平成２８年度 省エネルギー・新エネルギー関連施策の取組状況
平 成 ２ ９ 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 28 年度の取組状況を取りまとめた。

１

平成 28 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【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、表彰制度を実施
［省エネルギー部門］
＜大賞＞
 「ZEH（ゼロ・エネルギー・ハウス）基準をクリアする賃貸住宅を開発、暖房費込み
の賃料で居住できる新たなビジネスモデルの構築」
（(株)土屋ホーム：札幌市、北海
道ガス(株)：札幌市）
＜奨励賞＞
 「長寿命で人体に悪影響を及ぼさない施設用次世代省エネ照明[EcoLoop(エコルー
プ)]の普及」（フレックスエヌティ(有)：札幌市）


表彰を通じて、省エネの具体的、効果的な取組の事例を発信した。

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（28 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 47 回、参加人数合計 1,830 人）
・道民、事業者を対象に温暖化防止のための取組の実践に向けた地球温暖化防止フォーラムを開
催
✓ 函館市（Ｈ28.11）：参加人数 50 名
✓ 帯広市（Ｈ28.12）：参加人数 50 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の開催
✓ 札幌市（H28.7）
：参加人数 165 名
・事例報告・検討会、バイオマスフォーラムの実施
✓ 札幌市（H29.2）
：参加人数 190 名
・バイオマス利活用に関するメールマガジンの発信
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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（3,628 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。

○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（3,614 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 28 事業を実施
・住民団体等が主催する 11 の環境学習講座に講師を派遣（参加人数：551 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。

〇北海道環境学習フェア【教育庁】
・小学生から高校生、保護者など、様々な人々が環境について考える場を設け、実践発表や体験
学習等を実施
✓ 講演：演題「南極での雪氷研究－知られざるマイナス 70℃の雪と氷の世界－」
✓ 実践発表
小 学 校：網走市立西が丘小学校、網走市立中央小学校
中 学 校：網走市立第四中学校
高等学校：北見北斗高校、網走南ケ丘高校、斜里高校、美幌高校、
釧路湖陵高校、標茶高校、上川高校
✓ 学齢別体験型環境学習会：小学校、中学校、高等学校に分かれて活動


環境学習フェアのアンケート結果では、大部分の参加者から「とても参考になった」
「参
考になった」と回答が得られており、環境や省エネに対する理解を深めることにつなが
った。

〇戦略的省エネ促進事業【経済部】（再掲→P3）
〇中小企業総合振興資金貸付金【経済部】
（再掲→P15）
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 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 2,540 千円
✓ 水産加工業における消費エネルギー量の多い空調機や冷凍冷蔵機への電力減少システ
ムの導入などによる省エネ可能性調査の実施に対して助成（(株)小林商店：根室市）
✓ 食品物流業における使用エネルギーの実態を細かく分析できる電力見える化システム
の導入や、冷蔵機・冷凍機・空調機等のメンテナンスによる機能回復、エネルギーロス
の低減などによる省エネ可能性調査の実施に対して助成（生活クラブ生活協同組合：札
幌市）
・国からの夏及び冬の節電の協力要請は見送られたものの、電力需給の安定のためには節電の
取組は欠かせないものであることから、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「一村一エネ」事業【経済部】
・地域経済の活性化につながる省エネ設備の導入の取組に対する支援を実施
［省エネ関連］
✓ 温泉排湯を有効活用するため、道内企業が開発した経済性やメンテナンス性などに優れ
た熱交換器を温泉宿泊施設に導入するとともに、地域の観光事業者や観光客への普及啓
発を実施（ニセコ町温泉排湯利用コンソーシアム：ニセコ町）


地域の特色を生かした省エネ設備の導入等の取組により、今後のエネルギー削減効果
（原油換算 年間△17kl）が見込まれる。

〇先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】
・省エネ・新エネ化の促進や環境産業の振興に資する製品開発に係る実証事業及び市場調査を行
う事業者に対して補助。
✓ 再生可能エネルギー利用フルシーズン全館空調住宅の普及モデルの開発（(株)札都：札
幌市）


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］
・長期収穫いちご栽培に向けた炭酸ガス施用と地中熱等を活用した局所空調技術の開発（農業
研究本部）
・道産コンブの生産安定化に関する研究（産業技術研究本部水産研究本部）
・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）
・北海道における農業用温室を対象とした施設内環境解析及び構造形式に関する研究（建築研
究本部）
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・太陽熱ヒートポンプ空調・給湯システムと冷暖房負荷を低減する外皮の技術開発（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。

〇中小企業総合振興資金貸付金【経済部】
（再掲→P15）
◆ 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 17 回にわたり、地域エネルギー対策（水素関連事業）やスマートコミュニテ
ィ構築に係るフォローアップ、サポートを実施
✓ スマートコミュニティの構築に向け先進地調査を実施
・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（H28.8～9、6 回）
✓ 環境エネルギービジネスセミナーを開催（4 回、参加人数 206 名）
札幌市（H28.7） :参加人数 45 名
〃 （H28.10）:参加人数 52 名
〃 （H28.11）:参加人数 52 名
〃 （H29.1） :参加人数 57 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」を策定
し、パネル展等の機会を通じ配布
✓ モデル市町村として鹿追町、当別町を選定し、町が開催する地域協議会を支援（各 4
回）
✓ 各分野の専門家による検討協議会を開催（3 回）し、「
『北の住まいるタウン』の基本的
な考え方」への意見聴取やモデル市町村の計画策定を支援
✓ まちづくりメイヤーズフォーラムの開催
札幌市（H29.2）
：参加人数 261 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（2 回）
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✓



