
◎幼稚園を花で飾ろう

PTA活動の保 

護者と一緒に園 

を飾る花の苗を 

植えます。 

 玄関前は保護 

者が、園庭は子 

どもたちが水やりをします。

◎廃材を使って
家庭でいらなくなった空き箱などの廃材を

使ってロボットやピタゴラスイッチなど様々

な遊びに利用しています。自分の作りたいも

のを目指して、工夫したり、考えたりする力

の育成につながっています。 

◎節電            

 保育室を空ける際や降園時は消灯します。

年長になると、教師の様子を見て自分たちで

積極的に取り組むようになります。 

◎節水            

水は幼児の遊びに欠かせない素材ですが、

具体的な体験を通して水の大切さを繰り返

し伝えています。また、手洗い場には「ちっ

きゅん」の表示をし、 

遊びとは区別して節水 

の意識を育んでいます。 

◎ごみの分別         

３歳児にも分かりやすくごみ箱に絵を付

け、分別の仕方を教え 

ています。子どもたち 

は、絵を見て確認しな 

がらごみの分別に取り 

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  

 木工所でいらなくなった木片をいただき、遊びに必要な遊

具を作りました。子どもたちは、自分のイメージに合わせて

考え、工夫しながら木工制作を楽しんでいます。作品には愛

着があり、物を大切にする気持ちにもつながっています。 

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園

札幌市立はまなす幼稚園 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「木片を使っていろいろな物を作ろう。」 

平成 30 年６月 19 日（火）～２週間程度 

押さえてて。

ロボットできた。
もっとつなげた
い。

コリントゲームを作ろ
う。たくさん釘を打たな
きゃ。



◎アダプトプログラムの取組

総合的な学習の時間で、６年生が地域を清

掃する活動に年間６回取り組んでいます。こ

れは、西区役所と契約したアダプトプログラ

ムという活動で、ベストや火ばさみなどを区

役所から借りて行っています。保護者へも清

掃活動への参加を呼びかけ、一緒に取り組ん

でいます。 

◎アイスキャンドル in琴似

１月の最終金・土・日曜に、西区役所・琴似

商店街・町内会・学校などが協力して、「アイ

スキャンドル in 琴似」が開催されます。琴似

の町が、アイスキャンドルで飾られます。本校

では、４年生がアイスキャンドルを手作りし、

学校に飾ります。児童は、点灯式にも参加し、

環境に関する標語を発表します。

◎節電の取組

教室を空ける際は、各学級の係児童が電気

を消すなど、節電の行動が習慣として身に付

いています。 

◎節水の取組

保健委員会で、「水を出したままにしない」

などの呼びかけを行っています。

◎ごみ減量の取組

給食に出る牛乳パックは、小さくたたんで

班ごとにまとめるなど、かさばらないように

しています。塵芥庫で、プラスチックや金属

など分別しています。児童会活動で、リング

プルを集める活動を行っています。 

◎フードリサイクルの取組

市のフードリサイクル事業に参加し、給食

を残さず食べるようにがんばっています。 

「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  
  平成 25 年６月 日（ ）～  日（ ） 

取組内容  

 ５年生が、夏至（６月21日）の夜８時から８時10分ま

での10分間、ライトダウンを通じてエコを呼びかける「キ

ャンドルナイト in 琴似」に協力し、総合的な学習の時間に

作成したキャンドルや啓発ポスター、ビラを商店街に配った

り、街頭放送やラジオ（FM 

三角山）番組でイベントへ 

の協力を呼びかけました。 

琴似小の児童は、５年生の 

手作りキャンドルで、全校 

で取組に参加することがで 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立琴似小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「キャンドルナイト in 琴似」 

