平成３０年度 省エネルギー・新エネルギー関連施策の取組状況
令和元年(2019 年)６月
経済部環境・エネルギー室
「北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画【第Ⅱ期】」に基づき、省エネルギーの推進や新
エネルギーの開発・導入に関する平成 30 年度の取組状況を取りまとめた。

１

平成 30 年度の主な取組について

【１】 徹底した省エネルギーの実現
 自主的・積極的な省エネ・節電の取組
〇北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞（省エネルギー部門）【経済部】
・北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例に基づき、省エネルギーの促進と新エネルギーの
開発・導入の促進に顕著な功績のあった個人・法人等を対象に、表彰を実施
＜大賞＞
 「電力見える化クラウドシステム(Enerviss)」
（(一財)電気保安協会：札幌市）
＜奨励賞＞
 該当なし
 表彰を通じて、省エネの具体的、効果的な取組事例を発信することができ、省エネの促進
に資することができた。
〇ストップ・ザ・温暖化推進事業【環境生活部】
・地球温暖化防止活動推進員（25 名）を配置し、学習会等への派遣など道内各地で普及啓発活
動を実施（派遣回数 23 回、参加人数合計 949 人）
・道民、事業者を対象に温暖化防止のための取組実践に向けたフォーラムを開催
 釧路市（H30.10）
：参加人数 51 名
 函館市（H30.11）
：参加人数 167 名
 温暖化防止に関する学習会等への講師派遣やイベント開催を通じて、参加者の地球温暖化
に関する理解が深まった。
〇３Ｒ推進費【環境生活部】
・バイオマスネットワーク会議 事例報告・検討会の開催
 札幌市（H30.7）
：参加人数 120 名
・事例報告・検討会、バイオマスネットワークフォーラムの実施
 札幌市（H31.2）
：参加人数 128 名
・バイオマス利活用に関するメールマガジンの配信（23 回）
 市町村担当者や事業者等を対象としたフォーラムの開催やメールマガジンの発信により、
バイオマス利活用の推進に向けた機運醸成、関係者間の情報共有が図られた。
〇北海道クールあいらんどキャンペーン【環境生活部】
・道内のオフィスや店舗を対象に「通気を良くしてできるだけ冷房に頼らない」、
「その日の気温
等に合った服装を選択する」など、自然の力を利用しながら快適に過ごす、北海道らしい省エ
ネ型ライフスタイルの実践を呼び掛けるキャンペーンを実施（3,730 事業所(団体)が参加）
・道庁内の取組として「ナチュラルクールビズ」を実施
 キャンペーンを通じ、事業者の環境意識の向上、地球温暖化対策の取組拡大につながった。
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○北海道あったまろうキャンペーン【環境生活部】
・道内のオフィスや店舗を対象に「過度な暖房使用を控えながらも暖かい服装などで快適に過ご
す」北海道らしい省エネ型ライフスタイルの実践を呼び掛けるキャンペーンを実施（3,743 事
業所(団体)が参加）
・道庁内の取組として「ウォームビズ」を実施