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（10 回）
旭 川 市（H28.6） 網走市（H28.8） 函館市（H28.8） 室 蘭 市（H28.9）
釧 路 市（H28.9） 札幌市（H28.9） 帯広市（H28.9） 中標津町（H29.1）
倶知安町（H29.1） 稚内市（H29.2）
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】
・道立函館美術館展示室への LED 照明機器の導入



省エネ機器の導入により、燃料使用量が削減され、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や省エネセミナー等を開催し、地域住民への
普及啓発にも寄与した。

〇電気自動車、クリーン・ディーゼル車の公用車利用【経済部】
・電気自動車 1 台（年間 194 回使用、走行距離 6,285 ㎞）
・クリーン・ディーゼル車 1 台（年間 115 回使用、走行距離 16,492 ㎞）


電気自動車やクリーン・ディーゼル車に対する関心を高める機会を提供した。

〇寒冷地適応型省エネ技術海外展開促進事業【総合政策部】
・道内専門家により、ロシア極東地域での省エネ技術導入可能性を調査
✓ ウラジオストク市、ユジノサハリンスク市（H28.10 月）
・ロシア極東地域での省エネ技術普及促進セミナーを開催
✓ ウラジオストク市、ユジノサハリンスク市（H29.2 月）：参加人数 50 名
・ロシア極東地域より省エネ関連事業者を招聘し、道内関連施設の視察を行うとともに道内関連
事業者とのビジネス交流会を開催
✓ 札幌市（H29.3 月）
：参加人数 11 名


ロシア側の北海道の省エネ技術への関心が高く、両地域の省エネ技術関係者の交流に
より、今後、道内技術の販路拡大や技術向上が期待される。

〇北海道立総合体育センターＬＥＤ化改修実施設計委託【環境生活部】
・主要施設であるメインアリーナ、サブアリーナ、柔道室、剣道室の天井照明を節電･省エネ効
果の高い LED 照明器具に更新


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。

〇道立学校維持補修事業（道有施設省エネ機器整備事業）【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
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✓
✓
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砂川高等学校：談話室の照明設備（4 ヶ所）
標茶高等学校：街灯設備（3 灯）
滝川高等学校：体育館の照明設備及び街灯設備（5 灯）
旭 川 聾 学 校：教室の照明設備（71 ヶ所）
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 による最適
運転制御）を実施（ESCO サービス期間：H24～H30）



CO2 削減量は 602 t-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、削減見込額を 2,902 千円上回っており（達成率 114％）
、特に、電
気、上水道の削減額が予想以上であった。

 需要部門（産業・家庭・業務・運輸）ごとの省エネ推進
〇エコアンドセーフティ推進事業【環境生活部】
・エコアンドセーフティドライブ普及啓発イベントを開催（4 ヶ所 6 回）
・エコアンドセーフティドライブのポイントを的確に伝えるリーフレット及びステッカーを作成
し、関係機関、団体に提供（リーフレット 40,000 部、ステッカー1,000 部）
・エコアンドセーフティドライブ出前講座を開催（3 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（17 件 122,360 千円 うち燃料油消費節減機器設置 11 件
112,290 千円）


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
〇地域新エネルギー調査・設計導入強化事業【経済部】
・自治体やコンソーシアムが実施する｢地域新エネルギー導入可能性調査事業｣に対する支援を
実施
✓ 農業者の所得向上や冬期間の雇用創出による地域経済活性化のため、地中熱など新エネ
ルギーを活用した農作物の通年栽培化・高付加価値化に向け、実証実験や検討会等を実
施（再エネ活用栽培推進コンソーシアム：当別町）
✓ 家畜ふん尿処理の課題解決のため、バイオガスプラント導入に向けた勉強会、酪農家ア
ンケート・ヒアリング調査、消化液等の利用検討及びバイオガス利用モデルの策定等を
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実施（幕別町）
✓ 家畜ふん尿について耕畜連携を含めた利活用を図るための基礎調査を行うとともに、バ
イオガスプラントの導入に向け、最適な処理方式の検討や導入可能性調査を実施（本別
町）
✓ 剪定枝等の木質バイオマスと使用済み紙おむつを混合したペレット燃料を製造・利用す
るエネルギー地産地消システムの具体化に向け、乾燥試験、燃焼試験等の調査を実施（西
天北五町衛生施設組合）
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結果
が得られ、今後の事業化への進展が期待される。



〇中小水力導入促進事業【経済部】
・自治体等を対象とした先進事例等に関するセミナー及び導入プロセスや事業採算性に関するワ
ークショップ形式の勉強会を開催
［中小水力発電導入セミナー］
✓ 札幌市（H28.10）開催：参加人数 77 名
［中小水力発電導入勉強会］
✓ 札幌市（H28.11）開催：参加人数 17 名


