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脱炭素社会(ゼロカーボン北海道)の実現

（農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）

2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを達成するため、再エネの導入
拡大や森林吸収源対策など「緩和」の取組とともに、気候変動の影響による被
害を回避・軽減する「適応」の取組に対する支援が必要である。

＜北海道の主な取組＞
・ 北海道気候変動適応計画（R2.3）及び北海道地球温暖化対策推進計画の策定（R3.3改定）
・ 北海道水素社会実現戦略ビジョン(R2.3改定）及びロードマップ(R2.12改定）の策定
・ 断熱・気密性能の高い北方型住宅の普及推進による省エネルギーの推進、木造道営住宅の
整備による省CO2の推進、断熱性能に優れた道営住宅の整備による省エネルギーの推進

【提案・要望事項】

○ ゼロカーボン北海道の実現に向けた取組や技術開発への支援の充実
（農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）

○ 水素社会の実現に向けた取組への支援の充実（経済産業省、国土交通省、環境省）
○ 森林吸収源対策の着実な推進に必要な支援の充実（農林水産省、国土交通省）
○ 気候変動による影響への適応に関する地域の取組や影響予測、評価
手法の開発などへの支援 (環境省）

【提案・要望の内容】

◆ 2050年までの温室効果ガス実質ゼロの実現に向け、地方が行う社会システ
ムの脱炭素化や北海道の再エネのポテンシャルを最大限活用した取組、革新
的なイノベーションの創出に向けた実証事業や技術開発などに対する支援の
拡充を図ること。
特に、新たなライフスタイルやビジネススタイルの定着・導入促進、北方

型住宅などの高断熱・高気密住宅の普及や技術開発、道有施設における省エ
ネの取組、次世代自動車の導入促進、バイオマスなどの地域資源を活用した
地域循環共生圏の構築、地域の特性を活かした分散型エネルギー・システム
の構築・展開などの取組に対して、支援を強化すること。

◆ 水素利用機器やインフラ整備の導入を拡大するため、国において、交通体
系や市街地再開発など社会基盤の再編成により、水素需要の創出を図るこ
と。また、本道の産業や寒冷地に対応した機器の技術開発や整備・運営に対
する一層の支援の充実や、関連規制の見直しを進めるとともに、地域の脱炭
素化を目指す水素サプライチェーン構築に向けた実証フィールドとして本道
を活用すること。

◆ 地方における森林吸収源対策を推進するため、間伐や伐採後の着実な植林
に必要な予算の安定的な確保をはじめ、コンテナ苗や二酸化炭素の吸収能力
が高いクリーンラーチの増産、炭素を長期間固定する建築物の木造化・木質
化など、計画的な森林整備と木材利用の拡大を一体的に進める取組への支援
の充実を図ること。

◆ 地域の気候変動の適応の取組を促進するため、地域気候変動適応センター
の運営などに対する財政支援の創設や技術支援の充実を図るとともに、国が
先導して、気候変動による影響の把握・評価などに関する地域特性を踏まえ
た科学的知見などの情報の充実や積極的な情報提供、影響評価の手法の開発
などを進めること。
また、都道府県の温室効果ガス排出量の算定に必要となる各種データにつ

いて、国の算定結果の公表と同時期に公表できるよう速やかに開示、提供す
ること。
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脱炭素社会(ゼロカーボン北海道)の実現

■ 北海道における水素の展開

・全国トップクラスの賦存量を誇る
多様な再生可能エネルギーの利用拡大

・地産地消を基本とした水素サプライチェーンの構築

・森林等の吸収源の保全・活用

・気候変動による影響の分析等による被害軽減

脱炭素社会実現
(ゼロカーボン北海道)

本道の優位性を
最大限に発揮することにより、

■ 脱炭素社会づくりの推進

【地域適応センターのイメージ】【温室効果ガス排出量の削減イメージ】

■ 地域における適応の推進

■ 森林等吸収源対策

※出典）林野庁林政審議会資料

＜木造事務所(R元.8竣工）＞ ＜コンテナ苗＞

【水素サプライチェーンイメージ（2040年頃）】

2013年度
（基準年）

2016年度 2030年度
（中期目標）

2050年度まで
（長期目標）
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再生可能エネルギーの導入拡大のための
電力基盤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）