 キャンペーンを通じ、事業者の環境意識の向上、地球温暖化対策の取組拡大につながった。
〇北海道環境保全基金事業【環境生活部】
・各（総合）振興局において、環境学習バスツアーや自然体験教室など計 32 事業を実施
・住民団体等が主催する 10 の環境学習講座に講師を派遣（参加人数：549 名）
 自然体験教室や環境学習講座などにより、参加者の省エネの実践や環境保全への取組に関
する意識の向上につながった。
〇中小企業総合振興資金貸付金【経済部】（再掲→P13）
 省エネ機器等の導入促進
〇戦略的省エネ促進事業【経済部】
・省エネ技術等導入可能性調査事業
助成実績 2 件
 多角経営事業における各事業所の｢電力の見える化｣環境整理と、各事業所の運用改善の
可能性を調査の実施に対し助成（（株）北星：滝川市）
 温浴施設における省エネ対策の可能性調査
エネルギーを大量に消費する温浴施設
を対象に助成（
（株）アンビックス：札幌市）
・省エネの促進等を図るため、リーフレットを作成し、事業所等への配布や街頭での啓発を実施
 導入可能性の調査により、当該事業所における省エネの取組が進むことが期待される。
 道内各世帯へのリーフレットの配布や街頭での啓発の実施などにより、道民等への節電・
省エネへの取組に対する意識を喚起できた。
〇先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】
・本道の多様なエネルギー資源や技術シーズを活用し、道内の大学や公設試験研究機関と連携し
て先進的エネルギー関連技術の研究開発を行う事業者に対して補助
 バイオマス液体燃料の開発（北海道三井化学(株)：砂川市）
 水素社会実現に向けた水素タンク・水素蓄圧器の技術開発（カワテックス(株)：砂川市）
 道内企業のモデルとなる事業者が行う技術・製品開発を支援したことにより、道内の省エ
ネ・新エネ導入が進み、環境産業の振興につながることが期待される。
〇地方独立行政法人北海道立総合研究機構における省エネルギー関係の研究開発【総合政策部】
［研究テーマ］
・保温装備と耐雪性を強化した北海道型ハウスの無加温周年利用技術の確立（農業研究本部）
・磁気ヒートポンプ熱交換構造に関する研究（産業技術研究本部）
・非住宅建築物及び住宅の省エネ適合義務化対応と将来目標水準に関する研究（建築研究本部）
・建物群の熱・電力融通を考慮した建築・設備システムに関する研究（建築研究本部）
・非住宅建築物におけるダブルスキン等の熱性能評価法の開発(建築研究本部)
・ＺＥＨ対応も踏まえた枠組壁工法住宅の高性能外皮・空調システムに関する研究(建築研究本
部)
・共同住宅の省エネルギー化推進に関する研究(建築研究本部)
 省エネルギー関係の研究開発により、関係課題の解決や技術の向上が図られるなど、今後
の技術開発や事業化への進展が期待される。
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 スマートコミュニティの構築に向けた取組の促進
〇次世代環境産業育成・振興事業【経済部】
・スマートコミュニティ構築・促進事業
 道内外で、スマートコミュニティ構築に係るフォローアップ・サポート及び先進地調
査を実施（21 回）
・環境・エネルギー人材育成事業
 省エネルギー関連コンサルタント育成講習を開催（H30.10～11、4 回）
 環境エネルギービジネスセミナーを開催（北見市、旭川市、函館市、札幌市各 1 回、
参加人数計 147 名）
 スマートコミュニティの構築に向けた取組等により、道内企業の環境産業への参入の機運
醸成に向けた環境整備が図られた。
○北の住まいるタウン推進事業【建設部】
・コンパクトなまちづくり、低炭素化・資源循環及び生活を支える取組を一体的に進め、誰もが
安心して心豊かに住み続けられるまちづくりを目指す「北の住まいるタウン」の推進を図るた
め以下の取組を実施
 目指す姿や取組の方針等を示す「
『北の住まいるタウン』の基本的な考え方」をパネル
展等の機会を通じ配布
 モデル市町村の当別町において、町が開催する地域協議会を支援（2 回）するとともに、
鹿追町、当別町の地域計画「『北の住まいるタウン』の実現に向けて」推進を支援
 各分野の専門家による検討協議会を開催（1 回）し、モデル市町村の計画推進を支援
 市町村職員の実践の参考となる「『北の住まいるタウン』実践ガイドブックを更新
 まちづくりメイヤーズフォーラムの開催
札幌市（H30.10）
：参加人数約 220 名
 「北の住まいるタウン」に係る普及啓発やモデルづくりを進めたことにより、道内各地域に
おいて、持続可能な地域づくりに向けた取組の一つとして、省エネ・新エネを活用したま
ちづくりのさらなる展開が期待される。
〇きた住まいる推進事業【建設部】
・道民の方々が良質な住宅を安心して取得できる環境づくりを目的とした「きた住まいる」の普
及・推進を図るため、以下の取組を実施。
 「きた住まいる」の推進を図るため、有識者や関係団体等による会議の開催（1 回）
 住宅産業関連事業者を対象とした技術講習会や建築物省エネ法への対応に向けた講習
会を開催（7 回）
帯広市（H31.1） 函館市（H31.1） 留萌市（H31.1） 中標津町（H31.2）
北見市（H31.2） 旭川市（H31.2） 札幌市（H31.2）
 講習会などの開催により、道民への普及啓発が図られるとともに、道内の住宅生産者にお
ける省エネ性に優れた住宅ストックの形成に必要な技術の向上が期待される。
◆ 道の率先的な取組や関係機関が一体となった施策の推進
〇新エネルギー等率先導入推進事業【経済部】
・道立江差高等看護学院への高効率ボイラー、LED 照明機器の導入（保健福祉部）
・道立漁業研修所への高効率ボイラー及び地中熱空調システムの導入（水産林務部）
 省エネ及び新エネ機器の導入により、燃料及び電気の使用量が削減され、省エネが図られ
た。
 率先導入に合わせて地域住民向け説明会等を開催し、
地域住民への普及啓発にも寄与した。
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〇燃料電池自動車、電気自動車、クリーン・ディーゼル車、プラグインハイブリッド車の公用車利
用【環境生活部、経済部】
・燃料電池自動車 １台（年間 133 回使用、走行距離 10,011km）
・電気自動車 1 台（年間 227 回使用、走行距離 6,575 ㎞）
・クリーン・ディーゼル車 1 台（年間 59 回使用、走行距離 13,014 ㎞）
・プラグインハイブリッド車
 導入：H30.10、導入先・数：７(総合)振興局、各１台
 使用 年間 423 回使用 走行距離 29,012km ※７台の計
 普及啓発示イベント 12 回実施：参加人数 3,472 名
 燃料電池自動車、電気自動車、クリーン・ディーゼル車やプラグインハイブリッド車に対
する関心を高める機会を提供した。
〇高等技術専門学院（道有施設）省エネ設備整備事業【経済部】
・室蘭高等技術専門学院及び北見高等技術専門学院の大型工作機械を省電力タイプに入れ換え、
省エネルギー化を図るとともに、地域の関連業界に広く公開し、省エネルギーの取組の普及・
啓発を実施。
（室蘭高等技術専門学院 ワイヤー放電加工機 １台）
（北見高等技術専門学院 ワイヤー放電加工機 １台）
 最新機器の導入により省エネルギー化が図られ、学院見学会等で地域住民や関連企業に対
し、道有施設の整備による地域住民への貢献、産業振興への寄与について、周知した。
〇自然公園等整備費（公衆便所等省エネ改修事業）
］【環境生活部】
・利尻礼文サロベツ国立公園、支笏洞爺国立公園、ニセコ積丹小樽海岸国定公園及び日高山脈襟
裳国定公園内の公衆便所の照明設備の LED 化と節水型便器の導入
 スコトン岬園地公衆トイレ：節水型便器(5 器)、照明 LED 化(5 灯)、高効率ポンプ(2 基)
 西上泊園地公衆トイレ：節水型便器(5 器)、照明 LED 化(8 灯)
 カルルス温泉公衆トイレ：節水型便器(3 器)、照明 LED 化(18 灯)、高効率ポンプ(1 基)
 五色温泉野営場：照明 LED 化（2 灯）
 アポイ岳登山口園地公衆トイレ：節水型便器（8 器）
 LED 照明設備等に更新することにより、消費電力が抑えられ、CO2 排出量の削減に貢献す
ることが期待される。
〇空知合同庁舎長寿命化改修、宗谷合同庁舎照明設備改修【建設部】
・空知合同庁舎改修工事において、照明器具のＬＥＤ化などを実施
・宗谷合同庁舎ＬＥＤ化改修工事において、照明器具のＬＥＤ化（１,４６８台）を実施
 空知合同庁舎、宗谷合同庁舎における LED 改修後の電気使用量が、前年に比べ、マイナス
となった。
〇道立学校維持補修事業【教育庁】
・道立学校において、照明設備を節電・省エネ効果が高い LED 照明器具に更新
 札幌北陵高等学校：体育館の照明設備（31 灯）
 帯広三条高等学校：体育館の照明設備（40 灯）
 LED 照明設備に更新することにより、消費電力が抑えられ、CO2 排出量の削減に貢献する
ことが期待される。
〇北海道警察本部庁舎ＥＳＣＯ事業【道警本部】
・ESCO 事業により 6 つの省エネメニュー（蒸気系統弁類の保温施工、高効率安定器への更新、
温水ポンプ変流量制御、CO2 濃度による外気量制御、井水浄化システムの導入、BEMS による
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最適運転制御）を実施（ESCO サービス期間：H24～H30）
 CO2 削減量は 598t-CO2 となり、大幅に削減することができた。
 光熱水費削減額は、削減見込を上回っており、特に、電気、上水道の削減額が予想以上と
なった。
○交通信号機改良工事（LED）
【道警本部】
・交通信号機の更新工事にあたり、信号灯器（車両用、歩行者用）を電球式から LED 式へ改良。




LED 式の信号灯器に改良することにより、球切れによる滅灯防止や視認性の向上等、交通
事故防止に寄与するだけでなく、消費電力が電球式に比べ約６分の１(１交差点の標準で約
760w 減)に抑えられ、省エネ促進に資することができた。
電球の耐用年数は１年程度であったのが、LED にしたことで約６年以上となり、長寿命化
が図られ、経費削減にもつながった。

 需要部門（産業・家庭・業務・運輸）ごとの省エネ推進
〇ＡＩ／ＩｏＴ等先端技術導入促進事業【経済部】
・道内６大学、1 企業の先端技術に関する研究成果を２つの展示会に出展。
 北海道大学「深層学習による画像処理技術を用いたロードヒーティングの効率的な制
御の実現」
 北海道大学「ＡＩ・ＩＴ・ＲＴ（ロボット技術）を用いた農林業支援ロボットの開発」
 室蘭工業大学「物質を扱う先端科学から一次産業など広領域における情報数理による
問題解決」
 帯広畜産大学「電子機械技術を活用した大規模農業機械のスマート化やロボットトラ
クタなどに関する研究」
 北見工業大学「ブームスプレーヤの高速化・作業効率向上のためのアタッチメント式
高性能除振装置」
 公立はこだて未来大学「定置網の水揚予測に基づく水産物流通の最適化に関する研究」
 酪農学園大学「人工衛星とドローンの画像を利用した、牧草地、水田等の解析」
 (株)ＡＩハヤブサ「人工知能を活用した不良品等検査システム」
 省エネや生産性向上に資する大学等の先端技術に関する研究成果を公開することにより、
道内企業などと連携した新たな事業の創出が期待される。
〇自動走行車開発拠点化促進事業【経済部】
・自動走行関連企業等への道内における実証試験誘致及び取組支援
（道内における実証試験件数： H30 年度：28 件、H29 年度：18 件、H28 年度：2 件）
（ワンストップ窓口利用件数：164 件）
・自動車安全技術検討会議事務局として道外展示会（H30 年 7 月名古屋、11 月横浜）に出展し、
本道における自動走行実証フィールドとしての優位性やワンストップ窓口の取組、道が企業等
への研究支援目的のために構築した公道及び公道外実証試験適地データベース等をＰＲ周知
（各展示会個別説明件数：名古屋 276 組、横浜 221 組）
 自動走行実証試験が道内各地域で実施されたことにより、次世代自動車による省エネル
ギー化の推進に向けた取組の促進や将来的な自動走行車両への移行・定着を図るための普
及啓発活動として環境配慮型ものづくり産業に対する関心を高める機会を提供し、地域実
装への早期実現に向けた課題と検討方向性に関する意識共有が図られた。
〇エコアンドセーフティ推進事業【環境生活部】
・普及啓発イベントの開催（6 ヶ所 6 回）
・啓発資材を作成しイベント等で配布（車両用マグネットシート 100 枚など）
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・出前講座の開催（2 ヶ所）


