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謝辞謝辞
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Takaitの皆様

図書館の係員様

アンケートご協力してくださった皆様
 （北大生100名）
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アウトラインアウトライン

定義

北海道の環境

エコ意識

政策

効果
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グリーンニューディールの定義グリーンニューディールの定義

環境にやさしく

公共投資をすることによって

計画的に

将来の北海道を豊かにする政策。

4



北海道の環境は？北海道の環境は？

ＣＯ2排出量が他と比べても少ない

自然遺産（知床など）があるなど、他県
 と比べてグリーンでクリーンな都市

出典）国立環境研究所環境GIS

 

http://www-gis5.nies.go.jp/
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どうみんグリーンアクションどうみんグリーンアクション

一人一日10%（1.1kg）の二酸化炭素を減らそう

オフィスや事業所の省エネルギーや省資源をすす
 めよう

一生の間に一人30本の植樹運動を実践しよう
一人一日10%（80g）のごみを減らそう

食料などの資源が地域内で循環する地産地消をす
 すめよう

北海道をきれいにする清掃活動に参加しよう

身近な川や湖などを守る環境保全活動に参加しよ
 う

環境と調和した農林水産業や観光業をすすめよう

出典）北海道HP
 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/
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環境問題に対して環境問題に対して  
取り組んでいること取り組んでいること

身の回りの人々にアンケートをとりまし
 た！（回答者：北大生100名）

第一位：節電（68名）

第二位：エコタンブラー・エコバックを持ち歩く
 こと（20名）

第三位：生ゴミをできるだけ出さない（7名）

節電に関する意識が高い！
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楽しい嬉しいルームシェア楽しい嬉しいルームシェア

1人より2人、2人より3人、3人より4人で
 楽しくクリーンな節約生活！

電気ガス使用量・ごみ排出量減少による
 CO2削減

8



ごみ排出量減少ごみ排出量減少

出典）平成18年度環境白書

 

http://www.env.go.jp/
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CO2CO2削減削減
1人増えれば約３５kg/日
２人増えれば約８２kg/日 のCO2減少

＝札幌ドーム約1100個分

＝道のCO2削減目標の7割超達  
成

出典）生活協同組合
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これを生かした政策こそ・・これを生かした政策こそ・・

北海道

友 愛

プロジェクト
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政策①政策①  LMALMA税税  ((LLeave eave MMe e AAlonelone税税))
北海道の単身世帯数は76万8千件、全世帯数の

 32.4％と全国第3位！
どうしても1人で暮らしたい人には「LMA税」

 を払っていただきます！

単身世帯の家賃の10％をLMA税とすると、
札幌市の単身者平均家賃は3万5千円なので、道

 平均3万円と見積もったとしても…
3万円×10％×12か月×76万8千件

＝約276億円！
出典）政府統計の総合窓口
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000002158565
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政策②政策②  早婚を奨励します！早婚を奨励します！
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政策②政策②  早婚を奨励します！早婚を奨励します！

30歳未満で結婚をした場合、道産野菜を1
 年分プレゼント。

需要調整などのために出荷されない野菜
 を給付。

「友愛野菜給付所」にて給付。
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3030歳未満の婚姻数歳未満の婚姻数

北海道の婚姻3万組×30歳未満婚姻率60％
 ＝1万8千組

30歳以上は1万2千組も

→ここに焦点！

1組につき1年間の目標野菜消費量

350g×2人×365日＝255.5kgの供給
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仮に仮に22万組が万組が3030歳未満で歳未満で  
結婚すると・・・結婚すると・・・

255.5kg×2万組＝5110トンの野菜が必要

道内の未出荷野菜量：32万8千ｔ

Ex.大根、人参、馬鈴薯、白菜、キャベツ、

ホウレンソウ、レタス、ねぎ、たまねぎ、

きゅうり、なす、トマト、ピーマン

出典）農林水産省北海道農政事務所

 
http://www.maff.go.jp/hokkaido/toukei/kikaku/sokuho/pdf/06071017yasai_sakutuke_syukaku_syukka.pdf
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友愛野菜給付所とは