セミナーのアンケート回答者のうち 90％、勉強会のアンケート回答者のうち 87％が内
容を評価しており、中小水力発電に関する理解促進が図られたことから、今後の中小水
力発電導入に向けた取組の拡大が期待される。

〇地域づくり総合交付金【総合政策部】
・地域の創意と主体性に基づく地域の特性や優位性を生かした取組を促進するため、市町村な
どが実施する各種事業を支援
[省エネルギー･新エネルギー振興事業 交付実績 3 件 7,500 千円]
✓ 雪氷貯蔵食品高付加価値化等プロジェクト 2016（美唄自然エネルギー研究会）
✓ 駅前広場太陽光発電設備導入（滝川市）
✓ 木質バイオマス普及推進事業（札幌市）


財政支援を図ることで、市町村等における省エネルギー･新エネルギーの導入･普及が
促進された。

〇グリーンニューディール基金事業【環境生活部】
・防災拠点等への地域の再生可能エネルギー等を活用した自立・分散型エネルギーシステムの導
入を支援
✓ 小学校〈避難場所〉にバイオマスボイラーを導入（苫前町）
✓ 消防署〈消防署、避難場所、災害対策本部代替〉に地中熱利用設備を導入（釧路北部消
防事務組合）
✓ 運動施設〈避難場所〉に燃料電池を導入（室蘭市）


防災拠点等への自立・分散型エネルギーシステムの導入が図られるとともに、温暖化
対策の面では、平成 28 年度完成の 3 施設において、103ｔの CO2 削減が見込まれる。
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○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、技術や経営に関するアドバイ
スを実施（8 件(2 市 5 町 1 団体)）
・
「小水力発電に関する勉強会」を実施（参加者 15 名）



アドバイザー制度利用者の中から、新エネ導入の構想段階から事業化へ取組を進める動
きが見られた。
勉強会出席者の発電分野における知識の習得と向上が期待される。

〇「一村一エネ」事業【経済部】（再掲→P8）
〇洋上風力発電普及促進事業【経済部】
（再掲→P14）
〇地熱資源複合的利用促進事業【経済部】
（再掲→P14）
◆ 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
〇「一村一エネ」事業【経済部】
・地域経済の活性化につながる新エネ設備の導入の取組に対する支援を実施
［新エネ関連］
✓ 地域の林地未利用材から生産した木質ペレットを燃料としたバイオマスボイラーをサイ
クリング観光の拠点となる簡易宿泊施設に導入するとともに、滞在型観光の拠点として
の魅力向上を目指し、観光客への普及啓発を実施（未利用バイオマス資源循環推進コン
ソーシアム：更別村）
✓ 仔牛の育成環境改善による疾病率の低下及び環境に配慮した酪農生産による地場産生乳
の地域ブランド化等を目指し、地中熱を夏季の冷房及び冬季の暖房に活用するため、仔
牛育成舎に地中熱交換システムを導入（地中熱活用による仔牛育成コンソーシアム：標
茶町）
✓ 地域の豊富な木質バイオマス資源である林地未利用材を地域内で燃料として利活用し、
エネルギーの地産地消を促進するため、モデル的に地域の事業所に木質チップボイラー
を導入（上川町地域資源利活用推進協議会：上川町、愛別町）
✓ 廃食油を原料としたバイオディーゼル燃料の利活用推進を図り、福祉施設送迎バスや
廃棄物収集運搬車輌等に供給するため、太陽光パネルと内蔵蓄電バッテリーを備えた燃
料給油機を導入（地域バイオディーゼル利用推進コンソーシアム：石狩市）


地域の特色を生かした新エネルギー導入等の取組により、今後のエネルギー削減効果（4
事業で原油換算 年間△123kl）が見込まれる。

〇エネルギー地域循環促進事業【経済部】
・エネルギー地域循環促進事業費補助金
✓ 太陽光発電設備の導入（48kW）により電力事業者へ売電事業を行い、売電収入を活用し
て、地域のイベントや観光 PR 等を行う事業に対する支援を実施（東川エコエネコンソ
ーシアム：東川町）
・地域が有するエネルギー資源を活用し、雇用の創出や経済の活性化につなげていく「エネルギ
ー自給・地域循環システム」の構築に向け、地域の取組に対する新たな支援枠組みを検討する
ため、検討会の開催、道外先進事例調査の実施、道内課題・可能性調査を委託により実施
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東川町の各種イベントや観光 PR 等の取組が進むとともに、エネルギー自給・地域循環
のモデルケースを構築する足がかりとなることが期待される。
新エネルギー導入に係る道外の先進的な取組や道内市町村等の可能性や課題を把握し、
支援施策の検討に反映できた。

