
（２）環境に関する活動している委員会について

委員会名
所属学
年

１学級当た
りの人数

活動日・曜日 活動内容 委員会名 活動内容 クラブ名 所属学年 員数 活動・曜日 活動内容 クラブ名 活動内容 活動内容 ご意見

元郷 小学校 園芸 ５，６
５年３０名
６年３５名

月～金曜日 花壇の手入れ、水やり、草むしり等の校内緑化 給食
残菜を減らすために、児童集会で発表をしてい
る。

美化 ５，６ 3 木曜日（年１１回）
・玄関・校庭の掃除（毎日）
・エコをうながすポスターの作成

運営 緑の募金活動 栽培 ５，６ 25
木曜日(年２０
回）

・花だんの花うえ
・球根をうえる
・花への水やり（毎日）

親子除草や落ち葉拾い等、校内での美化活動は活発に行
われているので、引き続き続けていきます。さらに、荒川が
近い立地にあるので、この環境を生かした地域の活動に
もっと積極的に参加していきたいと考えています。

給食
残菜をヘ減らすために残菜調査を行ったり、児
童集会で訴えたりしている。牛乳パック回収を
行っている

環境 ５，６ 3 毎日
・牛乳パックのリサイクル
・古紙の回収（ＰＴＡの連携）

緑化 校内の緑化整備

給食
残菜を減らすために、完食クラスの秘訣を聞
き、全クラスに広める。

環境 ５，６ ウサギ・亀の飼育、校内整美、校内掲示等 給食 残菜を減らすために完食クラスに賞状を出す

ボランティア ペットボトルキャップ、リサイクル紙等の回収

栽培 ５，６ 4 毎日 植物の栽培・管理を通した校内の緑化活動 ボランティア
古紙の回収、エコキャップ回収、校内の清掃、
書き損じはがき回収

給食 残菜を減らすために、児童集会で訴えている。

ボランティア
空き缶やペットボトルのキャップを集め、リサイ
クルを行っている。

日曜日に年間７回行われる地域の資源回収
に、ボランティア委員会の児童が自主的に集ま
り、新聞紙のトラックへの積み込み等を手伝っ
ている。

給食 児童集会で、残菜を減らすように訴えている。

安行 小学校 環境 ５，６ 36
毎月第１金曜日
給食後毎日、第
４金曜日紙の日

・牛乳パック古紙リサイクル
・学校ビオトープづくり
・学年園土づくり　コンポスト、落ち葉だめ
・エコマーケット開催

児童会運営
エコキャップ活動、ラオス小学校「文房具を贈ろ
う」

自然サイ
エンス

４，５，６ 36
第１をのぞ
く、毎週金曜
日

自然観察、記録
生き物飼育、観察
ホタル飼育　など

安行小こどもエコクラブがあり、地域の自然に
親しみながら、自然を守り育てる環境学習・活
動をしています。ホタル飼育にも取り組んでいま
す。

子どもたちが自ら楽しめる活動を様々に展開できるとよい。

給食
残菜をを減らすために、呼びかけたり、キャン
ペーンを行っている。

近くの川において、水辺の生き物とふれあう活
動をしている。

飼育・栽培 草花を植え、育てている。

戸塚 小学校 理科・園芸 ５，６ 4 毎月第１火曜日
・校内で育てている植物への水やりと観察
・校内の雑草抜きと落ち葉拾い
・落ち葉を用いての堆肥づくり

植物の世話と堆肥づくり
児童の意識を高めるために活動は必要ですが、大きな成
果が目に見えづらいため、継続させるためのモチベーショ
ンを保つのが、難しいです。

園芸 ５，６ 3～4
月～金（長期休
業期間は当番
制）

学校ファーム・鉢植えの水やり・草取り　花壇の整
備
環境活動に関する新聞作成

ＪＲＣボラン
ティア

緑の羽根募金・ペットボトルキャップの回収・新
聞作成

本校では毎年６月の第二日曜日に全児童・保
護者・教職員が地球温暖化の防止に取り組む
「エコライフＤＡＹ」に参加しています。

環境活動については、各学年において社会科や理科など
の学習で身近なものになっております。「水に関すること」
「リサイクルに関すること」「エネルギー資源に関すること」
など学習を通して個人で考える良い機会となっています。
今後とも一人一人が「環境」について考え、「環境」に関す
ることを自分自身の課題として捉え、行動できることが求め
られると考えていますので、今後も行政・民間・教育機関が
連携して推進していくことが大切だと思います。