婚姻届と一緒に24回分の野菜チケットを
 配布（期限1年）

各市町村区役所に設けた給付所にて野菜
 給付→189市町村区役所

費用は道と給付所所有のトラックに載せ
 る広告費



友愛野菜給付所の内容

仕事内容は店員、野菜の運搬

従業員は失業者、雇用期間は1年
営業時間は平日6時～10時と17時～23時
土日10時～18時
雇用期間中従業員は職探し優先



友愛野菜給付所の効果

失業者への雇用促進

若年夫婦へ道産野菜のPR



政策③環境優良企業への政策③環境優良企業への  
育休インターン派遣制度育休インターン派遣制度
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政策③環境優良企業への政策③環境優良企業への  
育休インターン派遣制度育休インターン派遣制度11

道が定める環境優良企業に対し、国はイ
 ンターン1人につき300万円補助金を支給

環境優良企業は、

環境教育・社外貢献・汚染リスク・資源
 循環・温暖化対策の5項目から選出。

（日経環境経営度調査に基づく）
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政策③環境優良企業への政策③環境優良企業への  
育休インターン派遣制度育休インターン派遣制度22

環境優良企業は北海道の企業数71425件の
 5％程度を見積もり、3500件に定め、各企
 業につきインターンを1年間2名派遣

この場合のコストは300万×7000人
＝210憶円
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政策③環境優良企業への政策③環境優良企業への  
育休インターン派遣制度育休インターン派遣制度33

インターンは全員失業保険を月間最低額
 の33120円＋企業の定める賃金を保障。

企業は最低賃金675円から賃金を定められ
 る。

インターンの合計受取額はおよそ15万円
 となり、北海道の初任給とほぼ同じ。

再就職のチャンスの場や職場スキル向上
 など他の効果も見込める。
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政策③環境優良企業への政策③環境優良企業への  
育休インターン派遣制度育休インターン派遣制度44

フランスで行われている雇用復帰支援計
 画（PARE）の成功例。

低い賃金だが、再就職のチャンス、職場
 スキルの向上が見込め、創設当時の1995
 年からおよそ10年で約10％の失業者減を
 実現。
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どうして北海道なのか？どうして北海道なのか？

単身世帯が多い。

→全国3位
少子化問題が深刻

→合計特殊出生率1.18％で全国46位
野菜の未出荷量

→全国5.51％、北海道10.22％

出典）政府統計の総合窓口

 

http://www.e-stat.go.jp/
農林水産省北海道農政事務所

 

http://www.maff.go.jp/hokkaido/
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どうして北海道なのか？どうして北海道なのか？
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失業率が常に全国平均より高い

出典）完全失業率http://www.pref.hokkaido.lg.jp/



環境への効果環境への効果

ごみ排出量が減る

水道・電気・ガス使用に伴うCO2が減る

道のCO2削減目標の7割超達成
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少子化への効果少子化への効果

婚姻率が上がる

子供が増える

北海道産野菜を食べて健康に！
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まとめまとめ

環境のみならず、北海道が抱える少子化
 という問題にも有効な政策である！！！
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ご静聴ありがとうございますご静聴ありがとうございます

Thank you very much
for your kind attention!!!

31


	北海道�友　　愛�プロジェクト
	謝辞
	アウトライン
	グリーンニューディールの定義
	北海道の環境は？
	どうみんグリーンアクション�
	環境問題に対して�取り組んでいること
	楽しい嬉しいルームシェア
	ごみ排出量減少
	CO2削減
	これを生かした政策こそ・・
	政策①　LMA税�(Leave Me Alone税)
	政策②　早婚を奨励します！
	政策②　早婚を奨励します！
	30歳未満の婚姻数
	仮に2万組が30歳未満で�結婚すると・・・
	友愛野菜給付所とは
	友愛野菜給付所の内容
	友愛野菜給付所の効果
	政策③環境優良企業への�育休インターン派遣制度
	政策③環境優良企業への�育休インターン派遣制度1
	政策③環境優良企業への�育休インターン派遣制度2　
	政策③環境優良企業への�育休インターン派遣制度3　
	政策③環境優良企業への�育休インターン派遣制度4
	どうして北海道なのか？
	どうして北海道なのか？
	環境への効果
	少子化への効果
	まとめ
	参考文献・HP
	ご静聴ありがとうございます