〇中小水力導入促進事業【経済部】（再掲→P7）
〇地熱資源複合的利用促進事業【経済部】
（再掲→P14）
〇次世代環境産業育成・振興事業【経済部】
（再掲→P4、P15）
〇先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】
（再掲→P16）
〇次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業【経済部】（再掲→P11）
〇環境産業販路確立総合対策事業【経済部】
（再掲→P14）
〇グリーンニューディール基金事業【環境生活部】
（再掲→P7）
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】
（再掲→P9）
〇水素社会推進事業【環境生活部】（再掲→P15）
〇小水力等再生可能エネルギー導入推進事業【農政部】（再掲→P9）
〇木質バイオマス資源活用促進事業【水産林務部】
（再掲→P9）
○森林整備加速化・林業再生事業（川下対策）
【水産林務部】
（再掲→P10）
○木質バイオマス安定供給体制構築事業【上川総合振興局】（再掲→P10）

 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（10 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。

〇小水力等再生可能エネルギー導入推進事業【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
✓ 概略設計支援（厚沢部町）
✓ 協議手続き支援（厚沢部町）


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。

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
✓ 地域の林業関係者や素材生産事業者、市町村等が連携して地域特性を踏まえた林地未利
用材の搬出方法を検討するための「地域協議会」を設置し、実際の主間伐の実施箇所で
搬出方法の検討を行うとともに、工程や事業コストの調査及び作業見学会を実施（道北・
十勝・根釧連携地域）
・林地未利用材安定供給体制整備事業
✓ 林地未利用材を効率的に集荷・運搬するため、地域の幅広い関係者との連携により、中
間集積地の設置や多様な輸送手段の活用など、搬出から運搬までの一体的・効率的な流
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通体制の構築について検討（道南・オホーツク・道央連携地域）
・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 10 回、セミナー2 回）
セミナー 旭川市（H28.12）:参加人数 30 名
札幌市（H29.1） :参加人数 30 名




地域特性に応じた林地未利用材の集荷方法について実証できたことで、バイオマスエネ
ルギーの利用拡大や普及が期待される。
中間集積地の設置等について検討したことで、コスト削減の可能性が明確になるなど、
大ロット・広域流通体制の構築を進めるための環境整備が図られた。
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、導入台数が平成 29 年 3 月末
現在でペレットボイラーは 129 基（前年比 104%）
、ペレットストーブは 3,199 台（前年
比 106％）となった。

○森林整備加速化・林業再生事業（川下対策）
【水産林務部】
・木質バイオマスの収集・運搬・供給等に用いる高性能機械の導入等を支援
✓ 木質バイオマス加工流通施設等整備（2 市町、3 事業者）
苫小牧市：薪製造機、移動式チッパー
南富良野町：ハーベスタ


機械の導入等により、チップ、薪などの生産能力の向上が図られ、木質バイオマスエネ
ルギー利用量の増加につながった。

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］
✓ 市町村と連携し、道内外で企業等への PR 活動（道内 2 回、首都圏 2 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 815ｔ- CO2 となった。

○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。
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 技術的課題解決に向けた国内関連技術等の導入促進
〇次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業【経済部】
・積雪寒冷地特有の製品や技術開発を進める道内外企業によるプロジェクトを支援
✓ 住宅の床下蓄熱による、給湯用途以外で太陽熱を有効利用するシステムの開発（太陽熱
利用パッシブ住宅事業コンソーシアム：札幌市）


複数の技術・製品の組合せによる新たな商品の検討が進められたほか、太陽熱利用パッ
シブ住宅の実用化が図られた。

 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］
・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）
・寒冷地における分散型電源のための蓄電手法に関する研究（産業技術研究本部）
・風力エネルギーのシミュレーション技術に関する研究（産業技術研究本部）
・未利用バイオマス燃料の品質確保に関する研究（森林研究本部）
・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）
・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（建築研究本部）


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→P16）
 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【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、表彰制度を実施
［新エネルギー部門］
＜大賞＞
 「微小球状太陽電池を用いた、あらゆる方向からの光をキャッチし発電するソーラ
ーサインシステムの開発」
（スフェラーパワー(株)：恵庭市）
＜奨励賞＞
 「冬季の冷気でできた氷を冷熱源として利用するアイスシェルターの『建屋型』及
び『可動型』の開発」（(株)土谷特殊農機具製作所：帯広市）


表彰を通じて、新エネの具体的、効果的な取組の事例を発信した。

〇新エネルギー等率先導入推進事業【経済部】
・昭和新山園地公衆トイレへの太陽光発電や蓄電池等の導入



トイレ入口に発電量を表示するなど、新エネルギーの見える化が実施され、利用者の
新エネ導入に対する意識の醸成が図られた。
率先導入に合わせて地域住民向け説明会を開催し、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（H28.8）開催：参加者数 190 名
✓ 札幌市（H29.1）開催：参加者数 70 名
✓ 札幌市（H29.2）開催：参加者数 80 名
［2016 サイエンスパーク］
✓ 札幌市（H28.7）開催：参加者数 600 名
［第 30 回北海道技術・ビジネス交流会 ビジネス EXPO］
✓ 札幌市（H28.11）開催：参加者数 20,417 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。

〇バイオ燃料利活用普及促進事業【環境生活部】
・製造事業者等を対象としたセミナーの開催（1 回）及びバイオ燃料に係る道民や事業者への普
及啓発資材の配布
✓ バイオ燃料利活用普及セミナー
帯広市（H29.3）
：参加人数 54 名