給食 給食後、各クラスで残菜調査実施

整美
環境美化に関する活動（清掃の仕方、ゴミ捨て
のきまり・新聞作成）

環境 ５，６ 23

月１回(月の第１
月曜日）
資源回収週１回
（金曜日）

・資源回収（リサイクル）・牛乳パック、ペットボトル
キャップ、インクカートリッジの回収
・校内環境の整備（屋上、中庭の草取り等）
・児童集会でリサイクルの大切さと協力を訴える

給食 残菜調査、児童への呼掛け

小学校の段階では、自然に対する豊かな感受性や命の大
切さについて考えさせたい。そのためには、身近な自然や
環境に直接触れ、自分で体験し考えることが大切である。
しかし、現在の社会では、その場所や時間の確保が難し
い。

緑化
校内の緑化（プランター、学校ファーム等を利用
して植物を育て、植物に触れる場をつくり、命の
大切さを訴える。）

飼育
動物（鳥、モルモット、魚等）の飼育、観察、児童
集会や掲示板を利用して動物を紹介し、愛護を
訴える。

ＪＲＣ ５，６ 3 水・木曜日
・空き缶、ペットボトルキャップの回収
・ポスターをかいたり、放送で呼びかけたりする
・花の水やり

美化 月に１回、古紙回収
年に１回、ＰＴＡ親子環境美化活動を行ってい
る。

給食
牛乳パックリサイクル、残菜を減らすために給
食時の放送で訴えている。

各学年で
学期に１回ずつ校庭や学校のまわりのゴミひろ
いを環境美化活動として行っている

飼育・園芸 ５，６ 35 毎日（当番）
動物（うさぎ・水鳥・金魚等）の飼育、花壇の手入
れ、水、栽培等

動物の飼育、花壇の手入れ、水、植物栽培等

・地域自然環境・学校ビオトープ…自然を活かし
た活動や体験学習を展開する。
・クリーン活動…校内の環境美化に取り組むこ
とによって、奉仕活動の大切さを体験するととも
に、自らの学校の環境美化に対する意識を高
める。

豊かな自然環境を有効に活用するとともに、保全に努力す
る。

給食 ５，６ 35 毎日（当番） 給食献立紹介、残菜調査等 給食献立紹介、残菜調査等

計画
ペットボトルキャップの収集を全校生に呼びか
け取り組んでいる。

科学部
使用済割りばしを使った
り、太陽電池を利用したり
した活動

給食
残菜を減らすために児童集会で訴えたり、頑
張って食べている学級を給食時校内放送で紹
介したりしている。

料理・手芸

エコクッキングと称し、捨
てる量を少なくした料理
（例えばにんじんは皮をむ
かずに使う等）を実施

学校名

4．児童・生徒の環境活動についてのご意見
２．児童・生徒のクラブ活動について
（１）環境活動中心のクラブ （２）他活動が中心だが、環境活動も行っているクラブ（１）環境活動専門に活動している委員会活動

１．児童・生徒の委員会活動について
３．その他の環境活動

飯塚 小学校

新郷 小学校

神根 小学校

十二月田 小学校

飯仲 小学校

前川 小学校

青木中央 小学校

元郷南 小学校

芝西 小学校

神根東 小学校

朝日東 小学校
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（２）環境に関する活動している委員会について

委員会名
所属学
年

１学級当た
りの人数

活動日・曜日 活動内容 委員会名 活動内容 クラブ名 所属学年 員数 活動・曜日 活動内容 クラブ名 活動内容 活動内容 ご意見学校名

4．児童・生徒の環境活動についてのご意見
２．児童・生徒のクラブ活動について
（１）環境活動中心のクラブ （２）他活動が中心だが、環境活動も行っているクラブ（１）環境活動専門に活動している委員会活動

１．児童・生徒の委員会活動について
３．その他の環境活動

環境 ５，６ 約30 水曜日（月1回）
・牛乳パックの回収(給食のもの・毎日）
・プルトップ、古紙、新聞紙の回収(定期的に）
・各教室や職員室での一般ゴミと紙ゴミの分別

体育 体育倉庫の清掃

美化 掃除チェック

児童会 エコキャップ回収

柳崎 小学校 生活環境 ５，６ 4 月１回・水曜日 学校周辺のごみ拾い活動 新聞掲示
環境問題（エコライフデー等）に関する資料掲示
や呼びかけ

運営
昨年度は全国植樹祭の一環で校庭に植樹を
行った。

今年度は、総合的な学習の時間（４年生）で市の出前授業
をお願いする予定です。
さらに、高温化防止のためのゴーヤの苗の無料配布など
があれば、実施したり、また児童に配布することで家庭へ
の啓発が図られると思います。

