
令和３年度 政策開発推進事業（職員提案型政策研究事業）

ゼロカーボン北海道の実現に向けた庁内横断政策検討プロジェクト
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３ 地域脱炭素に向けたアイデアの検討

令和３年度 政策開発推進事業（職員提案型政策研究事業）

ゼロカーボン北海道の実現に向けた庁内横断政策検討プロジェクト

概 要

●北海道の再生可能エネルギーなどのポテンシャルを活かした取組をテーマに、
様々な分野に脱炭素の視点を組み込んだ支援策のアイデアをメンバーが検討。

●北海道気候変動対策推進本部内に設置されているワーキンググループに出席し、
今後の検討の参考となるよう各アイデアをプレゼン。

●アイデアの実現可能性や波及効果などを考慮し、３つのアイデアに絞って、本道
での展開に向けた調査・検討を実施。

① 知識の習得
② ブレインストーミング
③ 各自でのアイデア検討

④ チーム内ので15のアイデアをブ
ラッシュアップ
→ 庁内ワーキンググループでプレゼン

STEP１

○ ３つのアイデアに絞って、本道での
展開に向けた調査・検討

STEP２

0                                          1                                         2

使用年数（年）
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毎日清掃する場合
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３ 地域脱炭素に向けたアイデアの検討

令和３年度 政策開発推進事業（職員提案型政策研究事業）

ゼロカーボン北海道の実現に向けた庁内横断政策検討プロジェクト

分野横断的なアイデアの検討3-1

ア 道・国の取組

●地球温暖化の現状、道や国の取組などについて、ゼロカーボン戦略課に講演依頼。
●その他、「脱炭素ロードマップ」など最新の国の関係資料をチーム内で共有。

ウ 脱炭素モデル構築調査検討事業懇話会

●ゼロカーボン戦略課が主催する懇話会において、各分野の有識者から脱炭素とま
ちづくりなどに関する議論を傍聴。

イ 連続講座

●前述の連続講座において、国内外の事例について学ぶ。

STEP１

3-1-1 関連する知識の習得
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３ 地域脱炭素に向けたアイデアの検討

令和３年度 政策開発推進事業（職員提案型政策研究事業）

ゼロカーボン北海道の実現に向けた庁内横断政策検討プロジェクト

アイデアの発散と磨き上げ

●各自が分野横断的な脱炭素施策のアイデアを持ち寄り、道庁の８部のうちどこに
もっとも関連する施策かで配置を整理。

●気になる施策として指名された施策について、提案者が説明し、その実現に向け
たポイントや改良点などを議論。

分野横断的なアイデアの検討3-1 STEP１

3-1-2 ブレインストーミング
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３ 地域脱炭素に向けたアイデアの検討

令和３年度 政策開発推進事業（職員提案型政策研究事業）

ゼロカーボン北海道の実現に向けた庁内横断政策検討プロジェクト

脱炭素×●● アイデア

１
観 光

道東地域におけるゼロツーリズムを見据えた
EV充電スポット及び太陽光パネル整備

２ 楽しんだら、お返し。観光応援型カーボンクレジット

３

ビジネス

ダム施設を活用した水上太陽光発電

４ 再生可能エネルギー見える化

５ 屋根ソーラーの普及

６ 中小企業者へのエネルギー対策支援

７ 機器買い替えだけじゃない！運用改善による省エネ

８ 住宅 ZEH・ZEBの普及推進に向けた技術手法集の作成・公開

９ 環境共生 太陽光発電施設を用いたヒグマ等との軋轢解消

１０

一次産業

農林水産業に由来する再生可能エネルギーの有効活用の促進

１１ 木質バイオマスエネルギーを活用した地域づくり推進

１２ 農地(耕作放棄地等)の再生エネ施設・森林への有効利用推進

１３ 食 世界に輝く北海道「ゼロカーボン食」ブランドの創出

１４ 公共施設 公共施設への再エネ導入促進に向けた自治体の広域連携体制の構築

１５ スポーツ スポーツの力で魅力あふれる脱炭素社会を

●様々な分野における脱炭素に向けた１５のアイデアを構築。
●今後の取組の参考となるよう、庁内の脱炭素に関するワーキンググループに

これらのアイデアを紹介。

分野横断的なアイデアの検討3-1 STEP１

3-1-3 アイデアの構築
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01_道東地域におけるゼロツーリズムを見据えたEV充電スポット及び太陽光パネル整備の検討事業