普及啓発イベントや出前講座を通じて、エコドライブに関する理解が深まった。

〇沿岸漁業改善資金貸付事業【水産林務部】
・沿岸漁業者等に対し、操船作業省力化、燃油消費節減機器等の設置により、漁業経営の自立を
図るための資金を無利子貸付（13 件 うち燃料油消費節減機器設置 8 件）


省燃油の漁船エンジンを設置したことにより、燃料油の節減が図られた。

【２】 エネルギーの地産地消
 取組の段階に応じた支援の充実、支援体制の整備・強化
○新エネルギー導入加速化推進事業【経済部】
・地域の事業計画に対する認定アドバイスや民間主導の支援に向けた融資手法などの検討会を開
催
［新エネルギーの地産地消拡大に向けた金融支援検討会］
 開催３回（H30.7、H30.9、H31.3） 出席：道内金融機関、支援機関
・エネルギー地産地消に取組を地域に拡げるため、道内外の先進事例を紹介するセミナーを開催
［エネルギーの地産地消促進セミナー］
 開催（H30.7） 出席者：市町村、道内金融機関、道内企業等
 新エネの地産地消拡大に向けた融資手法などの検討や、道内外の先進事例を紹介するセミ
ナーの開催により、民間主導の支援の具体化が期待される。
○エネルギー地産地消スタートアップ支援事業【経済部】
・エネルギー地産地消を推進する地域新エネルギー導入コーディネーターを配置し、事業の掘り
起こしから事業・収支計画策定、実施までを支援
 コーディネーターを 11 市町へ派遣し支援
 新エネ導入の検討段階にある市町村等へのコーディネーター派遣により、市町村の取組の
具体化が期待される。
○地域新エネルギー導入調査総合支援事業【経済部】
・自治体やコンソーシアムが実施する新エネルギー導入促進可能性調査等に対する支援を実施
 家畜ふん尿バイオガスプラント導入に向けた可能性調査(湧別町バイオガス事業推進コ
ンソーシアム、雄武町)
 石炭地下ガス化による生産ガスを活用したコージェネレーション導入可能性調査(三笠
市)
 育苗施設への木質ボイラー夜間余剰熱活用調査（滝上町）
・地熱･温泉熱アドバイザーの派遣
 札幌市（H30.7）上川町（H30.8）ニセコ町（H30.10）弟子屈町（H30.11）北見市（H31.2）
・地熱井調査補助
[調査事業]
 地域振興に資する地熱発電や熱水利用の事業可能性について検討を行うため、地下探
査事業を実施（斜里町）
 バイオマス等のエネルギー資源の活用方法や地域に適した設備導入等に関する調査により
事業化への進展が期待される。
 アドバイザー派遣により、地熱・温泉熱の具体的な活用方法の検討が進み、地熱・温泉熱
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の利活用の促進につながることが期待される。
地熱井等調査に対する支援により、今後の地熱エネルギー利用拡大が期待される。

○地域新エネルギー導入アドバイザー制度【企業局】
・電気や工業用水の事業運営で蓄積してきた知識や経験をもとに、小水力発電導入候補地点の現
地調査や可能性検討及び提案など、
技術や経営に関するアドバイスを実施（8 件(1 市 6 町 1 村)）
・「小水力発電に関する勉強会」を実施（参加者：22 市町村 26 名）
 アドバイザー制度の利用及び勉強会の開催により、小水力発電への理解と発電分野におけ
る知識の向上が図られた。
 地域の特性を活かした「エネルギー自給・地域循環システム」の構築・展開
○エネルギー地産地消事業化モデル支援事業【経済部】
・地域における先駆的なエネルギーの地産地消のモデルとなる取組に対し、システムの検討、設
計段階から事業化まで一貫した支援を実施（継続 4 件、新規 1 件）
 畜産バイオマスを核とした資源循環・エネルギー地産地消のまちづくり事業(上士幌町)
 地熱資源を活用した「弟子屈・ジオ・エネルギー事業」
（弟子屈町）
 平成 28 年 8 月激甚災害からの復興を目指すﾄﾘｴﾈ･ｽﾏｰﾄ･ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｳﾝ事業（南富良野町）
 稚内市における再エネを活用した地産地消モデル構築事業（稚内市）
 小規模集落における独立グリッド整備とブロックチェーン技術活用による新たなエネ
ルギー自給・地域循環モデル形成(石狩市)
 事業計画認定地域において、地域における先駆的なエネルギーの地産地消のモデル構築に
向け、調査・検討が進められた。
○地域主体の新エネ導入支援事業【経済部】
・新エネルギー設計支援事業
 集中型バイオガスプラント建設に向けた設備設計を支援（八雲町）
 家畜ふん尿の利用可能性調査、バイオガスプラントの事業可能性検討と、集中型バイ
オガスプラント建設に向けた設備設計を支援（中頓別町）
 集中型バイオガスプラント建設に向けた設備設計を支援（広尾町）
・新エネルギー導入支援事業（設備導入支援）
 ＲＤＦ（廃棄物固形燃料）の利用に向けたボイラーの最適化や温浴施設へ効果的な熱
供給のための貯湯タンク等関連設備の導入。
（富良野市）
 新エネルギー設備の設計により、今後の設備導入への進展が期待される
 地域の特色を生かした新エネルギー導入の取組により、今後のエネルギー削減効果が見込
まれる。
○上ノ国ダム発電施設建設事業【建設部】
・被災による長期停電時においても電力を確保し、適切なダム管理を行うための管理用水力発電
設備を導入