平成 30 年６月 11 日（月）～22 日（金） 

町中に配るキャンドルを
手作りする児童



◎牛乳パック回収の取組     

毎日の給食で消費する牛乳パックを学級毎

にバケツに汲んだ水ですすぎ、丁寧に開いて

100枚ずつ束ね、紐で縛って専用のカートに

収納しておきます。年に２回、回収業者が回

収に来ます。回収して得た収益は、日常の学

習や児童活動の行事「もえぎフェスティバル」

で使えるようストップウォッチ等を購入し、

児童に還元できるようにしました。 

◎節電            

不要な電気は、使用しないよう心掛けてい

ます。使用していない教室や特別教室の照明

を消しています。 

◎節水            

不要な水は、使用しないよう心掛けていま

す。一回の掃除や牛乳パックの洗浄に使う水

は、バケツ二つ分と決めています。

◎ごみの減量         

各学級では資源ごみと一般ごみの二種類に

分別しています。ごみ袋にできるだけたくさ

ん収めるよう、紙類は小さく畳んだり丸めた

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  

取組内容  

エコライフ委員会では、全校児童が行っている牛乳パック

リサイクルについてのポスター 

を制作しました。リサイクルを 

する意義や、リサイクルの方法 

を、本やコンピュータを使って 

調べ、全校に呼びかける内容で 

す。各学年の発達段階に合わせ 

クイズ形式などにして、知識が 

行動につながるよう取り組んで 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立琴似中央小学校

日常のエコの取組 特色ある取組 

「リサイクルの呼びかけ」 

平成 30 年６月 19 日（火） 



◎PTA プランター苗植え         
毎年５月にPTA 

保護者を募り、児童 

玄関前にプランター 

を設置しています。 

◎事故０を願って！ 

～スクールゾーン苗植え活動～
 毎年６月に、児童会が主体となり、札幌新

道の歩道植樹ますにマリーゴールドなどを植

えています。この場所は、過去に交通事故が

あったところでもあり、二度と悲しい事故が

起こらないように、との願いも込められてい

ます。 

◎節電            

学級の電気係はもちろん、気が付いた児童

が、教室移動時や必要のないときに電気を消

しています。特別教室を使用した後、点けた

ままにしないよう気を付けています。 

◎節水            

水を出したままにしないよう気を付けて

います。 

◎ごみの減量         

教室では、ごみ箱を２個用意し、一般ごみ

と資源ごみ（紙類など）の２種類に分別して

います。色画用紙を使うときは、切れ端も最

後まで使い切るなど、物を大切にするよう心

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  

発北商店街・地域内町内 

会・西陵中・発寒東小・発 

寒小及び各PTAと、地域 

・保護者・学校が協力して、 

地域をきれいにするための 

活動を行います。発寒小で 

は学年ごとに道路のごみを 

拾いながら校区内の公園を 

目指し、地域の方々や保護 

者の皆様と公園内のごみ拾 

いを行っています。 

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

札幌市立発寒小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「発北キラキラ７days」 

平成 30 年９月 25 日～28 日 



◎地域を活用した学習

山の手のよさを実感したり、先人や地域の

方々へ感謝の思いを感じたりするために、校

区内の環境に目を向けて、全学年が地域を活

用した校外学習に取り組んでいます。地域の

方々との関わりを大切にすることで、自分の

住んでいる環境や生活を見直していくきっか

けにもなっています。 

自分たちの生活している地域内の活動に取

り組むことで、山の手のよさと課題を再発見

する学習となっています。 

◎ボランティア委員会活動

児童委員会では「ボランティア委員会」が

中心となり、福祉への取組の一つとして、車

椅子との交換を目指して、リングプル収集を

年間通じて取り組んでいます。全校児童へ呼

びかけ、委員会活動の日に回収活動を行って

います。

◎節電            

教室を空けるとき、消灯しています。学級

では、係活動としての取組を進めています。

使っていない電気製品のプラグは抜く、電源

を切るなどの節電にも取り組み、児童の意識

付けを図るようにしています。 

◎節水            

委員会活動で節水を呼びかけています。清

掃で使用するバケツに水を入れ過ぎないよ

うにし、手を洗う時は水を止めるなどの取組

をしています。 

◎ごみの減量         

1階ダストボックス横に、資源ごみと一般

ごみの種類別表示を行い、分別への意識を高

めるようにしています。画用紙類や用紙の再

利用、廃棄するものは資源回収の活用を推し

進め、資源の有効利用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  

 山の手地区の清掃活動および美化活動の取組 

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

札幌市立山の手小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

６年生「アダプトプログラム」（アダプト活動） 

第３回目の活動日 

平成 30 年６月 28 日（木） 

＊活動日…年 10 回を予定 

（最終活動日…平成 31 年２月 22 日） 

花を移植する様子 

※６月 11日実施 
清掃活動に取り組む様



◎ライフジャケットを活用した 