セミナー開催によって、参加者の専門知識の向上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燃料に関する理解促進が期待さ
れる。

〇北海道次世代施設園芸推進事業【農政部】
・北海道型施設園芸高度化推進会議（2 回）
・現地研修会、冬季講座、施設園芸高度化フォーラムの開催
・コンシェルジュ活動（相談窓口）
・
「北海道における養液栽培パッケージモデル」の見直し、公表


施設園芸における新エネルギーの活用等について、農業者等への普及啓発が図られた。

○「いぶりの再生可能エネルギー等見学施設スポット」のホームページの開設とガイドブックの
作成【胆振総合振興局】
・胆振地域における再生可能エネルギーに係る施設や燃料電池などの革新的なエネルギー高度
利用技術施設、CCS 実証試験施設など見学可能な施設をまとめて情報発信し、企業誘致や産業
観光などにつなげるため、ホームページを開設
・胆振地域に多数存在する再生可能エネルギー関連施設等見学可能な施設の周知と社会科見学
や修学旅行、校外学習への活用を促すため、ガイドブックを作成し、石狩、後志、胆振、渡
島、檜山管内の小・中学校や旅行代理店などに配付


ホームページの開設やガイドブックの作成・配布により、再生可能エネルギーの利活用
に関する理解促進が図られた。
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○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
・管内市町村開催の環境関連イベントで、環境学習や体験教室等を実施




イベントを通じて十勝地域の事業関係者や一般住民に対して、再生エネルギーの利活用
に関する普及啓発の実施により、特に帯広市民に取り組みへの興味及び理解を得られ
た。
再生エネルギーの環境学習や体験教室等を実施した結果、対象の小学生及び保護者へ水
素エネルギーの可能性に対する理解を得られた。

○輝ける北の大地で羽ばたく根釧酪農チャレンジング事業【釧路総合振興局】
・バイオガスプラントの導入など地域特性を生かした資源を活用した再生可能エネルギーの地
産地消を促進するため、市町村や関係団体を対象に取組事例の紹介などの会議を開催
✓ 釧路市（Ｈ29.3）
：参加人数 34 名


新エネルギーの利活用に向けた具体的な取組方法の紹介により、今後の地域主体による
事業展開の促進が期待される。

〇洋上風力発電普及促進事業【経済部】
（再掲→P14）
〇中小水力導入促進事業【経済部】（再掲→P7）
〇地熱資源複合的利用促進事業【経済部】
（再掲→P14）
 地域推進体制の活用
〇地域省エネ・新エネ導入推進会議の開催【経済部】
・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


地域における導入の「芽」を把握・共有するとともに、道や国など各機関の支援事業の
活用が促進された。

【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
〇データセンター等集積加速化事業【経済部】
・データセンターの地域分散化に向けた北海道セミナー
✓ 東京都（H28.11）：第 1 部：事業者向け、データセンター利用者向け
第 2 部：交流会 参加人数 39 名
・データセンター現地視察
✓ 北海道内でのデータセンター開設に向けた道外企業の現地視察を実施（28.11）
視察先：当別町、美唄市、石狩市、室蘭市、千歳市、苫小牧市


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。

13

 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
〇洋上風力発電普及促進事業【経済部】
・全国トップクラスのポテンシャルを有する洋上風力発電の導入を促進するため、導入に向けた
課題と解決策に関するセミナー及びポテンシャルが高い市町村を主要対象者とした勉強会を
開催
［洋上風力発電セミナー］
✓ 札幌市（H28.8）:参加人数 83 名
［洋上風力発電普及に向けた勉強会］
✓ 札幌市 第 1 回（H28.11）:参加人数 10 名
✓ 〃
第 2 回（H29.1） :参加人数 6 名



セミナーのアンケート回答者のうち 90％以上が内容を評価しており、洋上風力発電に
関する理解促進が図られた。
勉強会への参加により、ゾーニング手法等の理解を深めた市町村が平成 29 年度の環境
省の「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」に応募し、採択され
た。

〇地熱資源複合的利用促進事業【経済部】
・地熱･温泉熱アドバイザーの派遣
✓ 礼文町（H28.10） ✓ 足寄町（H28.10） ✓ ニセコ町（H28.11）
✓ 奥尻町（H28.12） ✓ 別海町（H29.1）
・道内各市町村の地熱・温泉熱利用状況をアンケート調査し、所有する源泉及び利用施設の維持
管理など、それぞれが抱える課題を把握し、他の多くの自治体の参考となるような事例やコス
ト面を含む解決方法を示したガイドブックを作成するとともに、道庁ホームページにより公開
・地熱井調査・掘削補助
[調査事業]
✓ 地熱水を活用した発電事業、農業関連事業、健康福祉関連事業等のための地熱資源の
開発可能性調査及び情報収集等を支援（洞爺湖町地熱資源開発検討委員会：洞爺湖町）
[地熱井掘削]
✓ 地熱水を利用して熱利用温室型園芸作物生産施設による農産物の通年栽培を目指
すために実施する、深度約 1,500ｍの地熱井の掘削を支援（地熱資源複合的利用園芸
作物生産事業コンソーシアム：足寄町）