小水力発電設備の完成により、最大出力 120kw の発電が可能となった。

○ダム小水力発電施設導入検討事業【建設部】
・道管理ダムの小水力発電施設導入の事業化に向けた検討
 地域において、道管理ダム施設を活用した小水力発電施設の導入に向けた検討が行われた
ことにより、今後の施設整備に向けた具体的な進展が期待される。
〇自然公園等整備費（公衆便所等省エネ改修事業）
］【環境生活部】(再掲→P4)
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〇北の住まいるタウン推進事業【建設部】（再掲→P3）
 地域の自然環境・産業・景観等に配慮した持続可能な新エネルギーの導入促進
〇バイオマス利活用エキスパート・アドバイザー派遣事業【環境生活部】
・本道に豊富に賦存するバイオマスの利活用に関する自発的な取組の促進に向け、地域の機運醸
成から事業の具体化に至る様々な段階に応じて、アドバイザーを派遣（7 件）
 地域にバイオマス導入に係る情報を提供したことにより、バイオマスエネルギーなどバイ
オマス利活用に向けた取組の実施が今後期待される。
○地域バイオマス利活用促進事業【環境生活部】
・バイオマス産業都市として選定された地域の、バイオマス産業都市構想に位置づけられたプロ
ジェクトの推進に資する取組を支援
［バイオマス利活用施設整備事業］
 地域波及モデル施設整備（西興部村、足寄町農業協同組合）
 バイオマス産業都市構想の関連プロジェクトへの財政支援を行うことで、道内におけるバ
イオマスの利活用が促進される。
〇小水力等再生可能エネルギー導入支援事業【農政部】
・小水力等施設の整備に係る調査や検討等の取組を支援
 導入可能性調査支援事業（苫前町）
 地域において、農業水利施設を活用した小水力等発電施設の導入に向けた検討が行われた
ことにより、今後の施設整備に向けた具体的な進展が期待される。
○地域用水環境整備事業（小水力発電整備）【農政部】
・農業水利施設の維持管理費軽減のため、小水力発電施設の建設に向けた詳細設計を実施


工事の着手に向けた準備が進み、計画的な整備が実施される見込みとなっている。

〇木質バイオマス資源活用促進事業【水産林務部】
・林地未利用材集荷システム実証事業
 伐採から植栽までの一連作業において収益性を確保できる林地未利用材の集荷手法や
植栽経費の削減効果等の検証を行うとともに、実証試験地において素材生産業者や造
林事業者等地域関係者を参集した現地見学会を開催（道北・道央地区）
・林業機械レンタル集荷モデル実証事業
 現場状況に応じたレンタル機械による集荷・搬出の取組を支援し、集荷コストの分析
や採算性を検証（2 件）
・木質ペレット普及促進事業
 木質ペレットの流通の効率化や利便性の向上を図るため、消費者と木質ペレット生産
者、流通関係者などによるネットワーク会議を開催 (5 ヶ所)
 木質ペレットの利便性向上に向けたバラ積みによる配送実証を実施（札幌市：中学校
２校、商業施設１箇所）
 一般消費者等を対象に木質ペレット及び木質ペレットストーブに対する需要可能性調
査を実施（回収数 266）
 木質ペレットの需要拡大を図るため、各種イベント等を活用したペレットストーブの
展示及びセミナーを開催（展示 18 回、セミナー2 回）
セミナー 旭川市（H30. 8）：展示会と合わせた来場者数 400 名
稚内市（H30.11）
：展示会と合わせた来場者数 100 名
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・低コスト導入モデル普及促進事業
 低コストかつ小規模な木質バイオマスの導入を促進するため、熱エネルギー利用シス
テムやボイラーの導入に当たっての知見を周知するセミナーや研修会を開催（セミ
ナー1 回、研修会 2 回）
セミナー 札幌市（H30. 7）：参加人数 88 名
研修会
旭川市、上川町（H30.11）
：参加人数 26 名
浦河町、様似町（H31. 1）：参加人数 17 名
 収益性を確保できる林地未利用材の集荷・搬出に係る実証を行い、経費の削減効果を検証
したことで、木質バイオマスのエネルギー利用の拡大や普及が期待される。
 木質ペレット需要拡大に向けたイベント開催などにより、ペレットボイラーやペレットス
トーブの導入促進が図られた。
 低コストかつ小型の木質バイオマスボイラーの知見を周知するセミナーや研修会の開催に
より、道内の公共施設や民間企業への木質バイオマスボイラーの導入・促進が期待される。
〇森林吸収エコビジネス推進事業【水産林務部】
・道有林で取得したオフセット・クレジット（J-VER）を活用し、企業に対する販売促進活動を
展開することで、オフセット・クレジットの普及啓発を実施
［オフセット・クレジット広告・宣伝活動］
 振興局等でのポスター提示
 道政広報コーナー等でのパネル展開催（1 回）
［オフセット・クレジット販売促進活動］
 道内外で企業等への PR 活動（道内 7 回）
 各種イベントでのパンフレット配布（2 回）
 道有林や市町村有林で取得したオフセット・クレジットの理解が図られ、オフセット・ク
レジットの販売量等（累計）が 1,038ｔ- CO2 となった。
○林業・木材産業構造改革事業【水産林務部】
・未利用間伐材の収集・運搬の効率化に資する機材等及び木質バイオマスを安定的に供給・利用
する木質燃料製造施設・チップボイラー等の整備に対する支援
 木質バイオマスエネルギー利用施設整備（1 町、1 事業者）
美瑛町：バイオマスボイラー
 ボイラーの導入により、未利用間伐材を原料とする木質バイオマスのエネルギー利用量の
増加につながった。
○木質バイオマス安定供給体制構築事業【上川総合振興局】
・木質バイオマスの取引実態を把握し、製造・流通の効率化を検討するための需要量・供給量調
査を実施
 地域特性に応じた木質バイオマス安定供給の仕組みづくりを検討したことにより、森林資
源の循環利用の促進が今後期待される。
〇中小企業総合振興資金貸付金【経済部】（再掲→P13）
 技術的課題解決に向けた国内関連技術等の導入促進
〇先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】（再掲→P2）
 地域に賦存するエネルギー資源を効果的に活用するために必要な研究開発の促進
〇地方独立行政法人北海道立総合研究機構における新エネルギー関係の研究開発【総合政策部】
［研究テーマ］
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・農業用廃プラスチックの地域内資源循環システムの社会実装に係る研究（産業技術研究本部）
・Additive Manufacturing による潜熱蓄熱型ヒートシンクの構築（産業技術研究本部）
・再生可能エネルギーを活用した熱エネルギーネットワークシステムの運転制御プログラムの開
発（産業技術研究本部）
・木質バイオマスエネルギーの高性能な供給・利用システムの開発（建築、森林、産業技術、環
境・地質研究本部）
・広域熱水系モデルの構築と地熱資源の持続的利用に関する研究（環境・地質研究本部）
・都市における再生可能エネルギー最適導入プロセス解明の動的評価手法の構築（建築研究本部）
・富良野圏市町村における自律･持続型地域の実現プロセスに関する研究（建築研究本部）
・地域・産業特性に応じたエネルギーの分散型利用モデルの構築（全研究本部）
 新エネルギー関係の研究開発により、関係課題の解決や技術の向上が図られるなど、今後
の技術開発や事業化への進展が期待される。
〇先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】（再掲→P2）
 全道的、広域的な課題の検討
○新エネ施策懇話会【経済部】
・新エネルギー概況等調査の実施
 調査対象：市町村、民間団体・事業者
・新エネ施策懇話会の開催
 委員：エネルギーに関する有識者４名
 開催：３回(H31.1～H31.3)
 平成 30 年９月に発生した大規模停電などを踏まえ、道内の新エネルギーに関する概況等
調査を実施したことで、平常時や災害発生時における新エネルギーの状況や、新エネに関
する可能性や課題等について把握することができた。
 エネルギーに関する課題幅広い知見を有する方々による「新エネ施策懇話会」の開催によ
り、非常時の備えとしても有効な新エネに関する今後の対応方向等について、改めて検討
を進めることができた。
 人材育成、道民理解の促進
〇北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞（新エネルギー部門）【経済部】
・北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例に基づき、省エネルギーの促進と新エネルギーの
開発・導入の促進に顕著な功績のあった個人・法人等を対象に、表彰を実施
＜大賞＞
 「エネルギーの地産地消を目的とした直行型イベント/災害支援 派遣電源車両【ＰＶ
チャージステージングの開発と運用】」（(有)トミタ：札幌市）
＜奨励賞＞
 「積雪寒冷地における地下水利用での融雪と地中熱ヒートポンプ高効率化の実証事業」
（サンポット(株)：岩手県花巻市、正和住設(株)：石狩市）
 表彰を通じて、新エネの具体的、効果的な取組事例を発信することができ、新エネの開発、
導入促進に資することができた。
〇様々な機会を活用した普及啓発【経済部】
・省エネルギーの促進と新エネルギーの開発・導入の促進を図るため、省エネルギー・新エネル
ギー普及啓発展等を開催
［省エネルギー・新エネルギー普及啓発展］
 札幌市(H30.6)：省エネ新エネ関連機器・パネル展示 参加 332 名
 札幌市(H30.8)：省エネ新エネ関連機器・パネル展示、次世代自動車展示 参加 280 名
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札幌市(H31.1)：省エネ新エネ関連パネル展示 参加 80 名