脱炭素社会（ゼロカーボン北海道）の実現に向け、本道の多様で豊富なエネ
ルギー資源を活かし、再生可能エネルギーの導入拡大を図っていくためには、
電力の安定化や我が国全体のエネルギーミックスの実現に寄与するとの観点か
ら北本連系を含む送電網等の電力基盤の増強に向けた仕組みの整備や系統制約
の改善などの規制・制度改革の推進、洋上風力発電の円滑な導入拡大に向けた
環境整備などが必要である。

＜北海道の主な取組＞

・ 「北海道新エネルギー導入加速化基金」設置（エネルギー地産地消に向けた支援）

【提案・要望事項】

○ 北本連系を含む送電網等の電力基盤の増強に向けた仕組みの整備や
系統制約の改善などの規制・制度改革の推進

（農林水産省、経済産業省、環境省）

○ 地域の実情に応じた固定価格買取制度の運用（農林水産省、経済産業省）
○ 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

（農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）

○ 洋上風力発電の導入拡大に向けた環境整備 （経済産業省、国土交通省）

【提案・要望の内容】

◆ 大規模停電の回避など電力の安定化や本道における洋上風力発電など再生
可能エネルギーの導入拡大に向け、北本連系設備や賦存量の大きな地域にお
ける送電網等の電力基盤の増強に向けた仕組みの整備を早急に進めること。

また、既存系統を有効活用するノンファーム型接続のローカル系統などへ
の適用拡大や畜産バイオマスや地熱など各地域の創意工夫を活かした再生可
能エネルギー発電設備の系統混雑時の優先利用、地域マイクログリッド構築
に必要な制度面の課題解消、小型風力発電の設置基準の制定、立地に当たっ
ての手続の迅速化など一層の規制・制度改革を進めること。

◆ 2022年４月施行の改正再エネ特措法に係る制度の詳細設計に当たっては、
再生可能エネルギーの自立化に向け、事業者の予見可能性に配慮しつつ、最
大限の導入と国民負担の抑制との両立を図るとともに、買取価格等の設定に
おいては、地産地消による地域経済・産業の活性化を図る上で必要な電源へ
配慮すること。

◆ 再生可能エネルギーのコスト面や安定した出力の確保などの面での課題に
対応した調査研究・技術開発を進めるとともに、地域の特性に応じたエネル
ギーの地産地消の取組や分散型エネルギーシステム導入への支援、事業者に
対する税制特例措置について継続・拡充すること。

◆ 再エネ海域利用法に基づく公募占用指針においては、地域との調整、地域
経済への波及効果を充分考慮した事業者の選定基準を定めるとともに、円滑
な系統接続を促すための国による系統の確保など仕組みの整備、発電設備の
設置等に必要な基地港湾の本道における整備を進めること。
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北海道における再生可能エネルギーのポテンシャル

豊富な再生可能エネルギー源
◯北海道は、太陽光や風力、バイオマス、地熱、石炭といった多様な
エネルギー源が豊富に賦存し、とりわけ再生可能エネルギーの活用
に向けては全国随一の可能性がある

◯エネルギーの地産地消などの取組、固定価格買取制度を契機として
数多くの構想が提起

風力発電：全国１位（陸上風力で全国の約55％、洋上風力で約29％を占める）

中小水力発電：全国１位（河川導入で全国の約10％、農業用水導入で約8%を占める）

地熱発電：全国３位（国立・国定公園を除き、傾斜掘削を行わない条件で、

事業化可能量を推計）

太陽光発電：全国１位（住宅用等、公共系等の計で、全国の約17％を占める）

※「再生可能エネルギー情報提供システム(REPOS)(1.0版) 2020 年12月修正版」(環境省)
※ポテンシャル量とは賦存量ののうち法規制などの制約要因により利用できないものを除いた

エネルギーの資源量のこと

シャープ苫小牧第一太陽光発電所（出典：シャープ）オトンルイ風力発電所、幌延風力発電(株)（出典：NEDO） 北海道電力(株) 森地熱発電所

＜北海道の導入ポテンシャル＞

主な再生可能エネルギーの導入状況とポテンシャル

区 分
H30導入実績
(万ｋW)

導入ポテンシャル
(万ｋW)

