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◆ニックネーム・グループ名（人数）

いとぅーちゃん ( 1 人）

タイトル 安全でおいしい野菜をつくる

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

12

解決したい地域の課題
　食品ロスが減らないことや、農薬が沢山含まれた食品が売られていること

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

私は国民一人あたり一日約130グラム､年間で47キログラムもの量の食
品を捨てていると知って、少しでも食品ロス減らしたいと思ったので、
この活動を選びました。

令和3年7月22日から8月25日

　今まで簡単にスーパーで手に入れることのできていた野菜を自分の手で作り育てる活動を実践する
ことで、「12番 つくる責任、つかう責任」の食品ロスの減少を達成することができる。

　1野菜の病気を防ぐ2雑草と害虫の除去3安全な肥料づくり1病気を防ぐために株と株との間を開け
て風通しを良くしました｡2害虫はそれぞれの方法で駆除し､雑草は害虫や栄養不足にも繋がるので、
毎日必ず抜くようにしました｡3安全な食物を作るために安全な肥料を作りました｡祖母が考えた､米ぬ
か､油かす､ヨーグルトを使い､安全な素材を肥料から使うことで安全で丈夫な、そして地球にも優し
い作物を作ることができました。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

石黒貴久 ( 1 人）

タイトル 海のゴミをなくそう

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

12

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

僕は海や川に行って毎回思うことがありました。それはゴミが多いとい
うことです。なので活動をしようと思った。

令和3年8月10日

　海や川などで、ゴミが大量にあってそのゴミを無くすこと、地域の人が3Rをしっかり意識して生
活すること。

　最終的にはゴミがなくなること。ですがそれは不可能に近いのでこの世の人全員が3Rを意識して
生活すること。
魚の中にあるマイクロプラスチックがなるなること。ものを全てリサイクルすること。なるべくゴミ
を出さないこと。

　自動販売機などでジュースを買わないことによりペットボトルゴミを出さない取り組みとマイボト
ルを毎日外出するときに持ち歩く取り組みマイ箸を持ち歩く取り組みエコバッグを持ち歩く取り組み
シャンプー、食器用洗剤、洗剤などを全て詰め替え式にすることによりゴミを減らす取り組み。ペッ
トボトルなどしっかり分別してリサイクルする取り組み。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

笹谷心海 ( 1 人）

タイトル 今の自分にできることを

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

12 15 14

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

最近ニュースでゴミの廃棄などに関する記事などを見ることが多いなと
感じていて、この機会に自分の家でも見直して少しでも家庭のゴミを減
らそうと思ったからです。

令和3年8月18日から8月31日

　年々増えているゴミの廃棄量を減らすことです。またそのために地域全体での意識を変えていける
といいと思います。

　どの人も欠けることなく地域全体でSDGs達成に少しでも貢献できるようにみんなで努力して、ど
こに住むどんな人であっても安心安全で暮らせる社会にしたいです。また、地球にいる人間はもちろ
んのこと、生きているたくさんの生物とも絶滅せずこれからも長く共存していける社会にしたいです
。

　私は今回ゴミの廃棄について調べました。ゴミの廃棄量は年々増加していて、それは処理しきれな
いほどに多くなっていることがわかりました。その中でも家庭から出るゴミが特に多いことがわかり
ました。なので家庭ゴミを減らすためにいらなくなった服からブックカバーを作りました。デニムの
生地だったので頑丈にできました。これによってゴミを少なく有効活用できるし、本をより長く使う
ことができるのでよかったです。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

ス ( 1 人）

タイトル 豊橋市の犬猫保護のために

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

12

解決したい地域の課題
　犬猫を終生飼養する責任の認知度の低さ。

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

2020年以降、新型コロナウイルスによって在宅時間が増えた事でペット
ブームが起こったと言われている。新規にペットを飼う人が増えた今、
ペットを飼う責任や重要性を普及啓発するべきだと感じた。

令和3年7月12日から令和3年7月19日

　犬猫の殺処分が行われない。適性飼育のできる環境の整った飼い主の元へ、全ての保護犬保護猫が
引き取られる事。また、野良猫は地域猫活動などを活発にし、地域トラブルが起こらないよう適正に
管理される事。

　保健所生活衛生課の方へインタビューを行い、動物愛護に関する事の中でも高校生に知っておいて
欲しい事は特に動物の終生飼養の責任であると教えて頂いた。保健所作成リーフレットの「犬の飼い
主のみなさんへ」と「猫との幸せな暮らしのためにマナーを守っていますか？」と、それを参考にし
た漫画版リーフレットを作成し、種類ごとに2クラスへ配布。見やすさ、興味の2観点で評価して貰
った所、漫画版の興味値は高かった。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

20050705 ( 1 人）

タイトル

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

12 14 17

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

ECOお手玉で無駄ZERO

私が小さい頃につかっていたもので、可愛い柄やキャラクターの布を見
つけ、今はもう使えそうになかったので、何か小さい子が使うようなも
のに変えられないかと思い、活動を決めました。