［2018 サイエンスパーク］
 札幌市（30.7）開催：省エネ新エネ実験体験 参加 500 名
［第 32 回北海道技術・ビジネス交流会 ビジネス EXPO］
 札幌市（H30.11）省エネ新エネ促進大賞受賞企業パネル展示 来場 21,200 名
 新エネに係る実験セットを展示し実際に体験することで、小学生やその保護者の理解を深
めることができた。
 大型商業施設等で省エネ・新エネに関するパネルや機器を展示することにより、広く普及
啓発が図られた。
〇道有施設の新エネ導入・省エネ加速化事業（クリーンエネルギー公用車の導入促進）【経済部】
・道自らが蓄電及び給電機能を有するＰＨＶ（プラグインハイブリッド車）を導入し、公用車と
して利用するとともに、展示イベント等を通じてクリーンエネルギー車の普及啓発を実施
 ７振興局へ各 1 台導入
 普及啓発示イベント 12 回実施：参加人数 3,472 名


道へのクリーンエネルギー車の導入及び普及啓発イベントの実施により、広くクリーンエ
ネルギー車の普及啓発が図られた。

〇バイオ燃料利活用普及促進事業【環境生活部】
・燃料利用事業者等を対象としたセミナーの開催（1 回）及びバイオディーゼル燃料に係る道民
や事業者への普及啓発資材の配布
 バイオディーゼル燃料活用セミナー
室蘭市（H31.2）
：参加人数 23 名
 セミナー開催によって、参加者の認識の改善と理解の促進につなげることができた。
 普及啓発資材の配布を通じて、道民や事業者のバイオディーゼル燃料に関する認知度の向
上が図られた。
 地域推進体制の活用
〇「北海道省エネ・新エネサポート相談窓口」の設置【経済部】
・道経済部環境・エネルギー室及び 14(総合)振興局に設置の窓口で、省エネ・新エネの導入、検
討、支援制度などに関する相談を実施（相談件数 81 件）
 省エネ・新エネに関する相談窓口の設置により、一般道民や事業者からの照会・相談等に
対応することができた。
〇省エネ・新エネ導入推進会議の開催【経済部】
［省エネ・新エネ導入推進会議］
 道民、事業者、エネルギー関連事業者、経済団体、非営利組織や、国の関係機関、道
の関係部局による情報共有のため、導入推進会議を開催
［地域省エネ・新エネ導入推進会議］
 市町村担当者（必要に応じ企業、団体などの担当者）及び道関係部局による情報共有
のため、全道 14 総合振興局・振興局で導入推進会議を開催
 エネルギー関連事業者や経済団体等との情報共有が図られたほか、地域における新エネ導
入の「芽」の把握・共有を行うことができた。
○とかち地域資源活用・価値創造事業【十勝総合振興局】
・環境関連イベントを通じて、環境に配慮した取組を実践している企業等と協働し、再生可能エ
ネルギー等の利活用に関する啓発事業を実施
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・帯広市との協同環境関連イベントでは、環境学習や体験教室等を実施
・十勝のバイオガス利活用の取組状況を情報発信し、地域の事業関係者や一般住民等に普及啓発
していくことを目的に、畜産バイオガスに特化した「十勝バイオガス取組マップ」を作成
 十勝のバイオガスの利活用の取組状況を情報発信し、地域の事業関係者や一般住民に普及
啓発していくことにより、十勝における取組に対する理解を深め、利活用の促進を図るこ
とが出来た。

【３】 エネルギー関連の実証・開発プロジェクトと生産開発拠点の集積
 関連企業や実証研究プロジェクトの積極的な誘致・集積
○地産エネルギー利用施設立地促進事業【経済部】
・北海道データセンターセミナー
 東京都（H30.11）
：データセンター立地適地としての北海道をＰＲするセミナー開催
参加人数 97 名
・現地視察
 北海道内への立地に向けた道外企業の現地視察を実施（H30.12）
視察先：岩見沢市
 冷涼な気候や豊富な新エネルギーを活かし、空調用電力や CO2 排出量削減を図ることがで
きるというデータセンター立地における本道の優位性を道外の事業者に周知することがで
きた。
〇企業立地促進費補助金【経済部】
・北海道産業振興条例に基づく助成措置において、成長産業分野の対象業種として新エネルギー
供給業（風力、バイオマス等をエネルギー源とした発電事業）に対し補助金を交付


新エネルギー供給業が 1 件立地した。

 固定価格買取制度の動きも見据えた大型プロジェクトの実現に向けた情報提供や調整等
○地域資源活用基盤整備支援事業【経済部】
・固定価格買取制度を活用した新エネルギー導入の取組に対し、送電線等の整備に要する費用を
支援
 未利用バイオマス資源や動植物性残さを原料としたバイオガス発電所建設における送
電線等の整備を支援。
 固定価格買取制度を活用した大規模な発電事業の導入により、エネルギーの地産地消の取
組の加速が期待される。
○エネルギー地産地消事業化モデル支援事業【経済部】（再掲→P7）
 道内企業の環境・エネルギー分野への参入促進、生産研究開発拠点の立地・集積
〇環境産業販路確立総合対策事業【経済部】
・道外企業との企業間連携による事業化に向けたコーディネートを実施
・道内企業との連携が期待できる道外企業に対してヒアリングを実施（14 件）
・道外展示会へ北海道ブースを出展
 東京都（H31.1）
（ENEX2019 第 43 回地球環境とエネルギーの調和展）
：出展道内企業
16 社・団体、来場者数 1,501 名
・道補助事業で支援した事業者の環境産業技術・製品の成果発表会や、商社、金融機関などとの
プレゼンマッチングを開催
 札幌市（H31.2) 東京都（H31.1)
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企業間連携の機会創出が図られたとともに、道内企業が有する優れた環境産業関連技術や
製品を道内外に広く PR することができるなど、環境産業への参入や販路の開拓・拡大を
促進することができた。