川での環境学習

本校に、西区環境まちづくり協議会から、

児童用のライフジャケットが設置され、生活

科や総合的な学習の 

時間、サタデースク 

ール等で活用してい 

ます。

◎札幌市環境教育リーダー・環境

保全アドバイザー等との連携

生活科や総合的な学習の時間、サタデース

クール等で、札幌市の環境教育リーダー（NPO

法人あそベンチャースクール）や環境保全ア

ドバイザー、札幌まるやま自然学校の方々の

協力をいただいて、環 

境についての様々な学 

習を行っています。 

◎節電            

日常的に、廊下等の蛍光灯の点灯を減らし

たり、太陽光発電や電気の使用量を表示した

りして、電気の使用量について関心をもてる

ようにしています。 

◎節水            

普段から、水を使ったとは蛇口を閉めるよ

う、水を出したままにしないよう、声かけし

ています。

◎ごみの減量         

掃除の際のごみの分別を行っています。

市のフードリサイクル事業に参加し、栄養

教諭からもフードリサイクルについての説

明を行っています。給食を 

残さず食べるように、全校 

で「給食完食賞」の取組を 

して、みんなで残食を減ら 

すようにがんばっています。 

「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  

・全校ごみ拾い 

・グリーン委員会による 

 花の種まき、苗植え。 

・PTAによる花壇等環境 

整備 

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

札幌市立手稲東小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「手稲東さっぽろっこ環境ウイーク」 

平成 30 年６月 25 日（月）～29 日（金） 



◎観点を明確にした清掃活動
高学年を中心に分担している特別教室や水 

飲み場の清掃活動では、それぞれの清掃箇所 

の様子に応じた「清掃チェック表」を用いて 

児童の自己点検や教師による確認を行ってい 

ます。当番活動なので輪番制となりますが、 

清掃箇所に応じた清掃方法に力を入れて取り 

組むことで、作業効率も向上しています。 

◎ふれあいクリーン作戦

春と秋に行う校外清掃（ふれあいクリーン

作戦）は１・６年、２・５年、３・４年がそ

れぞれペアとなって取り組んでいます。上級

生が率先してごみ拾いをしたり、下級生も上

級生にごみの分別の仕方を教わったりするな

ど、ふれあいを通して、全校児童一人一人が

「エコ」の意識を高められるように工夫して

います。 

◎節電            

学年が一斉に移動する際には、教室とワー

クスペースを消灯するようにしています。児

童が整列しているときから消灯することで、

細かな節電の大切さを身に付けられるよう

にしています。 

◎節水            

 毎日行っている清掃活動の際には、バケツ

に汲む水の量の適切さに気を配っています。

低学年ではバケツの内側に線を引き、必要以

上の水を汲んでしまうことがないよう工夫

しています。

◎ごみの減量         
委員会活動では、掲示物から小物に至るま 

で、来年度以降も見通して繰り返し使用でき 

るように意識して、丈夫に丁寧に作っていま 

す。長い目で見てごみの減量に取り組むこと 

も大切だと考えています。 

「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  

 全校児童のエネルギーに対する見方や考え方を広げるた 

めに、天候の様子と太陽光発電の関係を調べ、伝える取組を

行っています。 

発電量と使用電力量の関係から特徴を読み取るなど、ここ 

での活動から、他の季節の様子について調べてみたいと、新

たな意欲をもつとともに、何となく感じていることが数値で

表されていることで節電の意識が高まるようです。 

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

札幌市立手稲宮丘小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

児童会による「エネルギー見直し週間」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎リングプル・ペットボトル 

キャップの回収 

 車椅子やワクチンとの交換を目指し、エコ

リサイクル委員会が校内に収集箱を設置して

収集しています。 

 ペットボトルキャップも収集箱を設置し、

近隣のスーパーに届けています。 

 また PTAでは、使用済み天ぷら油の回収を

行っています。

◎節電            

 教室を使用しないときは、各学級の係の児

童が電気を消し、無駄な電気を使わないよう

心掛けています。 

◎節水            

不要な水は使用しないよう心掛けていま

す。 

◎ごみの減量         

各教室では、資源ごみと一般ごみの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          

実施日時  

取組内容  

＜全校児童の取組＞ 

・節電、節水重点週間  

・ごみ分別、ごみ減量週間 

＜児童会の取組＞ 

・回収活動の計画 

  牛乳パック、リングプル、ペットボトルキャップの３点

をエコリサイクル委員会が回収します。 

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

札幌市立発寒西小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「みんなでエコアクション」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎牛乳パックの回収       

