
 
北区版 SDGs の取組み 

 

１７．S D G s 認 証 制 度 の 創 設 
 
予算額 １０，６７１千円 

事業の目的・概要 

持続可能な地域経済の実現に向けて、SDGs の普及啓発を推進するととも

に、企業の SDGs に関する更なる取組みを後押しするため、「（仮称）東京都

北区 SDGs 推進企業認証制度」を創設する。地方創生 SDGs 認証制度は

23 区初の事業となる。 

主な事業内容 

【「（仮称）東京都北区 SDGs 推進企業認証制度」の概要】 

（1）認証対象 

区内に本社、本店、支店等の事業所がある会社又は個人事業主 

（2）認証手数料 

  無料 

（3）認証の有効期間 

  3 年間 

（4）認証要件 

各企業における SDGs を取り入れた経営方針や SDGs の実施に向けた

推進体制を定め、現在の取組み状況をチェックするとともに、更なる取組み

を設定する。 

  ①SDGs チェックリスト（70 項目程度） 

SDGs に関する現在の取組み状況を 70 項目程度のチェックリストで

確認（認証には一定数以上のチェックが必要） 

  ②SDGs 達成目標 

   将来に向けた SDGs に関する取組みを目標とともに 3 つ以上設定 

（5）認証方法 

  認証審査会において審査し、区が認証する。 

（6）認証のメリット 

  ①「北区 SDGs 推進企業」として区が認証（認証証を付与） 

  ②区ホームページ、取組み事例集等による認証企業の情報発信 

  ③区融資制度による支援 など 

（7）その他 

令和 5 年 7 月以降に申請受付を予定しており、事前に説明会やセミナー

を実施する。 

担当者 

【SDGs 認証制度の創設について】 

産業振興課長 

  土屋 修二  電話 03-5390-1232 

 



 
北区版 SDGs の取組み 

 

１８．ゼロカーボンシティ実現に向けて 
 

事業Ⅰ 家庭用生ごみ処理機等購入費補助の創設 

予算額 ２，０１３千円 

事業の目的・概要 

 区では、令和 2 年 3 月に策定した「北区一般廃棄物処理基本計画２０２

０」にもとづき、ごみ減量や資源化促進、適正処理を推進している。 

また、令和 3 年 6 月には、「北区ゼロカーボンシティ宣言」を表明してお

り、2050 年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、「今、自分たちに

できること」を意識した、温暖化の進行にブレーキをかける行動を求めてい

る。 

そこで、家庭用の生ごみ処理機等の購入に要する費用の一部を補助し、家

庭から排出される生ごみの自家処理を促進することにより、生ごみの減量化

及びリサイクルの推進を図る。 

ごみの排出量のさらなる抑制を目指すとともに、区民一人ひとりの温暖化

防止に向けた取組みのきっかけとなることを期待する。 

主な事業内容 

（1）対象機器 

①生ごみ処理機（電気式、手動式、生物分解等の方法により、生ごみを

減量又は消滅処理することができる機器） 

②堆肥化容器（地中の微生物等の活動を利用して生ごみを自然発酵及び

分解し、生ごみを処理する容器） 

 

（2）交付対象 

次のいずれの要件にも該当する者 

①対象機器から生成した減量ごみ又は堆肥を自ら適正に排出・処理で

きる者 

②区が実施するアンケート調査に協力できる者 

③個人住民税を滞納していない北区民の世帯 

 

（3）補助金額 

対象経費の 2 分の 1（上限 2 万円） 

担当者 

【家庭用生ごみ処理機等購入費補助の創設について】 

リサイクル清掃課長   

橋本 昌和  電話 03-3908-8538 

 