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
泉熱の利活用の促進につながることが期待される。
ガイドブックの配布により、他の自治体の同様な課題の解決につながることが期待さ
れる。
地熱井調査・地熱井掘削に対する支援により地熱エネルギー利用が今後期待される。

 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】
・道外企業の道内企業との連携の可能性を把握するため、アンケート調査やヒアリングを行い、
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
・道外展示会へ北海道ブースを出展
✓ 東京都（H29.2）
：出展道内企業 12 社・団体、来場者数 1,950 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
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✓


札幌市（H29.1)

✓ 東京都（H29.2)

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（太陽光、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 9 件立地した。

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 H28 新規融資実績（H29.3 月末現在）
6,737 件 62,991 百万円
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）
」
2件
26 百万円


制度融資の活用により、中小企業者の省エネ・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た。

〇次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業【経済部】（再掲→P11）


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
札幌市（H28.11）
：参加人数 73 名
✓ 道内 3 地域において、水素関連勉強会を市と共催で開催（3 ヶ所 6 回：参加人数 239
名）するとともに、道外企業と道内企業とのマッチングを実施（3 回）
苫小牧市 第 1 回(H28.10):参加人数 70 名 第 2 回(H29.1):参加人数 35 名
函館市
第 1 回(H28.10):参加人数 29 名 第 2 回(H29.1):参加人数 25 名
稚内市
第 1 回(H28.11):参加人数 45 名 第 2 回(H29.2):参加人数 35 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】
・
「北海道水素社会実現戦略ビジョン」に掲げる北海道の地域特性を踏まえた水素サプライチェ
ーンの構築を着実に推進するため、当面の手立てとスケジュールを示す「水素サプライチェー
ン構築ロードマップ」を策定（Ｈ28.7）
・北海道水素イノベーション推進協議会を開催（H28.7）
・水素・燃料電池普及キャラバンを全道で開催（8 ヶ所 10 回）
✓ うち 1 回はビジネス EXPO において、
「ほっかいどう水素イノベーション展」及びフォー
ラムを開催（H28.11）
・道内実証事業実施地域における低炭素塾を開催（2 ヶ所 2 回）
✓ 鹿追町（H29.2）
：参加人数 17 名
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✓ 釧路市（H29.2）
：参加人数 23 名
・全国の先進的取組を紹介する事例集を作成
エネファーム・FCV の展示や試乗会などを通じて、道民・市町村・関係団体に対し情報
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。



◆

先端技術の普及促進による新エネルギーの導入拡大
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等と連携
して先進的な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。
✓ 家畜ふん尿のメタン発酵消化液から抽出した固形物の燃料化装置の開発（ユーアイ(株)：
足寄町）
✓ 再生可能エネルギーによる小規模酪農家向けエネルギーマネジメントシステム(EMS)の
構築（ (株)北海道日立：帯広市）
✓ 交流・直流両対応再生可能エネルギー利用省エネシステムの開発（シオン電機(株)：札
幌市）
✓ 水素吸蔵合金アクチュエーターを利用する自律駆動型窓自動開閉装置の技術開発（東光
電機工業(株)：札幌市）
✓ 地中熱ヒートポンプと太陽熱を利用した北方型暖房システムの開発（(株)東日本計装：
札幌市）


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。

〇北の住まいるタウン推進事業【建設部】
（再掲→P4）
◆

多様な事業主体との連携
〇次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業【経済部】（再掲→P11）
〇環境産業販路確立総合対策事業【経済部】
（再掲→P14）
〇次世代環境産業育成・振興事業【経済部】
（再掲→P15）

【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～Ｈ29 年 3 月：北海道分）
区分
太陽光発電
うちメガソーラー
風力発電
中小水力発電
バイオマス発電
地熱発電
合

計

認定状況

運転開始

件数（件） 出力（万 kW） 件数（件） 出力（万 kW）
35,097

254.2

21,233

105.1

454

154.6

222

64.7

880

143.8

34

6.7

21

11.2

11

4.8

103

53.2

40

6.9

2

0

1

0

36,103

462.5

21,319

123.5

※四捨五入の関係で合計が合わないことがある。
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○「平成２９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（H28.8）
～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、環境省、国土交通省）
１ 新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基盤整備の
増強
２ 地域の実情に応じた固定買取価格制度の運用
３ 新エネルギーの開発・導入の促進に向けた支援措置や税制上の優遇措置の拡充、規制・
制度改革の一層の促進
○要望の反映状況（国における予算措置）
・平成 29 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。
［風力発電のための送電網整備の実証事業費補助金］
✓ 再生可能エネルギーの中ではコストが相対的に低い風力発電の導入拡大のため、風
力発電の適地である北海道及び東北地方において、送電網の整備・技術課題の実証
を行う。30.0 億円（経済産業省）
［電力系統の出力変動に対応するための技術研究開発事業］
✓ 自然変動電源である太陽光発電・風力発電について、発電量の予測技術を高精度化・
実用化することにより、最小の出力変動への対応で最大の再生可能エネルギーの受
け入れを可能とする予測技術と制御技術を組み合わせた最適な需要制御の技術開
発や、系統運用の実証試験を行う。73.0 億円（経済産業省）
［地熱資源量の把握のための調査事業費補助金］
✓ 地熱発電は、自然条件によらず安定的に発電が可能なベースロード電源の一つであ
り、我が国は世界第３位の資源量（2,347 万 kW）を有する一方で、地質情報が限ら
れており事業リスクが高いことから、資源量把握に向けた地表調査や掘削調査等の
初期調査に対して、特に大規模案件を中心として支援を行う。90.0 億円（経済産業
省）
［地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金］
✓ 地域に存在する地中熱等の再生可能エネルギー等を一定規模のエリアで面的に利
用する地産地消型のエネルギーシステムの構築を世界に先駆けて推進するため、事
業化可能性調査やマスタープラン策定、再エネ設備等の導入に係る支援事業を推進
するとともに他地域への展開を図る。63.0 億円（経済産業省）