・使える資源として牛乳パックのリサイクル

に取り組んでいます。学級の係児童が中心

となり、洗浄したパックを100枚ずつ整理

しています。 

◎資源物回収の取組       

・毎月１回、PTAや地域の方にもお知らせを

出して、校区内の各ポイントを業者さんが

巡回しながら、資源回収をしています。

◎節電            

◇使用していない教室は、必ず、電気を消し

ています。 

◇児童下校後は、廊下の電気を一斉に切って 

います。 

◇TV・CDプレーヤーなど、使用時以外はコ

ンセントを抜くことを心掛けています。 

◇各教室のスイッチの位置に「節電の呼びか

け」を掲示しています。 

◎節水            

◇使用後はすぐに蛇口を閉める習慣を身に

付けさせています。 

◎ごみの減量         

◇リサイクル、リユースを心掛けています。 

◇再生紙を積極的利用しています。 

◇資源回収に積極的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 

① 苗床で育てた花の苗を、ポットに植えて学校近隣の郵便

局前に５年生が置いています。また、５年生は自分たちで

作った植木に花の苗を植え、校地内に置いて花を育ててい

ます。命の大切さと、身の回りの環境を考える活動です。 

② 委員会の環境委員会がポスターを作り、各学級に掲示

し、放送で協力を呼びかけました。節電・節水、ごみの分 

別、給食を残さずに食べる、 

ごみを拾うなど、今まで以上 

に意識して働きかけました。 

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

札幌市立八軒小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

①「花を育てよう」  ②「環境を考えよう」 

平成 30 年６月 11 日（月）～29 日（金） 



◎「マイタウン・マイフラワー」 
 環境教育の一環として設定した活動の一つ

であり、年度当初に札幌市環境局みどりの推

進課よりいただいた花の種を苗まで育て、さ

らに公園の花壇に移植し育てることを通して

環境の美化に努める態度を養うことを目的と

しています。 今年度も７月23日に４年生が

二十四軒公園まで出向き、町内会の皆様と一

緒にペチュニアやマリーゴールド、ケイトウ

などの苗を移植しました。 

◎PTA による資源回収
 新聞、雑誌、段ボールなどの紙資源や、ア

ルミ缶、ビール瓶、一升瓶などの回収を月に

１回行っています。 

 また、インクカートリッジや天ぷら油（廃

油）の回収についても取り組んでいます。 

◎節電            
教室移動の際には、係児童や気が付いた

児童が電気を消すようにしています。教室

が暗い時には自分から電気を点けるなど、

必要に応じて照明を自主的に点けたり消

したりする意識が育ってきています。 

◎節水            
水飲み場やトイレで水を利用する際に、

水を出したままにしたり、必要以上に水を

出し過ぎたりしないように心掛けていま

す。 

◎ごみの減量         
教室では資源ごみと一般ごみの２種類

に分別します。また、玄関にはガラス・瀬

戸物・金属・ビン・カン・ペットボトル・

プラスチックなどに細かく分けたごみ箱

と、廃棄ダンボール置き場を設置して分別

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          

実施日時  

取組内容  
札幌市が管理する西区内の道路や公園などにおける清掃

ボランティア活動を支援し、環境美化への意識の高揚を図る

ことをねらいとして、年に４回、二十四軒手稲通りの歩道の

清掃活動を計画しています。町内会の方や保護者のボランテ

ィアも子どもたちと共に活動しながら見守りにご協力いた

だいています。 

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

札幌市立二十四軒小学校

日常のエコの取組 特色ある取組 

６年生 「地域清掃活動（ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）」 

平成 30 年６月 19 日（火） 

写真等



◎みどりの貯金箱       

みどりの貯金箱は、地域の｢エコタウンはっ

さむ｣と町内会の皆様が、地域の公園で落ち葉

を集めて堆肥作りを行っている活動である。

毎年秋に環境学習として参加した４年生が、

堆肥の配付作業を手伝い、その堆肥は学校の

花壇や教材園で使わせていただいている。 

◎廃油によるろうそく、石鹸作り

｢エコタウンはっさむ｣と町内会の皆様のご

協力により、３年生が廃油によるろうそく作

りに挑戦し、出来上がったろうそくを２年生

のスノーキャンドルに活用するという活動を

進めている。 

◎節電            

 児童会の委員会活動、高学年の総合的な学

習の時間等で、全校に発信し、取り組んでい

る。エコライフレポートの結果などを毎回ポ

スター掲示し、全校児童、保護者への活動啓

発を図っている。 

◎節水            

総合的な学習の時間等で学んだことを自

分事としてとらえ、日常生活で実行してい

る。 

◎ごみの減量         

分別によるごみ減量の意識を高め、牛乳パ

ックのリサイクルや、裏紙の有効活用、資源

回収への働きかけを進めるなどして、継続的

に取り組んでいる。

「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  

 児童会の代表委員会による年間を通したリサイクル運動

の一環として、期間を設けてペットボトルキャップの回収を

進めている。 

各学期ごとに、リサイクル運動の意義や回収のPRを兼ね、

全校児童に呼びかけ、リ 

サイクルの啓発を行って 

いる。回収結果などを知 

らせ、活動への認識を高 

める取組を進めている。 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立発寒南小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