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ 期待できる効果

ゼロツーリズムによる新たな観光スタイルの構築

道東地域におけるレンタカーを電気自動車へ

EV充電スポット及び太陽光パネルの整備の検討

○ 道東訪問観光客の多くが二次交通としてのレンタカーを利用
している背景を踏まえ、レンタカー協会等の関係機関とゼロ
ツーリズムを見据えた電気自動車への転換等について、道東地
域をモデルに検討

〇 電気自動車の利用増を見据え、道東訪問観光客の行動や利用
地域を把握し、道東地域の自治体や企業と協議の上、EV充電ス
ポット等の適切な配置場所と数量などを計画的に検討し整備

I）観光エリア・国立公園（ゼロカーボンパーク） ・ 二次交通におけるEV等への転換による脱炭素の促進

・ 新たな観光スタイルのゼロツーリズムを活用した観光ブラ
ンド価値の強化

・ 広域的な取組により観光客が安心できる周遊観光の実現

〇 脱炭素社会への移行と周遊観光による地域活性化を同時に進
行する新たな観光スタイル「ゼロツーリズム」の実現を目指し、
二次交通利用者となる道外道東観光客に焦点を当て、観光ブラン
ドの価値強化や再エネ、EV関連機器の導入を広域的に検討

（左）太陽光パネルを導入した
ビジターセンター

・施設の屋根・駐車場に太陽光発電施設を最
大限設置

・観光ブランド価値強化
・再エネの促進

・ガソリン車⇒電気自動車への転換

（右）太陽光パネルを導入した駐車場

環境HP三陸復興国立公園より

・道東地域が一体となったゼロツーリズムの実現
・無駄なEV充電スポット整備を回避
・航続距離が短い電気自動車の電源確保へ

・物流拠点、公共施設での再エネ
畜エネ・充電インフラ

碁石海岸インフォメーションセンター
【岩手県大船渡市】

村田製作所HPより

（下）空港間の二次交通の実態

国土交通省北海道運輸局の報告書より

北海道内空港民間委託を契機とした二次交通活性化に関する調査

駐車場型メガソーラー
【岡山県瀬戸内市】

3-1-3 アイデアの構築（１／１５）
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02_楽しんだら、お返し。観光寄付型再エネ推進プロジェクト

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ

期待できる効果

I） 観光 等

・クレジットの利活用促進、地域のレジリエンスやエネルギー
内需化を図れるとともに、ゼロカーボンツーリズムとの連動
を考慮し、観光地域づくりの付加価値向上に

環境・社会・経済のコベネフィットを満たす
「持続可能な観光立国北海道」形成へ！

○ 地域の「道の駅」等観光拠点と連携の上、取り扱う商品に
１品３円のカーボン・クレジットをデフォルト付与し販売

○ 販売収益は道の駅含む公共施設等の「再エネ導入」「再エ
ネ電力調達」による実質ゼロ化など、地域における再エネ
推進に割り当てることとし、観光客など消費者が地域の脱
炭素を応援するモデルケースを形成

