宅の要請を受けて、

12月～３月の間、除雪の手伝いを行います。 

◎PTA 活動（環境）花壇の整備   

一人一役活動の環境美化活動として、校舎

前の花壇の整備に、毎年取り組んでいます。 

◎節電            

特別教室への移動時など、空き教室の消灯

を励行しています。授業時に、廊下の照明の

消灯を励行しています。 

◎節水            

手洗い時の水の使い方を考えています。節

水コマを使用し、水の節約に努めています。 

◎ごみの減量         

各学級で出るごみは、資源ごみ、燃やせる

ごみ、燃えないごみに分別して回収していま

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  

・生徒会が中心となって呼びかけを行い、厚別川の河川敷清

掃に取り組んでいます。 

・生徒会独自のボラン 

ティア活動として、 

通学路のごみを拾い 

ながら登校する【地 

域ごみ拾い活動】に 

全校生徒で取り組ん 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立北野中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

地域清掃ボランティア 

平成 30 年６月中旬：厚別川清掃ボランティア 

平成 30 年 10～11 月：地域ごみ拾いボランティア 



◎ボランティア活動      
保健専門委員会を中心に、学校の周りの美

化に対する意識の高揚と仕事を進んで取り組

む意欲やボランティア精神を育てることを目

標に各学級に参加者を募り「ボランティアに

よる校外清掃」を春と秋の２回行っています。 

また、３学期には冬型 

事故防止と、ロードヒー 

ティング経費節減のため 

の「すべらーずボトル」 

制作も実施します。 

◎玄関前の花壇の整備      

PTA環境委員会が中心となって玄関前の花

壇の整備を毎年行っています。苗の植え付け

から水やり、雑草取り、冬支度まで、活動 

の一環として数年前か

ら取り組んでいます。

きれいに整備された花

壇は玄関前の環境を彩

り、豊かにしています。 

◎節電              
移動教室による空き教室の消灯徹底し、

トイレの手洗い場などの使用後消灯を呼び

かけています。節水も合わ「Eco-Action」

としてスイッチや水飲み場に「節水・節電

は平岡中学校のEco-Actionです。」とい

う掲示物を貼り、呼びかけています。今年

度も生活専門委員会とタイアップして取り

組んでいます。 

◎節水                
生徒・職員の手洗い、清掃時など水を大

切にするため、水を出しっぱなしにしな

い、蛇口をしっかり閉めるなど、水量の調

節を呼びかけています。 

◎ごみの減量           
各教室では一般ごみと資源ごみ、燃えな

いごみなどを分別し、南玄関のごみ置き場 

で、分別ごとに捨 

てて資源のリサイ 

クルに努めるとと 

もに排出ごみの削 

減に努めています。 

「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 
平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 
生活専門委員会を中心に、節電に対する意識 