事業Ⅱ 「プラスチックをごみから資源へ」 

～ごみの削減と限りある資源の有効利用のために「今、自分たち

にできること」～ 

予算額 ５５８，４５２千円 

事業の目的・概要 

 国の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」成立や「北区

ゼロカーボンシティ宣言」を受け、これまで可燃ごみとして収集してきたプ

ラスチックごみについて、今後は資源として回収し、資源化を進めていく。 

主な事業内容 

 新たにプラスチックの回収日を設け、容器包装プラスチック（プラマーク

がついたもの   ）のみならず、製品プラスチック（プラスチック単一素

材でできたもの）も資源として回収する。 

23 区では、製品プラスチックまでを対象としている自治体はまだ少ない

ため、先進的な取組みとなる。 

令和 5 年 4 月からは区全域でプラスチックの資源化を開始する。 

※滝野川地区では令和 4 年 10 月より実施済 

 

 

担当者 

【「プラスチックをごみから資源へ」について】 

北区清掃事務所長   

荻田 浩成  電話 03-3913-3077 

 



事業Ⅲ 環境情報ポータルサイトの構築 

～みんなでめざそう！北区ゼロカーボンシティ～ 

予算額 １５，０００千円 

事業の目的・概要 

ゼロカーボンシティの実現には、区内温室効果ガス排出量の約 7 割を占め

る家庭部門・業務部門における意識や行動変容を促す取組みを進める必要が

ある。 

そこで、地球環境から身近な活動・ごみに関する取組みまで、区民や事業

者の意識、関心度合いに応じた効果的なコンテンツの提供や情報発信を行う

ため、北区の特色を踏まえた総合的なポータルサイトを構築し、令和 6 年度

からの運用を目指す。 

主な事業内容 

 主に以下（1）～（3）の流れでポータルサイトの検討・制作を行う。 

（1）区の特色を踏まえたポータルサイト構成の検討 

  環境に関するイベント・講座・助成制度など、既存の環境情報を整理し

たうえで、区民や事業者がアクセスしやすいポータルサイト構成を検討す

る。 
 
（2）行動変容へつなげる具体的なしかけづくり 

  区民や事業者の関心や意識を高め、省エネ行動やごみ減量をはじめとす

る環境行動につなげてもらうため、その「行動変容へつなげるしかけ」を

具体的に検討し、コンテンツ等へ反映する。 
 
（3）環境への関心度合いに応じたコンテンツ・デザインの制作 

  令和 4 年度末に策定する「北区環境基本計画２０２３」との関連性等を

考慮したコンテンツ・デザインの検討・制作を行うとともに、以下の 5 つ

の行動変容ステージに応じて情報提供の内容を整理する。 

 

 

 

 

 

 

上記のほか、既存の情報媒体及び事業に関する情報発信方法・内容に関す

る改善案の検討等を行うことで、情報発信の強化を図る。 

担当者 

【環境情報ポータルサイトの構築について】 

環境課長 

佐野 正徳  電話 03-3908-8603 

 

無関心期 ６か月以内に行動を変えようと思っていない

関心期 ６か月以内に行動を変えようと思っている

準備期 １か月以内に行動を変えようと思っている

実行期 行動を変えて６か月未満である

維持期 行動を変えて６か月以上である

行動変容ステージ



事業Ⅳ 街灯照明の LED 化 

予算額 ５８１，８７７千円（道路照明） 

２７，０００千円（公園照明） 

事業の目的・概要 

区では、令和 3 年に水銀灯の製造が禁止となったことを契機に、区が管理

する道路、公園の照明（水銀灯等）を環境負荷の少ない LED 照明への交換

を加速させているところである。 

道路や公園を区民が安全で安心して利用できる空間とするため、より効率

的かつ迅速に事業を進め、令和 6 年度までに水銀灯等の LED 化を目指す。 

主な事業内容 

（1）道路照明 

平成 21 年度から毎年 600 基程度の LED 化に取り組んできたが、約

4,000 基の交換が必要な状況である。 

事業の推進を図るため、既存の灯具を有効活用した、LED 電源ユニット

の交換やランプ型 LED の導入によるコストの削減を図り、令和 5 年度は

約 2,000 基の LED 化を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）公園照明 

公園の整備においては、安全性と景観をより美しくみせる様々な照明が

設置されており、公園照明の LED 化は公園の再整備や維持修繕にあわせ

て取り組んできた。 

公園をより安全に安心して利用できるように、既存の灯具を有効活用し

た LED 電源ユニットの交換や消費電力の少ない 20VA の LED 照明の導

入により、令和 6 年度で公園における全照明の LED 化を目指す。 

担当者 

【街灯照明の LED 化について】 

道路公園課長 

  荒井 和也  電話 03-3908-9213 

 