給食 残菜調べを行い、放送で呼びかけている。

芝中央 小学校 環境 ５，６ 3 月曜日 植物への水やり、学校園の整備 ボランティア ペットボトルのキャップ集め

朝日西 小学校 環境 ５，６ 3～4

第１木曜日委員
会活動
月～金　２０分休
み　昼休み

・ペットボトルキャップ集め
・牛乳パック回収
・クリーン作戦（全校清掃）ゴミ回収
・歩道橋清掃
・校舎前後の花壇の水やり
・資源回収手伝い

児童公園の清掃手伝い 身近な環境活動を意識させていきたい。

美化 ５，６ 4 月～金曜日

・各学級が清掃中に出すゴミを紙とその他に分別
し、紙ごみは古紙回収に出している。
・各学級がゴミを分別をしっかり行うよう呼びかけて
いる。

給食

残菜を減らすために「食べ残し０デー」を設け、
できたクラスを表彰したり、残菜調査を行ったり
している他、児童集会で残さず食べることの大
切さを訴えている。牛乳パックを回収してトイ
レットペーパーに替えている。

年に３回、長期休業中の日曜日にクリーン作業
を行い、保護者と児童、教師で学校周辺の清掃
活動を行っている。

児童会
児童会が各学級に呼びかけて月１回、古紙回
収を行っている。

差間 小学校 栽培 ４，５，６ 18 木曜日 学校の植物の水やり、草刈り、栽培等 上記の通り

東本郷 小学校 生き物 ５，６ 4 月～金曜日

・校内の植物の水やり、生き物の世話
・学校のファームでの野菜づくり
・校内の樹木の名前表示作成
・校内の環境美化（掲示物の作成）

給食 残菜を減らすために、児童集会で訴えている。
学校周辺の地域の環境美化活動（草むしり、ゴ
ミ拾い）を児童、保護者、教職員で協力して行っ
ている。

安行東 小学校 リサイクル ５，６ 3 週１　毎週金曜日ペットボトルキャップの回収・送付
みどりの地球号in安行（自然環境に関する啓発
活動）

在家 小学校 美化・環境 ５，６ 3～4 第１週の木曜日
・学校ファームの管理
・清掃ロッカーのチェック

「エコクラブ」があります。川の清掃をしたり、ホ
タルを見たり、学校外の環境に対する取り組み
をしています。

木曽呂 小学校 環境 ５，６ 3
月・火・水・木・金
の朝と毎月第一
水曜

・エコキャップのリサイクルを呼びかけている。
・校内清掃
・児童集会で学校のそうじの仕方を呼びかける

環境 ５，６ 3～4

月に１度（その他
不定期な活動有
り）
金曜６時間目

・古紙・牛乳パックのリサイクル（業者と提携し、月
末最終週の金曜昼休みに回収及び仕分けを行う）
・コンポスト（給食ででた果物の皮などを回収し、コ
ンポストへ）
・エコチケットの発行及び運営（環境通貨をつくり、
上記の活動や植物を育てたりなど環境活動に貢献
した際に配布している。このチケットは学校祭で使
用することができる)

給食
食べ残し０（ゼロ）のよびかけ及び推進をしてい
る。

自然探検 ４，５，６ 24 金曜６時間目

・学校ビオトープ及び
斜面林におけるフィー
ルドワーク（生き物観
察）
・斜面林や竹林で手に
入ったもの（木の実や
竹など）を使った「もの
づくり」

エコクラブという学校応援団があり、学校横の
斜面林や屋上菜園を使って、植物の栽培や生
き物の飼育・観察を行っている。

限りある資源を有効に活用して、児童のために行動してい
きたいと思います。
宜しくお願いします。

ＪＲＣ
書き損じハガキやプリンカップなどの回収・呼び
かけ・ペットボトルキャップ回収

リサイクル ５，６ 4
月１回　週１回
(金曜日）

・空き缶(アルミ缶）
・ペットボトルキャップの回収
・リサイクルの呼びかけ

クリーン掲示 校内美化、清掃

緑化 花植え、栽培

栽培 ５，６ 3 毎日 校内の緑化活動 環境整備 リサイクル活動

給食 残菜を減らすための活動

ボランティア
ペットボトルのキャップ集めるよう、呼びかけをし
ている。

校庭の芝生の苗を、毎年６月に児童・地域・教
職員で植えている。

日頃の何気ない生活の中にも、環境に繋がることがあるん
だということを、エコライフデーの取り組み等を通して意識し
ていきたいと思います。(電気をこまめに消す、エコバック等
…）