風 力 44.4
47,566

（全国１位）

中小水力 82.4
86.86

（全国１位）

地 熱 2.5
117.21

（全国３位）

太陽光 153.8
46,412

（全国１位）

※導入実績：道内における新エネルギーの導入状況

（2020年4月）【北海道】

※導入ポテンシャル：｢再生可能エネルギー情報提供

システム(REPOS)(1.0版)2020年6月｣【環境省】

◆除排雪を利用した雪山貯蔵による高効率熱供給システ
ムの研究開発
(株)雪屋媚山商店、室蘭工業大学ほか
実施場所：美唄市

再生可能エネルギーの導入に向けた動き（R３.１現在）

◆風力発電のための送電網整備実証事業
北海道北部風力送電㈱（出資：㈱ﾕｰﾗｽｴﾅｼﾞｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ等）

◇風力発電が数多く立地
全道で、既導入容量44万kW
（平成30年度実績）

◇太陽光発電が数多く立地
全道で、既導入容量154万kW
（平成30年度実績）

◇北本連系設備の増強
現在90万ｋＷ（電源開発㈱）
Ｈ31年３月に30万ｋＷ増強（北海道電力㈱）
再エネ導入拡大には、さらなる増強が必要

◇地熱利用(調査)
・阿女鱒岳地域：掘削調査中

出光興産㈱、国際石油開発帝石ほか
・壮瞥町 蟠渓地域：地表調査中

壮瞥町(北電・九電と三者協定締結)
・奥尻地域：FIT設備認定 出力250kW

㈱越森石油電器商会H29.8稼働
・洞爺湖地域：自家消費 H29.3稼働
出力72kW 洞爺湖温泉利用(協)

・南茅部地域：掘削調査中
オリックス㈱

◇大規模な木質バイオマス発電
・紋別バイオマス発電㈱ H28.12稼動

50,000kW（木質・石炭・PKS混焼）（日本最大級）

・王子グリーンエナジー江別㈱H28.1稼動
25,000kW （木質・石炭・PKS混焼）

・苫小牧バイオマス発電㈱ H29.4稼動
5,900kW （木質専焼）

・室蘭バイオマス発電合同会社 75,000kWR2.5稼働
・㈱神戸物産白糠ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所 6,250kW
・石狩バイオマス発電事業 51,500kW R1.10着工

◇地熱利用(調査)

・弟子屈地域：FIT設備認定 出力100kW
㈱セイユウ

・湯沼ーアトサヌプリ地域：試掘調査
弟子屈町

◇畜産バイオガス発電
・別海バイオガス発電㈱

出力1,800kW （日本最大級）

・鹿追町（瓜幕バイオガスプラント）
出力1,000kW H28.4稼働

・上士幌町（畜産バイオガス発電所）
出力900ｋＷ

◇その他、地域における様々な取組
・エネルギー地産地消のモデルづくり
・未利用流水や落差での小水力発電
・多種多様なバイオマスの活用
・雪氷冷熱利用、温度差熱利用など

◇中規模の水力発電
・道企業局 シューパロ発電所
出力28,470kW

◆水素利活用に向けた実証事業
・エア・ウォーター㈱ほか（鹿追町、帯広市）
・㈱東芝ほか（白糠町、釧路市）
・大成建設㈱ほか（室蘭市）

◇洋上風力発電の導入に向けた取組
◎港湾区域内
石狩湾新港地域
運転開始予定R5頃 最大99,990kW

◎再エネ海域利用法
「既に一定の準備段階に進んでいる区域」
岩宇及び南後志地区沖
檜山沖

◇地熱発電
森地熱発電所
出力 25,000kW
北海道電力㈱、S57稼働

◇風力発電

・天北ウィンドファーム（稚内市）

出力30,000万ｋＷ

◇太陽光発電
・苫小牧メガソーラー第一発電所（苫小牧市）
出力 38,400kW

・ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ苫小牧明野北ソーラーパーク（苫小牧市）
R1.5稼働 3,100kW

・ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ八雲ソーラーパーク（八雲町）
R2.10稼働 102,300kW

◇中小水力発電
・洞爺発電所（壮瞥町）出力6,400kW
＜水車発電機更新、最大出力増加＞
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環境産業の育成・振興
（経済産業省、環境省）

本道では、豊富なバイオマス資源や寒冷な気候、広大な土地などといった優
位性や特性を活かしながら、道内各地において、多様な環境関連ビジネスが展
開されており、ＣＣＵＳ（二酸化炭素回収・利用・貯留）や、再生可能エネル
ギー関連などの大型実証事業も実施されている。
環境産業は大きな成長可能性を有し、脱炭素社会の実現に資するとともに、
雇用創出効果が期待できることから、育成・振興施策の一層の充実が必要であ
る。