2

今後の対応方向について
・ 本道では、省エネ・新エネに関する道民理解が進むとともに、固定価格買取制度を契機に太陽光
発電を中心とした新エネ導入が伸びてきているが、本道が有するポテンシャルをより効果的に活
かしていく上では、バイオマスを中心とした地域における熱や電気の徹底した利用など、エネル
ギーの地産地消の加速や、地熱や風力などのエネルギー資源を最大限に活用する取組を促進し、
地域経済の活性化を図っていくことが必要。
・ 今後は、本年 4 月に設置した「北海道新エネルギー導入加速化基金」を活用し、モデルとなる先
駆的な取組や実現段階の取組などへの支援を一層強化するとともに、引き続き、道内企業の環境・
ネルギー産業への参入を支援するなど、
「平成 29 年度省エネ・新エネ関連施策の展開方針」に基
づき着実に取り組む。

［重点的な取組］
（１）徹底した省エネルギーの実現
産業・家庭・業務・運輸の各部門における省エネルギーを推進するため、事業者が行うモデ
ル性の高い省エネ技術の導入可能性調査を支援するとともに、地域単位でエネルギー管理を行
うスマートコミュニティの構築に向け、寒冷地型スマートハウス街区の形成について市町村に
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対するニーズ調査を行うほか、運輸部門でのエコドライブの浸透・定着を図るための普及啓発
を実施する。
また、道としても率先的な取組を進めるために、省エネルギー等の取組を進めるほか、夏と
冬の省エネ・節電に向けた普及啓発を図る。
さらに、道内企業の有する寒冷地適応型省エネ技術を海外に展開するため、技術交流やセ
ミナー等を実施する
（２）エネルギーの地産地消
地域における新エネルギー導入加速化を図るため、
「北海道新エネルギー導入加速化基金」
を活用するなどして、事業の掘り起こしから、市町村等への具体的提案、事業・収支計画の
策定支援、事業実施まで、総合的なコーディネート等を行うほか、エネルギー自給・地域循
環の取組を促進するため、農村や都市部など様々な地域特性に応じたエネルギー地産地消の
モデル的な取組に対し、設計から導入・整備までの一体的な支援を行うとともに、地域の多
様な主体が協働・連携して行うエネルギー地産地消の取組を加速するため、経済と環境が両
立した持続可能な地域づくりに資する設備導入等を支援する。
さらに、農業水利施設を活用した小水力発電の導入可能性検討・設計支援や施設整備を行
うほか、林地未利用材の集荷システムや効率的な流通体制の構築検討や、木質ペレットの利
用拡大に向けた実証を行う。
（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
本道の冷涼な気候や豊富な新エネルギーを活かし、国内外のデータセンターの道内誘致に
向け、地域と連携した誘致活動を展開する。
また、水素サプライチェーンの展開・水素関連産業の創出を図り、国の大規模実証事業を
誘導するため、参画企業の開拓、構想策定、国への提案を行うほか、燃料電池自動車の普及
を促すため、移動式水素ステーションの整備を支援するとともに、水素関連ビジネスの展開
に向けた道内外企業とのマッチングや先進地調査、セミナーや勉強会を実施する。
さらに、積雪寒冷地特有の製品や技術を有する道内企業が道外の企業と連携して行うプロ
ジェクトや、道内企業の有する技術・製品の優位性を高めるために実施する事業化に向けた
企業間連携やマーケティング調査等を支援する。
（４）新エネルギーの可能性を最大限発揮するための基盤整備
地域に賦存するエネルギーを最大限に活用するため、固定価格買取制度を活用する取組に
対し、送電線等を整備する事業に要する費用を支援する。
また、道北における風力発電の導入拡大に向け、脆弱な送電網の課題解消を目的として平
成 25 年度から実施されている実証事業が着実に進むよう、事業者や関係市町村及び国との連
携を図るとともに、北本連系設備をはじめとする送電インフラの整備や、新エネルギーの開
発・導入促進に対する支援措置、規制緩和などについて、様々な機会を通じて国に働きかけ
を行う。
さらに、電力システム改革に関し、送配電事業の安定的運営などによる安定供給の確保、
公平・公正な競争環境の実現による需要家の選択肢拡大など、積雪寒冷で広大な北海道にお
いても、改革のメリットが享受できるよう国に働きかけを行う。
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平成28年度省エネルギー・新エネルギー取組一覧
(単位：千円)