〇中小企業総合振興資金貸付金【経済部】
・中小企業総合振興資金貸付金 H30 新規融資実績 6,052 件
 中小企業等の経営の安定や事業の活性化を支援するため、中小企業総合振興資金の融資制
度の充実を図り、資金調達の円滑化を促進している。
 うちライフステージ対応資金「ステップアップ貸付【政策サポート】
（環境・エネルギー）
」
では、省エネ・新エネ設備の導入や環境・エネルギー関連産業の振興に資する事業の実施
に必要な資金供給の円滑化が図られ、企業の事業活動の活性化が期待される。
○次世代自動車関連ものづくり産業振興事業【経済部】
・次世代自動車をはじめとした環境配慮型ものづくり産業への理解促進を図るため、各種イベン
トへ出展（3 回）
・ものづくり産業人材の育成・確保を図り、道内ものづくり産業の振興に資するため、現場見学
会（5 回）及び出前授業（4 回）を実施
 各種イベント等を通じて、次世代自動車をはじめとするものづくりの魅力を PR すること
により、環境配慮型ものづくり産業への理解促進・人材育成が図られた。
○北海道次世代施設園芸普及促進事業【農政部】
・太陽光などのエネルギーを活用した生産性の高い高度な施設園芸の一大産地化を目指すため、
これまで得られた知見等を活用し、生産者への普及活動等を展開
 検討会議等の開催（3 回）
 フォーラムの開催(H30.12)（151 名参加）
 栽培研修会の開催(H30.12)（102 名参加）
 イベント等でのＰＲ活動（３イベントに出展しＰＲ）
 いちご栽培研修会、次世代施設園芸フォーラムの開催などを通じ、次世代施設園芸の普及
などに努めた。
 水素社会の形成に向けた取組など産学官連携による一体的な推進
〇次世代環境産業育成・振興事業【経済部】
・水素関連ビジネス展開促進・検討事業
 将来の二次エネルギーの中心的役割を担うことが期待されている水素エネルギー関連
ビジネスの展開に向けた先進地調査を実施するとともに、水素関連セミナーを開催
（稚内市、釧路市、札幌市、苫小牧市各 1 回：参加人数計 175 名）
 水素エネルギーの利活用に向けた取組等により、道内企業の環境産業への参入の機運醸成
に向けた環境整備が図られた。
〇水素社会推進事業【環境生活部】
・北海道の豊富な再生可能エネルギーを活用した水素サプライチェーンを形成するため、道内各
地域で水素・燃料電池や FCV 等を広く周知
・北海道水素イノベーション推進協議会を開催（H31.3）
・道央圏 FCV 普及促進戦略会議を開催（H31.3）
・水素・燃料電池普及キャラバンを全道で開催（18 地域、22 回）
・市町村職員を対象とした低炭素塾を開催（2 地域、2 回）
 幕別町（H31.2）
：参加人数 26 名
 函館市（H31.2）
：参加人数 24 名
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広く全道でエネファーム・FCV の展示や試乗会などを通じた道民・市町村・関係団体への
情報発信を行うなど、水素社会形成に向けた機運を高めることができた。

○先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】（再掲→P2）
 先端技術の普及促進による新エネルギーの導入拡大
○先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】（再掲→P2）
〇北の住まいるタウン推進事業【建設部】（再掲→P3）
 多様な事業主体との連携
〇環境産業販路確立総合対策事業【経済部】（再掲→P12）
〇次世代環境産業育成・振興事業【経済部】（再掲→P13）

【４】 新エネルギーの可能性を最大限に発揮するための基盤整備
平成 24 年 7 月から施行された固定価格買取制度の活用を促進するとともに、北本連系線を含む
送電網等の基盤整備の増強、新エネルギー導入に対する支援措置や規制緩和などの一層の促進につ
いて国への働きかけなどを行った。
○固定価格買取制度における設備認定状況（Ｈ24 年 7 月～Ｈ30 年 12 月：北海道分）
・経済産業省公表分(データ更新 H31.4.11)
区分
太陽光発電

認定状況

運転開始

件数（件） 出力（万 kW） 件数（件） 出力（万 kW）
29,210

204.3

25,365

134.8

393

135.1

282

84.4

2,124

118.5

173

12.6

中小水力発電

25

12.9

17

6.3

バイオマス発電

86

115.5

62

19.2

2

0.0

2

0.0

31,447

382.4

25,619

161.8

うちメガソーラー
風力発電

地熱発電
合 計

※四捨五入の関係で合計が合わないことがある。

○「平成３1 年度 国の施策及び予算に関する提案・要望」において、以下を要望（H30.7）
～新エネルギーの導入拡大のための基盤整備の増強と支援制度の拡充～
（農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）
１ 再生可能エネルギーの導入拡大に向けた北本連系設備を含む送電網等の電力基盤の増強
や既存送電線の有効活用などの制度改革の推進
２ 地域の実情に応じた固定買取価格制度の運用
３ 再生可能エネルギーの開発・導入の促進に向けた支援措置の拡充
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○要望の反映状況（国における予算措置）
・平成 31 年度政府予算において、要望に関連して以下の事業が予算措置された。
［需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント構築
実証事業費補助金］
✓ 需要家側のエネルギーリソースを統合的に制御し、あたかも１つの発電所のように
機能させ、電力系統の需給調整に活用する実証を行うとともに、定置用蓄電池の価
格低減を図る。新たなエネルギービジネスの創出を通じて、再生可能エネルギーの
更なる導入拡大、省エネ・負荷平準化の推進、系統安定化コストの低減を図る。30.0
億円（経済産業省）
［洋上風力発電等のコスト低減に向けた研究開発事業］
✓ 軽量浮体・風車等の実証研究や着床式洋上ウインドファームのＦＳ調査等。73.3 億
円（経済産業省）
［風力発電のための送電網整備の実証事業費補助金］
✓

風力発電の最適地でありながら送電線が脆弱な地域から大消費地圏への送電整備
の支援、実証。80.0 億円（経済産業省）

［再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代型の電力制御技術開発事業］
✓ 既存系統を最大限活用するため、系統の混雑時には出力制御することを前提とした
新規の接続を可能とするノンファーム型接続の早期実現のための個別系統の予
測・制御システムの開発等、及び分散型ネットワークシステム確立のため、配電系
統における電圧や潮流変化などの課題を解決するための最適な制御技術の開発を
実施する。19.7 億円（経済産業省）
［風力発電等に係るゾーニング導入可能性検討モデル事業］
✓ ゾーニング手法マニュアルの策定、普及、制度化を見据えた検討。4.0 億円（経済
産業省）
［固定価格買取制度における賦課金特例制度の施行のための事業費補助金］
✓ 売上高に占める電気使用量が大きな電力多消費事業者は、特例により賦課金の減額
（減免措置）を受けることが可能であり、このため、賦課金の減免制度によって生
じる費用機関調整機関が必要となる費用を措置する。82.0 億円（経済産業省）
［民間事業者による分散型エネルギーシステム構築支援事業］
✓ 地域の実情に応じ、民間事業者等が先導的な地産地消型エネルギーシステムを

構築する事業等に対して支援を行うことで、エネルギーの地産地消とそれによ
る CO２排出削減を促進する。21.0 億円（経済産業省）
［太陽光発電のコスト低減に向けた技術開発事業］
✓ 先端複合技術型シリコン太陽電池やペロブスカイト太陽電池などの技術開発な