令和3年8月9日

　まだ使えるものでも、その時に必要がないからと言って、捨ててしまっている事がおおいことです
。できるだけ多くの資源を再利用していきたい。

　使えるものは使って無駄のない生活が出来るようにしていきたいです。多くの人がSDGsの知識を
持ち、目標を達成することを目指して、最終的には17の目標を全て達成出来ているようになって言
ったらいいなと思います。

　まだ使えるものを捨ててしまっているという問題点を解決するために、布の柄を活かして小さい子
が遊べるようなものを作ることを考えました。そこで作ることにしたのが、お手玉です。お手玉なら
手軽にできるし、布を再利用するのと同時に中身に使うストローも再利用出来るのではないかと思い
ました。また、鈴を入れることで遊ぶ人がより楽しくなるのではないかと考えしました。触り心地も
やわらかく、環境によいものをつくりました。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

佐藤優磨 ( 1 人）

タイトル 古着リサイクル

活動の動機 着ない古着があり、丁度いいと思ったから。

取組・活動 実施日

ゴール

12

解決したい地域の課題
　無駄に服が捨てられることがなく皆で着まわせるように

目指す将来の姿
　無駄に捨てられる服をなくすことで、資源の保護にもなる

活動の内容
　近くのリサイクルショップに古着を持っていって売る、そのお金で服を買う。

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

令和3年9月5日
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

よこた ( 1 人）

タイトル つくる責任使う責任

活動の動機 小さくて使えない服をリサイクルしようと思ったから

取組・活動 実施日

ゴール

1 3 12

解決したい地域の課題
　使えない物を捨てるんじゃなくてつかおうとしているひとにゆずる

目指す将来の姿
　使えなくなったり使わなくなったりしたものを捨てるのではなくリサイクルできるようにする

活動の内容
　使わなくなった服をいとこたちにゆずる

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

令和3年8月28日
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

シノミヤヨオ ( 1 人）

タイトル 脱エアコン

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

7 13 12

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

6月の電気代と、7月の電気代に3000円位差があった。これはエアコン
の使いすぎや節電の意識の低さが原因だと思ったから。

令和３年８月11にちから令和３年８月29日

　月に使う電気代が多いのでできるだけ節電をして7番の目標達成できゆようにする

　エアコンなど電気を使いすぎているので環境によくないと思った。
なので、家族で無意識のうちに節電できるような姿になっていたい。

　エアコンの使用は避けるようにしました。なので家の中での風の通り道を作り、熱のこもりやすい
天井をむけて濡れたたおるや保冷剤を使った扇風機で風を送った。エアコンの電気代は扇風機の約
10倍なので扇風機だけで涼めることで電気代を大幅に削減できた。他にも冷蔵庫の中を整理して冷
やしやすくしたり、電気の消し忘れがないように意識したりして節電に取り組んだ。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

油ギッシュ対策本部 ( 4 人）

タイトル リサイクルの現状

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

12 14 15

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

リサイクルという言葉をよく耳にするが、具体的に何をしているのか、
私たちに何ができるのかということを知らなかった。そこで、リサイク
ル率をあげるために私たちに何ができるのか調べたいと思った。

令和3年8月

　生ゴミや雑がみなどさまざまな燃やすゴミの4割以上は、リサイクルできるのに捨てられてしまっ
ている。また、豊橋市の平成30年度

　捨てられてしまっているリサイクル可能なごみを減らし、リサイクル率をさらに上げる。そのため
にリサイクルステーションやリサイクル可能なものを多くの人に知ってもらえるようにする。豊橋市
で生活している人全員の意識で無駄にせず、できる限り有効活用していく。

　私たちができる身近な活動として、食用油のリサイクルができるのではないかと考えた。食用油の
リサイクル方法として、リサイクルステーションに家庭で使用済の食用油を持ち込んだり、凝固剤を
利用してキャンドルをつくるなどがある。しかし、食用油のリサイクルをしたことがある人はクラス
で39人中5人と少なく、またリサイクルステーションも目立たない場所にあるため、SNS等で情報
を発信していきたい。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

みんなにリサイクルしてもらい隊 ( 5 人）

タイトル ゴミステーションに注目！！！

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

11 12 13

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

豊橋市は指定ごみ袋制度の導入と生ごみ分別収集の開始 をきっかけに、
ごみの排出量が大きく減少したという現状を知り、もやすごみの減少な
どの目標の達成と更なるごみの減量に向けた取り組みが必要だと考えた
ため。

令和３年７月26日から８月２９日

　豊橋市は平成28年の指定ゴミ袋制度と生ゴミ分別制度の導入により平成21年から平成30年で約2
万トンの削減に成功した｡これを転機に私たちはゴミの減量・分別からリサイクル率のさらなる向上
が課題だと考えた｡