事

業

名

予算額

掲載頁

（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

※

－
1,519
1,923
－
－
3,000
725
12,714
126,537,000

1
1
1
2
2
2
2
3
15

※

12,714
91,269
59,672
－
126,537,000

3
3
3
3
15

北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞【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】
北海道環境学習フェア【教育庁】
戦略的省エネ促進事業【経済部】（再掲）
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】
「一村一エネ」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】

中小企業総合振興資金貸付金【経済部】（再掲）
◆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】

10,374
3,004
21,070

4
4
4

53,973
－
9,399
2,000
8,598
48,500

5
5
5
5
5
6

◆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】
電気自動車、クリーン・ディーゼル車の公用車利用【経済部】
寒冷地適応型省エネ技術海外展開促進事業【総合政策部】
北海道立総合体育センターＬＥＤ化改修実施設計委託【環境生活部】
道立学校維持補修事業（道有施設省エネ機器整備事業）【教育庁】
北海道警察本部庁舎ＥＳＣＯ事業【道警本部】
◆需要部門（産業・家庭・業務・運輸）ごとの省エネ推進
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【水産林務部】

※

1,198
355,539

6
6

24,215
1,529
4,150,000
258,080
－
91,269
4,246
66,629

6
7
7
7
8
8
14
14

91,269
20,403
1,529
66,629
10,374
59,672
11,412
13,042
258,080
1,056
10,986
15,000

8
8
7
14
4,15
16
11
14
7
9
15
9

（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
地域新エネルギー調査・設計導入強化事業【経済部】
中小水力導入促進事業【経済部】
地域づくり総合交付金【総合政策部】

※

グリーンニューディール基金事業【環境生活部】
地域新エネルギー導入アドバイザー制度【企業局】
「一村一エネ」事業【経済部】（再掲）
洋上風力発電普及促進事業【経済部】（再掲）
地熱資源複合的利用促進事業【経済部】（再掲）
◆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
「一村一エネ」事業【経済部】
エネルギー地域循環促進事業【経済部】
中小水力導入促進事業【経済部】（再掲）
地熱資源複合的利用促進事業【経済部】（再掲）
次世代環境産業育成・振興事業【経済部】（再掲）
先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】（再掲）
次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業【経済部】（再掲）
環境産業販路確立総合対策事業【経済部】（再掲）
グリーンニューディール基金事業【環境生活部】（再掲）
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】（再掲）
水素社会推進事業【環境生活部】（再掲）
小水力等再生可能エネルギー導入推進事業【農政部】（再掲）
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木質バイオマス資源活用促進事業【水産林務部】（再掲）
森林整備加速化・林業再生事業（川下対策）【水産林務部】（再掲）

※

木質バイオマス安定供給体制構築事業【上川総合振興局】（再掲）

11,500
47,808
630

9
10
10

1,056
15,000
11,500
47,808
1,002
630

9
9
9
10
10
10

11,412

11

－
59,672

11
16

－
53,973
－
358
1,533

11
11
12
12
12

－

12

◆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】
小水力等再生可能エネルギー導入推進事業【農政部】
木質バイオマス資源活用促進事業【水産林務部】
森林整備加速化・林業再生事業（川下対策）【水産林務部】

※

森林吸収エコビジネス推進事業【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】
◆技術的課題解決に向けた国内関連技術等の導入促進
次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業【経済部】
◆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】

先進的エネルギー関連技術振興事業【経済部】（再掲）
◆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【経済部】
新エネルギー等率先導入推進事業【経済部】
様々な機会を活用した普及啓発【経済部】
バイオ燃料利活用普及促進事業【環境生活部】
北海道次世代施設園芸推進事業【農政部】
「いぶりの再生可能エネルギー等見学施設スポット」のホームページの開設とガイ
ドブックの作成
【胆振総合振興局】

987
5,809
4,246
1,529
66,629

とかち地域資源活用・価値創造事業【十勝総合振興局】
輝ける北の大地で羽ばたく根釧酪農チャレンジング事業【釧路総合振興局】

※

洋上風力発電普及促進事業【経済部】（再掲）
中小水力導入促進事業【経済部】（再掲）
地熱資源複合的利用促進事業【経済部】（再掲）
◆地域推進体制の活用
地域省エネ・新エネ導入推進会議の開催【経済部】

－

13
13
14
7
14
13

（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
データセンター等集積加速化事業【経済部】

3,677

13

4,246
66,629

14
14

13,042
1,701,617
126,537,000
11,412

14
15
15
11

10,374
10,986

15
15

59,672
3,004

16
4

11,412
13,042
10,374

11
14
15

◆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
洋上風力発電普及促進事業【経済部】
地熱資源複合的利用促進事業【経済部】
◆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】
企業立地促進費補助金【経済部】

※

中小企業総合振興資金貸付金【経済部】

※

次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業【経済部】（再掲）
◆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【経済部】
水素社会推進事業【環境生活部】
◆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】
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
次世代エネルギープロジェクト事業化推進事業【経済部】（再掲）
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【経済部】（再掲）

（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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