代表委員会「ボトルキャップ回収」 

平成 30 年６月 18 日（月）～７月６日（金） 



◎「マイ・リトル・エコ」    

・４月、新しい学級ができてすぐ、学級ごと

の環境のための取組を決める。25学級全て

が、様々な環境活動を行うことで、小さな

活動を大きな広がりにしていく。 

・平成 30 年度も、牛乳パック洗いや掃除の

時の節水、こまめに電気を消す、窓側の電

気を消すなどの節電、学級のポスターなど

では色画用紙の切れ端を積極的に使う等を

行っている。 

・年度の途中で、活動の見直しを行う。他の

学級の活動を見て、活動を付け加える。ま

た、無理のない活動なのかを考える。 

・今後、７月と12月に行う「ピカピカ週間」

では、取組の結節点の一つとして、環境活

動との結び付きを図っている。

◎節電            

・教室を空けるとき、電気を消します。  

・晴れた日は、窓側の電気を消します。 

・廊下の電気は、半分だけ点けます。 

・太陽光発電によってできた電気も利用し 

 ています。 

◎節水            

・外の草花に水をやるときには、大きな入れ 

 物にためた水を使います。 

・バケツに汲む水や牛乳パックを洗うために

汲む水を、できるだけ減らします。 

◎ごみの減量         

・牛乳パックをきちんと開き、乾かしてまと

めます。 

・プリントの裏、色画用紙の余りを利用し、

紙ごみをなくします。 

「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  

 西小学校では、全学級で「マイ・リトル・エコ」を合言葉

としました、各学級では「環境を守るために…学級で小さな

一歩をふみだそう。」を意識して、学級全員が環境を守る活

動に取り組みます。 

しかし、期間を決めてし 

まうと、その時だけ頑張る 

取組になってしまうことが 

あります。そうならないよ 

う、息の長い活動へと進化 

させます。

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

札幌市立西小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「マイ・リトル・エコ」の実践 

平成 30 年６月 11 日（月）～15 日（金） 



◎フードリサイクルの取組

市のフードリサイクル事業に参加していま

す。学年の教材園でリサイクル堆肥を使用し、

植物を育てて、学習に活用したり、収穫し食

したりしている。また、給食を残さず食べる

よう各学級で工夫して取り組んでいます。 

◎緑を大切にする取組

３年生は、総合的な学習の中で、「西野のま

ちを花でかざろう」と、一人一鉢花を育てる

活動をしています。自分で育てた花を近隣の

施設や家庭に届け、まち作りの参画の意識を

高めています。また、地域の方々やPTAのフ

ラワーボランティアとともに「西野を花と緑

でいっぱいにしよう」と緑を大切にする意識

を育てています。 

◎節電            

生活委員会で作成したポスターで節電を

呼びかけています。 

◎節水            

生活委員会で作成したポスターを水飲み

場に掲示し節水を呼びかけています。 

◎ごみの減量         

各教室では一般ごみ、資源化ごみに分別し

ています。金属、プラスチックなどその他の

ごみは、清掃時に校内の分別室で細かく分別

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          

実施日時  

取組内容  

 西野小に隣接する西野緑道の清掃活動を、異学年グループ

で行った。自然を大切にする心や地域・社会に貢献する喜び、

公衆道徳を身に付けることをねらっている。 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立西野小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「緑道クリーンパトロール」 

平成 30 年６月 28 日（木） 



◎札幌市農体験リーダー派遣制度 

を活用した栽培活動 
札幌市農体験リーダー派遣制度を活用し

て、土作りや栽培活動に取り組んでいます。

学校の花壇やプランターなどで花や野菜を育

てたり、育てた鉢植えの花を地域の施設や学

校・商店などに置かせていただいたりするこ

とにも取り組んでいます。また、PTA活動の

一家庭一係として、花壇やプランターで花を

育て、地域の方々にも喜ばれています。 

◎スノーキャンドル
１月下旬、ハツキタ商店街の皆さんに指導

していただき、縦割り活動の「なかよしグル

ープ」でスノーキャンドルを作ります。夕方、

地域や学校周囲のキャンドルに灯がともると

心も身体も温かくなります。キャンドルは廃

食油を使って作っています。 

◎フードリサイクル        
残った給食から作られたフードリサイクル

堆肥を活用して教材園で栽培活動をしていま

す。また、「さっぽろ学校給食フードリサイク

ル事業」について、食育のカリキュラムに加

えて子どもたちに紹介しています。

◎節電            
ポスターにより 

誰もいない教室等

の電灯を切る習慣

の意識付けを行っ

ています。 

また、コンセントの差込口に電気使用量が

分かる装置を付けて、無駄な電気使用の見え

る化を図っています。 

◎節水            
普段から水を出したままにしないように、

ポスターや児童相互の声かけにより、取り組

んでいます。 

◎ごみの減量         
各学級では資源ごみとその他のごみの２種

類に分別しています。 

また、牛乳パック、インクカートリッジな

どを家庭や地域から回収しています。

「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  
各学級に「Ｈ30エコアクション」というポスターを配付

し、活動内容を学年の発達段階に応じて、指導しています。

ポスターを教室に掲示し、子どもたちのエコ意識を高め、自

分ができることに進んで取り組むことを促しています。 

１ 節電をしよう！ 

２ 紙を大切にしよう！ 

３ ごみを分別して減らそう！ 

４ 水を出しっぱなしにしない

でね！ 

５ ベルマーク・インクカート

リッジ・牛乳パックの回収

に協力しよう！

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

札幌市立発寒東小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「発寒東小学校 Ｈ30 エコアクション」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎ごみの分別

・学校のごみ分別を、家庭のごみ分別と同じ

にしています。学校はもとより、実生活で

も的確にごみ処理ができることを目指して

います。 

◎地域環境の美化

・第二ボランティアタイムを学年ごとに行い、

通学路や地域の施設の清掃活動を行ってい

ます。

◎節電            

・廊下の蛍光灯は一つおきに点灯し、節電に 

努めています。 

・教室を出るときには必ず消灯し、テレビや 

実物投影機の電源を切るようにしていま 

す。 

◎節水            

・手洗いをするときには、蛇口の水の量を調 

整して、使っています。 

・植物の水やりをするときには、蛇口の水を 

出したままにしないように、気を付けてい 

ます。

◎ごみの減量         

・牛乳パックのリサイクルを全校で取り組 

み、ごみの減量を目指しています。

「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  

・４年生は、社会の学習で校区の西野上水道を見学しました。 

・自分たちの飲み水は近くの琴似発寒川から取水することを

学習しました。 

・学習の成果を生かし、水の節約や環境を守る呼びかけをし

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立西野第二小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「水はどこから」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎牛乳パック回収の取組
牛乳パック回収に取り組んでいます。子ど

もたちは、飲み終えた牛乳パックを１枚の紙

になるように開き、学級でまとめます。まと

めた牛乳パックは、資源回収に出します。こ

の取組を通して、資源の再利用について学び

ます。 

◎保健環境委員会の取組
保健環境委員が保健衛生の励行のために、

ハンカチ・ティッシュの大切さについてのポ

スター制作に取り組み、水飲み場に掲示し、

全校に呼びかけています。 

◎「総合的な学習の時間」の取組
４年生が、環境リーダーの指導を受けて、

実際に琴似発寒川へ探検に行きます。川の生

物や水質を調査する学習に取り組んでいま

す。５年生は、身近な環境調べから、地球温

暖化を防ぐための取組を調べ、一人一人がで

きることを発信する取組を行います。

◎節電            

教室を空ける際や特別教室へ移動する時

は、電気を消すことを日常的に取り組んでい

ます。また、こまめに電気を消すよう係活動

として位置付けるなど、子どもの発達段階に

応じて節電する意識を育てています。 

◎節水            

節水の呼びかけを行い、特に水飲み場で

は、水の出し過ぎに気を付けて使うように指

導しています。また、４年生において水道記

念館や下水道科学館の見学を行い、水の大切

さを知る機会を設けています。

◎ごみの減量         

教室のごみを資源ごみと一般ごみの２種

類に分別し、資源化できるものは再利用しよ

うとする取組を行っています。また、トイレ

ットペーパーの使い方についてのポスター

を掲示し、全校に呼びかけています。 

「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 
６月６日に環境の学習の一環として、農試公園へ行き、花

苗を植える活動をしました。農試公園の職員の方から花苗の

植え方を教えていただきながら約 50 個のプランターに花

苗を植えました。まず、肥料を入れて土づくりを行いました。

そのあと、一つのプランターに一人３本ずつ花の苗を植えま

した。子どもたちの作ったプラ 

ンターは農試公園前の道路をき 

れいに彩っています。子どもた 

ちは、自分たちが植えた花苗が 

飾られることにより、地域の環 

境づくりに関われたことを実感 

す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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立八軒西小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