＜北海道の主な取組＞

・ 環境・エネルギー関連の技術開発や製品開発、販路拡大等の取組に対する支援

・ 国が行うＣＣＵＳの理解促進活動への協力

【提案・要望事項】

○ 環境・エネルギー分野に関する技術開発の促進及び地域の企業が行う
有望な技術・製品開発に対する支援 （経済産業省、環境省）

○ 本道の地域特性を生かしたエネルギー関連の実証事業の実施
（経済産業省、環境省）

○ 次世代自動車の導入拡大への支援 （経済産業省）

○ 苫小牧地域におけるＣＣＵＳ実証事業プロジェクト等の着実な実施（経済産業省）

【提案・要望の内容】
◆ ネットゼロエネルギーハウス（住宅の高断熱化等による大幅な省エネ及び太
陽光発電等の創エネにより年間電力使用量を実質的にゼロにする建築物）な
ど、次世代の省エネ技術を用いた取組や、木質バイオマス燃料の利用システム
構築などの取組を支援することで、これらの技術開発に取り組む先進的な環境
産業関連ビジネスの育成を促進すること。
また、積雪寒冷地など北海道の優位性や特性を生かした有望な技術・製品を

開発しようとする意欲的な民間事業者の取組に対する支援を行うこと。

◆ 本道は、バイオマス資源などの多様な再生可能エネルギーに恵まれ、脱炭
素社会及び循環型社会の実現に向けた各種実証実験の適地であることから、再
エネや分散型リソースを活用した効率的な電力システムの構築など、本道の地
域特性を生かしたエネルギー関連の実証事業を実施すること。

◆ 分散型・地産地消型エネルギーシステムを支える要素の一つであるＥＶ（電
気自動車）、ＰＨＶ（プラグインハイブリッド車）、ＦＣＶ（燃料電池自動
車）などの次世代自動車の普及に向け、充電設備や水素ステーションの適正な
配置を促進するとともに、施設整備に対する支援を行うこと。

◆ 日本初の苫小牧地域におけるＣＣＳ実証プロジェクトについては、二酸化炭
素の圧入・貯留後のモニタリングを着実に継続すること。
また、その設備で分離・回収した二酸化炭素を利用したカーボンリサイクル

実証を推進し、苫小牧地域のＣＣＵＳ実証拠点化を図ること。

９



■環境産業の市場規模（地球温暖化対策分野）

国内における環境関連産業市場は近年、環境意識の高まりから様々な製品・サービスに環境配慮の要素が加
わるなどしており、拡大しています。

（単位：億円）

環境産業（地球温暖化分野）の市場規模の推移

出典：環境省「環境産業の市場規模・雇用規模等の推計結果の概要について」（2018年版）

■環境産業関連製品・技術開発への支援

道は、豊かな自然や多様なエネルギー資源及び道内技術シーズを活かし、道内の大学等と連携して行う先進
的なエネルギー関連技術の研究、開発を支援しています。

平成30年度先進的エネルギー関連技術開発事業（道費補助対象事業）

カワテックス㈱
（滝川市）

水素社会実現に向けた水素タンク・水素蓄圧機
の技術開発（補助額：10,000千円）

北海道三井科学㈱
（砂川市）

もみ殻を原材料としたバイオマス液体燃料製造
装置の開発（補助額：7,657千円）

水素タンクの試作品（カワテックス（株））

■地域特性を活かしたエネルギー地産地消の取組

本道は、バイオマス資源などの多様な再生可能エネルギーに恵まれており、地域特性を活かしたエネルギー
関連の実証事業の適地です。

平成29年度～令和３年度エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（道費補助対象事業）

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（畜産バイオマス）＞

【補助対象者】 再生可能エネルギー地産地消のまちづくりコンソ－シアム

平成29年度から５年間

総事業費 ６億2,429万円（うち道補助５億円）【事 業 費】

【計 画 期 間】

【計 画 内 容】・地域エネルギー会社を新たに設立し、畜産農家の電力使用をコントロールする畜産版エ
ネルギーマネジメントシステムを導入

・家畜ふん尿バイオガスプラントを整備し、酪農家や一般住宅、事業所等に電気を供給す
るとともに、農業ハウス等へ熱を供給

構成員 上士幌町、上士幌町農業協同組合、(株)上士幌町資源循環センター、
北海道ガス（株）、(有)ドリームヒル、(株)karch）