の高揚と自己を管理する意思を育てることを目 

標に「節電への呼びかけ」を行っています。具 

体的には、廊下のスイッチに生活委員会作成の 

カバーを張り、こまめに節電を促すだけでなく、 

普段使っていないプラグをコンセントから抜く 

ことを各学級で取り組んでいます。冬期間には 

エコ暖房の取組としてこまめに暖房のメモリを 

調節し、温度調節をしています。 

使用後の段ボール類はきちんとま 

とめて整理し、特別支援学級が中心 

となって回収に当たっています。校 

内がより良い環境になるように今後 

も続けていきます。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校 

札幌市立平岡中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「平岡中学校 Eco-Action」 



◎ペットボトルキャップ回収の 

取り組み 

 生徒会では、途上国の子どもたちへの支援

を目指し、生徒会だより等で「ペットボトル

キャップの回収」を呼びかけています。 

 各学級には、ペットボトル回収ボックスが

置かれています。 

◎清掃活動の取り組み

秋には、生徒会が中心となり、全校で校地

内の清掃を行っています。 

 また、保体専門委員会でも、春と秋に校地

内の清掃活動を行っています。 

◎節電            

 電気を無駄に使用しません。トイレの照明

が人感センサーで働くようになりました。 

 保体専門委員会で作成した「節電」ラベル

を教室の電気スイッチの上に貼り、全校生徒

に節電を呼びかけています。 

◎節水            

保体専門委員会で作成したポスターと水

飲み場のラベルで節水を呼びかけています。 

◎ごみの減量         

各学級から出されるごみは、燃えるごみ、

燃えないごみ、資源ごみの３種類に分別して

ごみ集積所に集められます。 

「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  
 保体専門委員会の活動として、 

節水を呼びかけるポスターを作 

成して各階の水飲み場に掲示し 

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

札幌市立北野台中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

保体専門委員会による「エコ」呼びかけ運動 

平成 30 年７月５日（木）～ ７月 13 日（金） 



◎ペットボトルキャップ回収運動 

各学級に回収箱を設置し、集まったものを、

NPO法人エコキャップ推進協会に回収して

いただいています。エコキャップは、860個

でポリオワクチン一人分となります。今年度

の第1回の集計は、1学期末に行う予定です。 

◎ベルマーク回収運動      

年間で 10 万点を目指しています。年２回

の回収強化週間を設けています。生徒会書記

局が呼び掛け・集計を担当しています。地域

の地区センターにも回収箱を設置させてもら

い、地域の方々にも協力していただいていま

す。 

◎節電            

必要ない場所の電気はこまめに消してい

ます。各学級の係や日直が、確認・消灯を担

当しています。 

◎節水            

水を出したままにしないように気を付け

ています。保体常任委員が節水呼びかけポス

ターを制作して掲示しています。 

◎ごみの減量         

各教室にリサイクル用紙かごを設置し、リ

サイクル可能な紙類を別に回収しています。 

「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  

 生徒会保体常任委員会が中心となって、全校生徒に呼びか

けをし、校区内のごみを拾うボランティア清掃を行いまし

た。多くの生徒が参加し、燃やせるごみ、資源ごみ（缶、ペ

ットボトル）、燃やせないごみなどを集めました。 

これからもボランティア清掃を通して地域とのつながり

を大切にしたいと考えています。また、校舎周辺のごみ拾い

を保体常任委員会活動として月１回程度行っています。

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

札幌市立真栄中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「地域清掃ボランティア」 

平成 30 年５月 17 日（木） ・24 日（木） 
・６月１日（金）地域清掃ボランティア

平成 30 年４月 18 日（水）・５月 8 日（火）
         ・６月 19 日（火）委員会活動



◎校舎周り清掃

 年に３回、環境専門委員とボランティア生

徒が校舎の周りや敷地内を清掃します。一般

生徒へ環境美化に対する意識の向上を促し、

日常生活でも自らごみを拾う生徒が増えるよ

う活動を行っています。 

◎ペットボトルキャップの回収

 生徒会が中心となり、ペットボトルキャッ

プの回収を行っています。正面玄関ホールに

ペットボトルキャップの回収ボックスを設置

しています。回収されたペットボトルキャッ

プは、全国障害者福祉援護協会北海道地区本

部へ送り、ワクチンの寄贈などに役立ててい

ます。

◎PTA 資源回収活動        

 毎月１回各家庭から紙資源を出していただ

き回収します。毎年かなりの回収実績があり、

PTAの特別会計として活用されています。 

◎節電            

 教室を空けるときには、電気を消すように