飼育・栽培
毎日の植物への水やり、花の植え替えを行って
いる。

給食
残菜を減らすために、呼びかけやチェックを行っ
ている。

環境教育 ５，６ 18 木曜

・学校にある花への水やり、木の名前を覚えてもら
うための札作り
・校内掲示の充実、ポスター作り、その他の掲示物
を飾る。

児童会
緑の羽根募金を集めている。縦割りで分かれ、
全校児童でゴミゼロ運動を実施している。

給食 残菜を減らすための呼びかけをしている。

前川東 小学校

芝樋ノ爪 小学校

桜町 小学校

慈林 小学校

戸塚南 小学校

中居 小学校

辻 小学校

里 小学校
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（２）環境に関する活動している委員会について

委員会名
所属学
年

１学級当た
りの人数

活動日・曜日 活動内容 委員会名 活動内容 クラブ名 所属学年 員数 活動・曜日 活動内容 クラブ名 活動内容 活動内容 ご意見学校名

4．児童・生徒の環境活動についてのご意見
２．児童・生徒のクラブ活動について
（１）環境活動中心のクラブ （２）他活動が中心だが、環境活動も行っているクラブ（１）環境活動専門に活動している委員会活動

１．児童・生徒の委員会活動について
３．その他の環境活動

東 中学校 給食 １，２，３ 2 毎日
はしの日にはマイ箸を持参させ、割りばしを使わな
いように促している。

マイ箸を持参するように毎日呼びかけている。

西 中学校 ＪＲＣ １，２，３ 2 月１回
・再生紙あつめ
・ゴミ拾い活動

川口エコライフＤＡＹ

南 中学校 給食
毎日完食を目指して、校内放送で呼びかけた
り、ポスター掲示を行っている。

・地域の緑化推進事業を支援するため、各学期
に1回「フラワーボランティア」に参加
・毎朝ソフトボール部員が荒川土手の清掃を実
施（休日を含む）
日時：土曜日の午前中
参加生徒：部活動の生徒（各回30～50人）
場所：善光寺通り公園（川口１丁目フラワーロー
ド）

北 中学校 美化 １，２，３ 2 月・木・金
・毎週２回の朝清掃
・各教室の定期検査（毎週金曜日）

朝清掃で学校の環境整備に努めている。 サッカー部
校庭の側溝に詰まったド
ロの清掃

美化 2
専門委員会のあ
る日、金曜日

・ほうきのゴミ取り
・ポスター
・花の水やり

・学校がきれいになるよう、ほうきのゴミを取って
いる。
・学校の前にある花へ水やり

科学技術部
果物から電流は取り出さ
れるか！

給食 2
残菜を減らすため、委員会で取り組みを行って
いる。

給食 残菜減量キャンペーン 科学部
資源回収、緑のカーテン
づくり

整美 資源回収

元郷 中学校 環境 １，２，３ 2
毎日…水やり
２週間に１度、花
の植えつけ等

・花の水やり
・植栽等
・草とり

給食 残菜を減らすため、クラスでの呼びかけ等

上青木 中学校 環境 １，２，３ 2 毎月１回
・清掃用具点検
・清掃点検
・花壇の手入れ

給食 残菜ゼロ運動 科学部 植物栽培

整美 ゴミの分別、再利用の協力の呼びかけ 夏季休業中に全校生徒で、地域清掃の実施

給食 残菜ゼロを目指した呼びかけ

緑化 「緑のカーテン」のための植栽活動

整美 校内環境の向上と清掃の啓発 クリーンアンドグリーン大作戦

厚生 緑の羽根募金

美化 全 2 毎週水曜日
・地域の清掃活動
・学校花壇の整備

生徒会本部 エコキャップ運動 科学部 学校ファームの整備 各町会の清掃活動に参加の予定

給食 残飯０運動

岸川 中学校
・緑の学校ファーム
・エコライフデイ
・クリーン活動

環境 １，２，３ 22～25 基本月１回月曜日
学期に１回の校内緑化活動、夏休み親子緑化活
動、年１回上矢沼ゴミ拾い

校内緑化活動、親子緑化活動、上矢沼ゴミ拾い

給食 残菜０キャンペーン活動

領家 中学校 地域のゴミひろい等、今後取り組んでいけたら良いと思う。

生徒会本部
年２～３回　クリーンデー（芝川清掃活動）の企
画・運営　年1回　緑の羽根募金の実施

全部活動
通年　地域・校内清掃活
動

環境美化 年２～３回　クリーンデーのゴミの分別

給食 通年　ノー割りばし運動の実施

給食 残菜の計量 生活技術部 グリーンガーデンの栽培

生徒会本部 エコキャップ活動

鳩ヶ谷 中学校 華道部 1～3 27 月、火、木
花を生け、校内に展
示する活動を行ってい
る。

幸並 中学校

中学校

安行東 中学校

十二月田

小谷場 中学校

在家 中学校

芝東 中学校

青木 中学校

芝 中学校
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