ど。33.5 億円（経済産業省）
［地熱発電や地中熱等の導入拡大に向けた技術開発事業］
✓ 掘削費用の低減・掘削期間の短縮化などに資する技術開発等。29.6 億円（経済
産業省）
［地熱発電の資源量調査・理解促進に向けた事業費補助金］
✓ 事業者が実施する地熱資源量の把握に向けた地表調査や掘削調査など、開発何
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度が高い初期調査に対する支援を行う。また、新規の有望地点を開拓するため
の広域ポテンシャル調査を行う。さらに、地熱開発に対する地域住民等の方々
の理解促進に向け、地熱発電に対する正しい知識の共有等を行うための勉強会
や協議会などについても支援を行う。86.5 億円（経済産業省）
［水力発電の導入促進のための事業費補助金］
✓ 民間事業者等が実施する流量調査等や、既存発電施設の改造等への支援等。20.0
億円（経済産業省）
［地域で自立したバイオマスエネルギーの活用モデルを確立するための実証事業］
✓ バイオマスエネルギー利用の拡大に資する経済的に自立したシステム確立のた

めのモデル実証など。12.5 億円（経済産業省）
［再生可能エネルギー導入等の推進（循環資源活用展開支援事業）

（食料産業・6 次産業化交付金の内数）］
✓ 太陽光発電を始めとした再生可能エネルギー事業によるメリットを地域の農林

漁業の発展に活用する取組や地域のバイオマスを活用した産業化等に必要な施
設整備等を支援。15.3 億円（農林水産省）
［再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業

〈一部経済産業省、農林水産省連携事業〉］
✓ 地方公共団体等の再生可能エネルギー導入事業のうち、各種課題に適切に対応

するもの等について、事業化に向けた検討や設備の導入に係る費用の一部を補
助。50.0 億円（環境省）
［環境に配慮した再生可能エネルギー導入のための情報整備事業］
✓ 再エネのポテンシャル情報収集、環境配慮の確保に必要な基礎情報等の調査、

データベースの整備等。7.4 億円（環境省）
・国等において、次の検討が行われている。
［北本連系線関連］
✓

経済産業省や電力広域的運営推進機関において、北本連系増強の技術的な事項や、
費用負担の在り方などが検討されている。
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平成30年度省エネルギー・新エネルギー取組一覧
事

業

名

(単位：千円)
予算額

（１）徹底した省エネルギーの実現
◆自主的・積極的な省エネ・節電の取組
北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞（省エネルギー部門）【経済部】
ストップ・ザ・温暖化推進事業【環境生活部】
３R推進費【環境生活部】
北海道クールあいらんどキャンペーン【環境生活部】
北海道あったまろうキャンペーン【環境生活部】
北海道環境保全基金事業【環境生活部】
中小企業総合振興資金貸付金【経済部】(再掲)
◆省エネ機器等の導入促進
戦略的省エネ促進事業【経済部】
先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】
地方独立行政法人北海道立総合研究機構における省エネルギー関係の研究開発【総合政策部】
◆スマートコミュニティの構築に向けた取組の促進
次世代環境産業育成・振興事業【経済部】
北の住まいるタウン推進事業【建設部】
きた住まいる推進事業【建設部】
◆道の率先的な取組や関係機関が一体となった施策の推進
新エネルギー等率先導入推進事業【経済部】
燃料電池自動車、電気自動車、クリーン・ディーゼル車の公用車利用【環境生活部、経済部】
高等技術専門学院（道有施設）省エネ設備整備事業【経済部】
寒冷地適用型省エネ技術海外展開促進事業【総合政策部】
自然公園等整備費（公衆便所等省エネ改修事業）【環境生活部】
空知合同庁舎長寿命化改修（LED改修）【建設部】
宗谷合同庁舎照明設備改修（LED改修）【建設部】
道立学校維持補修事業【教育庁】
北海道警察本部庁舎ＥＳＣＯ事業【道警本部】
交通安全施設整備事業（信号機のLED化）【道警本部】
◆需要部門（産業・家庭・業務・運輸）ごとの省エネ推進
AI/IoT等先端技術導入促進事業【経済部】
自動走行車開発拠点化促進事業【経済部】
エコアンドセーフティ推進事業【環境生活部】
沿岸漁業改善資金貸付事業（特別会計）【水産林務部】

－
1,266
655
－
－
※

3,000
96,642,000
8,000
36,439
－
1,171
2,913
25,830
127,139
－
47,998
－
12,861
15,852
119,003
10,624
48,500
9,660

※
※

3,357
11,102
1,806
355,428

※

（２）エネルギーの地産地消
◆取組の段階に応じた支援の充実、支援体制の整備・強化
新エネルギー導入加速化推進事業【経済部】
エネルギー地産地消スタートアップ支援事業【経済部】
地域新エネルギー導入調査総合支援事業【経済部】
地域新エネルギー導入アドバイザー制度【企業局】
◆地域の特性を活かした「エネルギー自給・地域循環システム」の構築・展開
エネルギー地産地消事業化モデル支援事業【経済部】
地域主体の新エネ導入支援事業【経済部】
上ノ国ダム堰堤改良事業（小水力発電工事）【建設部】
ダム小水力発電施設導入検討事業【建設部】
自然公園等整備費（新エネルギー導入加速化基金事業）【環境生活部】（再掲）
北の住まいるタウン推進事業【建設部】（再掲）
◆地域の自然環境・産業・景観等に配慮した持続可能な新エネルギーの導入促進
バイオマス利活用エキスパート・アドバイザー派遣事業【環境生活部】
地域バイオマス利活用促進事業【環境生活部】
小水力等再生可能エネルギー導入支援事業【農政部】
地域用水環境整備事業（小水力発電整備）【農政部】
木質バイオマス資源活用促進事業【水産林務部】
森林吸収エコビジネス推進事業【水産林務部】
林業・木材産業構造改革事業【水産林務部】
※
木質バイオマス安定供給体制構築事業【上川総合振興局】
中小企業総合振興資金貸付金【経済部】（再掲）
※
◆技術的課題解決に向けた国内関連技術等の導入促進
先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】（再掲）
◆地域に賦存するエネルギー資源を効果的に活用するために必要な研究開発の促進
地方独立行政法人北海道立総合研究機構における新エネルギー関係の研究開発【総合政策部】（一部再掲）
先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】（再掲）
◆全道的、広域的な課題の検討
新エネ施策懇話会【経済部】
◆人材育成、道民理解の促進
北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞（新エネルギー部門）【経済部】
様々な機会を活用した普及啓発【経済部】
道有施設の新エネ導入・省エネ加速化事業（クリーンエネルギー公用車の導入促進）【経済部】
バイオ燃料利活用普及促進事業【環境生活部】
◆地域推進体制の活用
「北海道省エネ・新エネサポート相談窓口」の設置【経済部】
省エネ・新エネ導入推進会議の開催【経済部】
とかち地域資源活用・価値創造事業【十勝総合振興局】
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5,435
5,500
31,223
－
370,474
270,000
245,000
－
37,420
2,913
942
115,046
14,000
18,300
26,500
897
832,111
630
96,642,000
36,439
－
36,439
－
－
－
33,737
220
－
－
669