３年生「大好き！農試公園」 

平成 30 年６月６日(水） 



◎校区内クリーンタイム     

○年に 1 回、地域の方々と一緒に、全校児童

が地域の 15 カ所の公園清掃を行っていま

す。身近な環境を整え、きれいに保つ意識が

育っています。 

◎リサイクル

○環境委員会が中心となり、リングプルの回

収に取り組んでいます。また、PTAがイン

クカートリッジの回収に取り組んでいま

す。これらの活動を通して、リサイクルの意

識が育っています。 

◎節電            

○使っていない教室の電気を、こまめに消し

ます。 

○パソコンの電源は必ず切るようにします。 

◎節水            

○植物への水まきは、大きなバケツに一度た

めてから、じょうろに移して行います。 

○手を洗うとき、水を出したままにしませ

ん。

◎ごみの減量         

○資源化ごみと燃えるごみに分別します。 

○牛乳パックは捨てずに回収し、リサイクル

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  

○電気をこまめに消そうキャンペーン 

○分けて出そうごみマイナスキャンペーン 

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

札幌市立福井野小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「ふくいの エコスペシャル」 

平成 30 年６月１日（金）～30 日（土） 



◎フードリサイクル

・フードリサイクル堆肥を利用して作物を育

て、給食で提供することによる食育活動の

実施。 

・フードリサイクルのことを学ぶための学級

活動（食に関する指導）の実施。 

◎PTA・地域との連携  
・PTA ボラン

ティアの活

動として、イ

ンクカート

リッジ回収

を進める。 

・PTA資源回収として、段ボール・紙資源の

回収など、PTAや地域との連携を図りなが

ら行っていく。活動については、随時HPに

アップする。

◎節電            

・節電の呼びかけ 

・日差しが入らなくなったらカーテンを開け

て窓側の電気を消す。 

・電気のスイッチの色分け→必ずつける場所

と、明るい時に消す場所を分かりやすく。 

◎節水            

・水飲み場の環境整備 

◎ごみの減量         
・ごみの分別の徹底（資源・一般） 

・さらに紙資源は、各教室にてリサイクルボ

ックスを設置して回収し、資源回収へ。 

「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  

(1)各教室にて環境についての取組 

・節電…教室をあけるとき、電灯、TV類のスイッチを消す。

・節水…子どもたちが気持ちよく水飲み場を使えるよう、

環境を整える。 

・夏休みのエコライフレポート計画 

 …子どもたちが環境について考えるきっかけとしてエコ 

ライフレポートの計画をする。 

(2)公園等、公共施設の利用の指導 

・自分のごみは必ず持ち帰る。 

・公共施設の約束を守る。 

(3)終業式にて「三角やまべぇ」の 

登場 

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

札幌市立山の手南小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「山の手南エコ運動」 

平成 30 年７月 17 日（火）～25 日（水） 



◎４年生「中の川環境調査隊」
校区を流れる「中の川」について学びます。

水質はきれいなのかな?生き物はすんでいる

のかな?ということ 

を実際に川まで行っ 

てみて調査します。 

川の水はきれいで、 

たくさん種類の生き 

物がいるのに、ごみ 

もけっこう落ちています。自分たちで、中の川

のためにできることや、中の川の未来につい

て考えて行動に移します。 

◎
緑を増やす意識をもち、３年生が様々な花

を鉢に植え、地域の店舗、病院、介護施設等

にプレゼントしています。地域の多くの方々

から、「きれいな花を見て、嬉しい気持ちに

なりました。」等のお手 

紙をいただき、お花を通 

して温かい交流を育んで 

います。 

◎節電            

電気を無駄に使わないように、どのクラス

も教室を空けるときには、係の人が教室の明

かりを消しています。 

テレビや実物投影機の電源もこまめにチ

ェックするように、みんなで声をかけ合っ

て、「つけっぱなし」はやめようと、気をつけ

ています。

◎ごみの分別         
各教室で、紙の資源ごみ・もえるごみ・

プラスチックのごみと、三つのごみ箱に分

別しています。どんなごみがどのごみ箱に

入れるとよいのかをみんなで確認していま

す。プリントの裏紙や、画用紙の切れ端も

有効利用しています。 

「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  

各学級にポスターを掲示して、いつも気を付けている、

「節電」を更に意識してみようという活動に取組みました。

最後に振り返り、「みんなで気を付けるのが大切」「節電の

取組は、難しいことではないから続けていきたい」という

思いを全校みんなでもつことができました。 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立西園小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

教室で「さっぽろっこ環境ウイーク」 

平成 30 年６月 18 日（月）～６月 29 日（金） 



◎リングプル回収活動

今年度も引き続き、児童会が中心となりリ

ングプルの回収運動を行っている。１階に回

収バケツを置き、回収状況を見ることができ

る。 

◎フードリサイクル

秋には、集めた落ち葉や米ぬかを土と混ぜ、

次の年に向けての土づくりを行う。春になる

とコンポストを土と混ぜ、今年の作物の植え

付けの準備を行う。 

草取りの際に出た柔らかい草は、土と米ぬ

かと混ぜ、たい肥用バケツで肥料づくりを行

っている。 

畑で育てた作物は、ゆでたり（枝豆）、調理

したり（いももち・かぼちゃ団子・オニオン

スープ）、加工したり（豆腐づくり・きなこづ

くり）、保存したり（切干大根・土室）と、学

年に合わせて食育の中で学習している。

◎節電            

・教室を離れるときは、電灯を消す。 

・廊下の電灯は、一つとばしで点ける。 

・特別教室の電灯は、使う時だけ点ける。 

◎節水            

・水はバケツに汲んで使う。 

・水を出したままにしない。 

・お花にあげる水は、たらいにためたものを 

使う。 

・作物にあげる水は、じょうろで汲んだもの

を使う。 

◎ごみの減量         

・リングプルのリサイクル回収を行う。 

・古紙・段ボールなどは、資源回収に出す。 

・ごみの分別をする。 

「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  

 校舎の北側に面した歩道を「コスモスロード」と名付け、

毎年３年生が地域の方と一緒に花を咲かせたり、ごみ拾いを

したりして、歩道の美化に努めています。また、草取りや 

水やり、歩道を歩く 

人へのお願いのポス 

ター作りを通して、 

環境を自分たちで守 

り、広げていくこと 

の大切さや喜びを学 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立八軒北小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