心掛けています。また、廊下の電気は、必要

に応じて消しています。また、節電の意識を

高める呼びかけをしています。 

◎節水            

水飲み場の蛇口をしっかりと閉めて、無駄

に水を流さないようにしています。 

◎ごみの減量         

教室での分別を徹底しています（資源化ご

み、一般ごみ）。また、教室に古紙回収箱を

設置し「雑紙類」と「再生できる紙」に分別

回収し、紙資源のリサイクルに貢献していま

す。さらに印刷ミス等で使用できなくなった

紙は「裏紙としての利用」を徹底し、一般的

な使用はもちろんのこと、コピー機やファク

ス用紙としても利用しています。 

「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  

 公募したボランティア生徒に前日にごみ袋を配布し、翌日

の登校時に地域のごみを拾います。玄関前で生徒会役員が受

け取ります。このようにして地域を見つめ直すことで地域愛

が生まれ、地域の環境美化に対する意識の向上を図ることも

目的としています。 

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

札幌市立平岡中央中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「地域清掃ボランティア」 

平成 30 年５月 15 日（火） 



◎太陽光発電システム

屋上に設置された太陽光発電システムから

供給された電力は、校舎の配電線に送られて

校舎内で利用しています。 

発電量や消費電力量、日射量などのデータ

は、玄関前のモニターで随時確認することが

できます

◎節電            

授業場所の移動などで教室を空けるときに

は、点灯のままにしないことに気を付け、日

直などを中心に消灯しています。明るい日に

は、教室の窓側の照明を消灯するなど節電を

心掛けています。 

◎節水            

飲み終わったら確実に吐水口を下に向け、

ハンドルの緩みがないことを確認するなど、

小さな取組を積み重ねから、節水意識の向上

を目指しています。

◎ごみの減量         

裏面の印刷されていない余った配付用プ

リントを学級や生徒会での活動でのメモ用

紙や記録用紙として使うことで、ごみの減

量を意識でき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          

「校内環境美化強化週間」 

「リングプル回収強化週間」 

実施日時 

平成 30 年７月２日（月）～６日（金） 

取組内容 

環境常任委員とボランティア生徒が協力して、日常の清掃

活動ではできない、廊下や階段などの校舎内の環境美化を行

いました。

文化常任委員が中心となり、回収目標量を設定し、回収状

況が分かる掲示物や回収を呼びかける啓発ポスターを作成

し取り組みました。 

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

札幌市立平岡緑中学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 



◎「環境学習現地実習」（６月 15 日）

「総合的な学習の時間」の「環境」分野に

３年生が滝野すずらん丘陵公園に赴き、炊事

をして級友との絆を深めるとともに、最後の

後片付けを協力して手際よく行い、身近な環

境保全の方法について実践し、関心を高めま

した。 

◎「厚別川河川清掃」（６月 17 日）

ボランティア参加

地域との連携を大切にする取組の一環とし

て、北野地区町内会連合会の住民参加型奉仕

作業に本校生徒が参加しました。 

◎「地球のステージ」全校生徒

神奈川県の医師、桑山紀彦さんによる紛争

や災害が引き起こす環境破壊、貧困などの国

際理解教育、地球環境問題をテーマにして、

分かりやすく語りかける歌と映像のステージ

です。

◎節電            

必要な場、必要なときを意識しながら、必

要がなくなった時には、一人一人が率先して

スイッチを OFF にし、電気の無駄遣いをし

ないようにしています。 

◎節水            

「大切な水」を無駄にしないために、こま

めに蛇口を閉め、節水に取り組んでいます。 

◎ごみの減量         

一般ごみと資源ごみの２種類に分別して

います。資源ごみは古紙、段ボール、ペット

ボトルなどに細かく分けて専門業者へリサ

イクルに出しています。 

本校は、身近な取組みの積み重ねを大切に

し、継続的な活動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  

 環境整備のために、3 年生の生徒が 6 月 15 日「総合的

な学習の時間」を利用して校地内外のごみ拾いを実施しまし

た。校地周辺の通学路、厚別川河川敷でもごみ拾いを行い、

通学環境の整備に取り組みました。またPTAの環境委員会

も、保護者が集まり、中庭花壇に花々の苗の植栽を行ってく

ださいました。環境の美化に学校全体で取り組んでいます。 

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

札幌市清田区エコスクール宣言校

市立札幌清田高等学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「環境実習（清掃活動）」 平成 30 年６月 15 日（金） 

「学校花壇の植栽」    平成 30 年６月 ９日（土） 