灯具 

街路灯 



 
北区版 SDGs の取組み 

 

１９．多 様 性 社 会 の 実 現 に 向 け て 
 
事業Ⅰ 「Kita-Ally」ロゴマークを活用した啓発 

予算額 ２４３千円 

事業の目的・概要 

性自認・性的指向等を理由とする差別や、性的少数者の生きづらさの解消に

向けては、性の多様性に関して、正しい知識を持ち、性的少数者の悩みに気づ

くこと、理解を深めることが必要である。 

「Kita-Ally」（キタアライ）のロゴマークを活用することにより、性的少数

者やアライ（Ally）について知るきっかけを提供し、多様な性のあり方につい

ての理解と、知識の普及啓発を行い、性的少数者の悩みや生きづらさの解消、

軽減につなげていく。 
 
【アライ（Ally）】 

アライとは、性的少数者について理解や支援の意思を持つ人のこと。 

6 色のレインボーは多様性を尊重するという世界のシンボルアイコンにな

っており、これを身につけることでアライであることを示すことができる。 

主な事業内容 

（1）ロゴマークの周知 

  「Kita-Ally」ロゴマークを啓発物品等に印刷するなどし、性的少数者や

アライ（Ally）について、知ってもらうきっかけ作りをする。 

 

（2）区内事業所等への啓発 

従業員への研修等に活用できるよう、ホームページ

に企業向けの啓発ページを作成する。また、研修を実

施した事業所からの申請により、「Kita-Ally」ロゴマ

ークのデータを提供し、企業として、アライであるこ

とを示すために広く活用してもらう。 

担当者 

【「Kita-Ally」ロゴマークを活用した啓発について】 

多様性社会推進課長 

  菅原 満理子  電話 03-3913-0161 

 

「Kita-Ally」ロゴマーク 



事業Ⅱ 性の多様性に関する交流会事業 

予算額 ４４０千円 

事業の目的・概要 

 多様性を認め合い、誰もがいきいきと生きることができる差別のない人権

尊重社会の実現をめざし、令和 4 年 4 月から「北区パートナーシップ宣誓制

度」を開始した。 

さらなる取組みとして、性的少数者が安心して悩みや情報の共有ができる

場として交流会の実施や区民を対象とした講座等を実施する。 

主な事業内容 

（1）性的少数者限定交流会 

①実施スケジュール 

年 3 回を予定 

  ②実施方法 

   性的少数者を対象とした交流会を実施する 

 

（2）性の多様性に関する理解促進のための啓発 

  ①実施スケジュール 

   年 1 回を予定 

②実施方法 

区民を対象に性の多様性に関する講座等を実施する 

担当者 

【性の多様性に関する交流会事業について】 

多様性社会推進課長 

  菅原 満理子  電話 03-3913-0161 

 



事業Ⅲ 区役所庁舎内トイレへのサニタリーボックス設置 

予算額 ７８０千円 

事業の目的・概要 

病気や加齢等で尿漏れパッドやおむつを使用している来庁者が快適にトイ

レを利用し、かつ、性の多様性にも対応した環境を整えるため、男性用トイレ

にサニタリーボックス（汚物入れ）を設置する。 

さらに、既に設置している女性用トイレ及び多機能トイレのサニタリーボ

ックスについても使用頻度や災害時の活用も見据え、容量の大きいものに更

新する。 

主な事業内容 

（1）設置場所 北区役所第一庁舎（1 階・2 階） 

北区役所第二庁舎（1 階・2 階） 

北区役所第三庁舎・第五庁舎・滝野川分庁舎・別館 

（多機能トイレ） 

                            計 40 か所 

（2）設置時期 令和 5 年度より順次、設置予定 

担当者  

【区役所庁舎内トイレのサニタリーボックス設置について】 

総務課長 

  内山 義明  電話 03-3908-8628 

 