　市全体で高い環境意識を共有し、市民一人一人の環境の意識を向上し、私達市民が自らの役割を理
解し、循環型社会の構築に積極的に取り組み、環境にやさしい暮らし方の普及がされている。また、
地球環境保全に向けた取り組みを行うことにより、将来の世代が良好な環境の下で暮らせる、未来へ
つなぐ環境のまちを目指したい。

　ゴミを出す際、分別をしないと資源もただのゴミになってしまう。そこで、豊橋は分別ができてい
るかゴミステーションに見に行った。多くの地域で分別できていたが、可燃ゴミと共に牛乳パックな
どの資源も含まれていた。これらはスーパーなどで回収を行っている。牛乳パックは入念に洗う必要
があると思うが、実は水を入れ、斜めに振ることを繰り返すだけで綺麗になる。これだけで、資源は
生まれ変わり、リサイクルに参加できる。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

East Walking Group ( 5 人）

タイトル

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

3 12

解決したい地域の課題

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

とよはしあるき-健康づくりの旅-

豊橋市民の健康に着目し、簡単に楽しくできる健康づくりとしてウォー
キングをしようと思いました。コロナ禍で中止となる企画は多いものの
、豊橋の魅力再発見しながら歩ける企画が必要だと考えました。

令和3年8月10日、令和3年8月12日

　豊橋市を含め、現在日本では高齢化進行しており高齢者の健康維持がより重要になってきています
。また、豊橋の魅力をまだ知らない人もいると思います。そんな人達に魅力を知ってもらう必要があ
ると思いました。

　豊橋の名所を巡る健康ウォーキングコース作ることによって、豊橋に住んでいる人だけでなく、他
の市や県に住んでいる人がこのウォーキングコースで歩いて平均寿命が長い豊橋市を目指します。ま
た、名所を巡ることによって、多くの人が豊橋市を訪れ、今以上に活気のある豊橋市を目指します。

　班で2手分かれ、豊橋駅周辺と二川駅周辺を歩いてウォーキングコース設定しました。祖父母と一
緒に歩くことを想定して実際に歩きました。豊橋駅周辺コースでは、豊橋駅→豊橋公園(吉田城)→豊
橋駅という順番でまわります。二川駅周辺コースでは、二川駅北口→二川宿→桜並木→二川駅南口順
でまわります。実際に歩いてみないと分からない街並みや、歴史を感じることができ、知らない豊橋
の一面を知ることが出来ました。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

( 9 人）

タイトル 小さな意識改革から豊橋市の未来を作る

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

11 12 7

解決したい地域の課題
　燃やすごみの袋の中に入っている多くの資源の分別。

目指す将来の姿

活動の内容

37企業家育成グループ

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

豊橋市のごみについて、18年間豊橋で暮らしてきたのに知らないことが
多く驚いた。知識を得た私たちが校内で行動を起こすことで高校生の意
識改革へと繋がり、今後の豊橋がより良いものになると考えたため活動
した。

令和3年4月14日から

　豊橋市の燃やすごみの削減とそれに伴いリサイクル率を向上させ、ごみ問題について悩むことのな
く、豊橋市民が笑顔で住み続けられる街。

　豊橋市のごみ問題の現状を知り、私達は特に燃やすゴミの中に入っている本来は分別されるべき資
源に目をつけた。それを解決するためには意識改革が必要だと考えた。校内でトイレットペーパーの
芯の回収箱を設置したり、雑がみや古紙分別ポスターを作成し掲示したり、学校内の様々な所に分別
を促す物を設置し、常に分別を意識してもらえるような取り組みを行ってきた。
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◆ニックネーム・グループ名（人数）

フード戦隊バンクマン ( 4 人）

タイトル 西高フードバンクボランティア

活動の動機

取組・活動 実施日

ゴール

2 3 12

解決したい地域の課題
　一人親世帯、高齢者、外国人留学生など食べ物に困る人をなくしたい、食品ロスを削減したい

目指す将来の姿

活動の内容

豊橋市高校生SDGsチャレンジ活動

福祉関係の進路を志望している生徒向けに開かれた講演会で、東三河フ
ードバンクの方の、食品ロスを減らし、誰もが豊かな食事に恵まれて欲
しいという言葉に感銘を受けたため。

令和3年10月21、22

　一人親世帯、高齢者、外国人留学生など、食べ物に困っている人に食べ物をとどけ、企業や福祉団
体となどと協力することで食品ロスを減らす。そうして、もったいないと言いつつ食品を捨てること
、仕方が無いと言って食べることを諦めることの無い将来を目指したい。

　豊橋西高校の文化祭前日、当日の2日間でPTAの方々と協力し、ダンボール12箱分もの食品や日
用品の回収をしました。昨年度から2年連続で西高フードバンクボランティアを開催しましたが、昨
年度よりも多くの食品、日用品を回収することが出来ました。豊橋西高校で回収された食品や日用品
はNPO法人東三河フードバンクへ寄付しました。
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