３年生「コスモスロード」 

平成 30 年６月 18 日（月）～29 日（金） 



◎子ども、PTA、地域が共に参加す

る取組 

 今まで学校の花壇は、PTA の係活動とし

て、花を植えたり、水やりをしたりしていまし

た。子どもたちにも学校の周りの環境に目を

向け、家庭や地域と共に身の回りの環境の美

化を意識してほしいという願いを込めてこの

活動をスタートしました。 

◎その他の取組
毎年PTA資源回収の活動として、段ボール 

・新聞紙などの紙資源や、アルミ缶、天ぷら 

油（廃油）などの回収に取り組んでいます。  

また、ベルマーク活動として、インクカート 

リッジの回収も行っています。 

「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  

地球委員会の子どもたちと PTA の花植えボランティアの

方々が一緒に学校の花壇に花を植えました。花の水やりも委

員会とボランティアの日常の活動として行っていきます。 

◎節電            

 一日の終わりには、電源タップのスイッチ

を切ってから下校・退勤するなど、こまめな

節電管理を意識しています。 

◎節水            

水を蛇口から出したままにしないように

注意しています。雑巾を洗ったり、牛乳パッ

クのリサイクルをしたりするための水をバ

ケツに汲んで使用しています。 

◎ごみの減量         

教室では、一般ごみと資源ごみの二種類に

分けています。配付して余った印刷物は、裏

を使い、雑紙として教室ごとに箱にためて資

源回収に出しています。

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

札幌市立平和小学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「平和小を花いっぱいにしよう！」 

平成 30 年６月 19 日（火）～ 



特色ある取組 

◎環境問題について考える

中学部の宿泊学習では、『千歳水族館』、

『キリンビール千歳工場』、『札幌市環境プ

ラザ』にて、鮭の生態系やビンのリサイクル、

エネルギー資源についてなど、私たちにとっ

て身近な環境問題についての学習をしまし

た。どちらの見学先も、環境への取組に力を

入れており、担当者の方の講話が生徒たちの

心に響いた様子で、「ビールをつくることと

環境・自然はどのように関わっているの？」

「震災後の日本のエネルギーはどう変わった

のか？」など、について考える良い機会とな

りました。 

◎節電             
使用していない教室・特別教室の電気や暖

房は消すようにしています。また、夏は職員

室や事務室の電気を一部消しています。 

◎節水             

水道のあるところに“節水”のシールを

貼って、一人一人が注意するように呼びかけ

ています。 

◎ごみの減量         

燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ（ビ

ン・カン・ペットボトル）、古紙、生ごみの

5種類に分別しています。 

「さっぽろっこ環境ウィーク」における 

エコアクションの取組 

エコアクション取組内容
小学部では、学校やその周りをきれいにしたいという思

いから「クリーン委員会」を設立しました。学校をよりよ

くするためにみんなでアイディアを出し合い、学校の周り

のごみ拾いや自分たちが使っている場所の清掃に取り組

みました。活動を終えた児童からは、「思ったよりごみが

あって大変だったけど、終わったらとてもすっきりした。」 

「掃除をしたらお礼を言われて嬉しかった。」「掃除をし

てみたら気持ちがよかった。」などの感想があげられまし

た。また、「普段掃除をしてくれる人がいるおかげで気持

ちよく暮らすことができている」ということにも気付くき

っかけになりました。小さな行動ではありましたが、環境

について考える良い機会となりました。 

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立山の手養護学校

日常のエコの取組 特色ある取組



◎キャップマンと一緒に！

ペットボトルのキャップを、キャップマン

と一緒に集めています。集めたキャップ量が 

一目で分かるように、 

見える化しています。 

◎畑での栽培活動の取り組み   

校地内の畑でトマトや枝豆を栽培し、自然

に親しんでいます。収穫した作物は自分たち

で食べます。 

◎花いっぱい運動        

地域の方の力を借りて、花壇に花をたくさ

ん植えています。 

◎節電            

・随時、LEDの蛍光灯に変換中。 

・節約コンセントを使用し、待機電力を軽減

しています。 

・廊下の蛍光灯を、間引き点灯しています。 

◎節水            

・プールの水は、夏・冬季休業中抜き、水を

替える回数を減らしています。 

◎ごみの減量         

・七つのごみ箱を用意して、徹底した分別を

行っています。 

・職員に“ケシポン”を配付し、シュレッダ

ーごみの減量・紙ごみの資源化に努めてい

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  

①体育館・廊下等の窓を開けて、朝の冷たい空気を取込む。 

②冬に使用する床暖施設に、夏期間冷水を回し床冷を行う。 

③職員全員で除雪作業を行い、凍結時のみロードヒーティン

グを使用する。 

④温水器、冷水発生器の稼動台数管理、スケジュール管理、

使用教室把握、教室カーテン開閉、フィルター清掃と交換

を行っている。 

⑤職員に取組の状況を朝の打合せ等で説明し、全体の理解を

得ながら取組を拡げている。

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

札幌市西区エコスクール宣言校

札幌市立北翔養護学校 

日常のエコの取組 特色ある取組 

「子どもの健康を守るガス削減プロジェクト」 

平成 30 年６月１日（金）～平成 3１年５月 3１日（金） 