事

業

名

予算額

（３）エネルギー関連の実証・開発プロジェクトと生産開発拠点の集積
◆関連企業や実証研究プロジェクトの積極的な誘致・集積
地産エネルギー利用施設立地促進事業【経済部】
企業立地促進費補助金【経済部】
◆固定価格買取制度の動きも見据えた大型プロジェクトの実現に向けた情報提供や調整等
地域資源活用基盤整備支援事業【経済部】
エネルギー地産地消事業化モデル支援事業【経済部】(再掲)
◆道内企業の環境・エネルギー分野への参入促進、生産研究開発拠点の立地・集積
環境産業販路確立総合対策事業【経済部】
中小企業総合振興資金貸付金【経済部】
次世代自動車関連ものづくり関連ものづくり産業振興事業【経済部】
北海道次世代施設園芸普及促進事業【農政部】
◆水素社会の形成に向けた取組など産学官連携による一体的な推進
次世代環境産業育成・振興事業（水素関連ビジネス展開促進・検討事業）【経済部】
水素社会推進事業【環境生活部】
先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】（再掲）
◆先端技術の普及促進による新エネルギーの導入拡大
先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】（再掲）
北の住まいるタウン推進事業【建設部】（再掲）
◆多様な事業主体との連携
環境産業販路確立総合対策事業【経済部】（再掲）
次世代環境産業育成・振興事業（環境産業振興戦略費）【経済部】（再掲）

4,910
1,800,936

※

30,000
370,474
※

13,042
96,642,000
8,445
7,500
4,391
36,439
36,439
2,913
13,042
303

（４）新エネルギーの可能性を最大限に発揮するための基盤整備
－

国の施策及び予算に関する提案・要望

※事業メニューの一部が省エネ・新エネ関連となっているもの。予算額は事業全体の額を記載。
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（参考）省エネルギーの実績及び新エネルギーの導入状況
令和元(2019)年６月 北 海 道

（１）省エネルギーの実績
H22年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

エネルギー
消費原単位指標

区分

目標

単位
基準年A

実績B R2年度C

基準年に対する増減
R2
目標
C-A

実績

実績

実績

実績

46.4

43.8

42.1

36.3

39.9

41.1

42.0

-4.4

実績
B-A

R2
目標
達成率

(農業粗生産額＋漁獲高＋製造品出
産業部門 荷額)当たり産業部門エネルギー消費量 GJ/百万円

-5.3

102.2%

（2011年基準:実質値）
家庭部門

人口１人当たり家庭部門エネルギー消
費量

GJ/人

28.0

28.5

26.6

29.4

27.4

29.0

24.1

-3.9

業務部門

業務床面積１㎡当たり業務部門エネル
ギー消費量

GJ/㎡

3.6

3.3

3.4

3.4

3.4

3.3

3.3

-0.3

運輸部門

自動車保有台数１台当たり運輸部門
エネルギー消費量

GJ/台

56.8

59.0

59.0

60.2

57.6

57.0

46.6 -10.2

1.0 83.1%

-0.3

100.0%

0.2 81.8%

（エネルギー消費原単位：各部門の活動量１単位当たりの最終エネルギー消費量）
※当実績の算定に用いている国の国民経済計算年次推計が平成 27 年実績分から遡って変更されたことに伴い、エネルギー消費原単位が変
更となったため、産業部門の平成 32 年度目標値及び基準年から平成 27 年度までの実績を遡って修正しました。
（太字部分）

（２）新エネルギーの導入状況
【発電分野】
［設備容量（万 kW）
］
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
目標
基準年
実績
実績
実績
実績
実績A R2年度B
太陽光（非住宅）
2.4
25.2
49.1
83.4
99.9
116.9
84.0
太陽光（住宅）
8.0
10.2
12.1
13.9
15.2
16.1
21.5
風力
28.8
31.6
32.1
32.1
35.0
38.7
56.0
中小水力
81.1
81.3
79.9
83.3
83.3
82.3
83.8
バイオマス
2.4
2.5
2.5
5.4
10.8
11.9
10.0
地熱
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.6
廃棄物
23.8
23.9
24.3
24.3
24.3
24.3
24.1
合計
149.0
177.2
202.5
244.9
271.0
292.7
282.0

目標達成率
A/B

区分

90.0
27.5
275.0
83.8
10.0
17.6
24.1
528.0

139.2%
74.9%
69.1%
98.2%
119.0%
96.2%
100.8%
103.8%

［発電電力量（百万 kWh）
］
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
目標
基準年
実績
実績
実績
実績
実績A R2年度B
太陽光（非住宅）
26
135
448
866
1,108
1,416
883
946
太陽光（住宅）
84
95
118
137
165
189
226
289
風力
624
629
684
722
794
884
1,226
6,023
中小水力
3,608
3,861
3,147
3,518
3,756
3,386
3,744
3,744
バイオマス
135
144
143
199
489
567
603
603
地熱
129
143
161
129
134
149
145
1,196
廃棄物
1,260
1,217
1,223
1,204
1,247
1,329
1,288
1,288
合計
5,866
6,224
5,924
6,775
7,693
7,921
8,115
14,089
区分

目標達成率
A/B

160.4%
83.6%
72.1%
90.4%
94.0%
102.8%
103.2%
97.6%

【熱利用分野】
［熱量（TJ）
］
区分
バイオマス
地熱
雪氷冷熱
温度差熱
太陽熱
廃棄物
合計

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
目標
基準年
実績
実績
実績
実績
実績A R2年度B
2,853
3,144
3,213
4,029
4,001
4,217
10,550
10,550
2,068
2,088
2,120
2,126
2,132
2,464
2,167
2,647
39
38
38
45
45
45
47
47
1,974
2,020
2,016
2,046
2,162
2,188
2,017
2,017
33
26
20
15
10
9
9
9
5,290
5,603
5,835
5,718
5,877
6,009
5,343
5,343
12,257
12,919
13,242
13,979
14,227
14,932
20,133
20,613
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目標達成率
A/B

40.0%
113.7%
95.7%
108.5%
100.0%
112.5%
74.2%

【発電分野】
地域別設備容量（万 kW）
［平成 29 年度実績］
風力

太陽光
非住宅

中小水力

バイオマス

地熱

11.91

0.09

---

0.30

18.2

2.54

---

4.90

32.3

---

0.20

8.1

16.68

64.8

---

20.6

5.92

5.19

0.72

16.56

12.41

4.16

0.97

7.29

後志総合振興局

0.89

0.64

0.24

2.77

4.28

胆振総合振興局

39.56

38.42

1.14

4.85

3.07

日高振興局

4.22

4.02

0.20

0.08

16.25

渡島総合振興局

4.83

4.01

0.82

0.11

1.76

檜山振興局

0.74

0.68

0.05

8.25

0.42

上川総合振興局

3.99

2.86

1.12

留萌振興局

0.06

0.01

0.05

宗谷総合振興局

0.85

0.75

13.81

十勝総合振興局
釧路総合振興局

空知総合振興局
石狩振興局

オホーツク
総合振興局

根室振興局
全道

廃棄物

合計

住宅

---

---

--0.63
--0.11
---

0.01
--2.50
0.03

0.33
---

9.4

17.59

2.00

---

6.67

0.08

0.01

---

---

6.8

0.09

13.47

0.02

0.04

---

---

14.4

11.38

2.43

---

2.86

5.63

---

0.20

22.5

20.64

17.59

3.05

0.00

15.15

0.57

---

0.86

37.2

15.99

14.64

1.35

0.20

1.63

0.05

0.46

18.3

4.89

4.26

0.63

1.32

132.9

116.9

16.1

38.7

--82.3

0.23
11.9

0.01
--2.5

0.38

9.6

--24.3

※地域別・発電種別設備容量は、小数点第 2 位（百 kW）まで表示。
※全道欄、合計欄は、合計値を端数処理しているため、各欄の合計と一致しない場合がある。
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24.0

6.4
292.7