ポイント① カーボン・クレジットの原資

・クレジット原資は市町村・道による森林吸収源あるい
は再エネ導入からの創出を想定（J-クレジット運用）

ポイント② 協議・運用体制の伴走支援

・構築に向け、実証地域の協議・運用をモデル的に支援
→ 地域の行政機関、事業者、住民とのゼロカーボンに

よるブランド戦略を設計しつつ合意形成を進める

ポイント③ 観光客及び消費者へのマインドセット形成

・以下の着想をもとに観光客等へマインドセット形成
→ 伝える上ではナッジ等の行動経済学・群衆心理学を応

用し、押しつけ的メッセージを回避

「北海道の雄大な自然や美味しい食事、独自の文化」。
そんな魅力的なコトが、何年たっても世代を超えても

変わらずにあるよう、私が応援する。

・観光地域づくりへの付加価値向上

（イメージ）

役所

道の駅
等観光拠点

クレジット付加商品

販
売

購
入

地域の応援
脱炭素化の一助に

クレジット
発行

クレジット
収益

民間小売店宿泊施設
生産者

連動 連動

観光施設

収益で
地域の再エネ推進

（脱炭素ブランディング）

（対象設計）
AT関心・長期滞在層

≒
環境配慮重視層

先行事例（鳥取県日南町）

道の駅で
デフォルト
＋１円設定

設計支援

ナッジ活用

３円+

3-1-3 アイデアの構築（２／１５）
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03_ダム施設を活用した水上太陽光発電整備事業

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ 期待できる効果

道有ダム施設に水上太陽光パネルを設置

水上太陽光パネル導入可能な道有ダム施設の選定

事業者の公募・選定及び施設占有料の徴収

〇 水上太陽光パネル設置可能な道有ダム施設（可能であれば水
力発電機能つき施設）を選定

○ パネルの設置、事業管理と運営を実施する事業者を選定
○ 道有ダム施設の貸与により、事業者から施設占有料を徴収

例）千葉・山倉水上メガソーラー発電所は千葉県に年間
2,000万円以上の施設占有料

F）農山村（農地・森林を含む農林業が営まれるエリア） ・ 道外及び海外で実績がある手法の導入による太陽導入促進
と財政的メリットの享受

・ 道が率先導入することによる道内のほかのダムへの波及効果

・ 地域における雇用の創出

〇 陸地におけるメガソーラーの設置適地や設置自体が悪印象と
なる世間の情勢を踏まえ、新たな設置場所として、海外では既
に導入されているダム施設内における水上太陽光パネル設置に
ついて検討し、新たな再エネ策として整備・普及していく

（左）千葉・山倉水上メガソーラー発電所

・治水、利水ダムのエネルギー活用

（下）水上太陽光パネルの導入と施設占有料徴収のイメージ

千葉・山倉水上メガソーラー発電所の事例

公益財団法人自然エネルギー財団
自然エネルギー活用レポートより

・ 地域における再エネ促進
・ 北海道の公共ダム施設全体の再エネ導入を促進
・ 施設占有料を道有ダム施設の維持管理費に充てる

・荒廃農地やため池を活用した太陽光
発電施設の配置

北海道 事業者

・太陽光パネルの設置
・維持管理 ・売電収入

ダム

ダム貸し

占有料の支払い

（右）スイス トゥールズ湖の事例

Swissinfo.chより

冬の水上太陽光発電の取組等は、北海道
においても参考となる。

＜水力発電機能つきダム施設の場合＞

乾期には発電量が落ち、雨期にはフル発電する水力発電ダム施設の水面上に、雨期に発電量が落ち、
晴天の多い乾期にフル発電する水上太陽光パネルを設置し、再エネの相互補完的稼働を目指す。
世界では、ロシア、ブラジル、イタリア、タイ、スイスなどで既に導入されている。

3-1-3 アイデアの構築（３／１５）
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04_再生可能エネルギー見える化事業

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ

期待できる効果

再生可能エネルギー導入の効果やメリット・デメリットの周知

〇 道HPにおいて、再生可能エネルギーの導入によるCO2の減
少量や光熱費等の簡易診断を行う。

〇 診断結果に合わせ、今後想定される再生可能エネルギー関連
事業（共同購入等）に関する情報提供を行う。

A）住宅街・団地（戸建て中心）
B）住宅街・団地（集合住宅中心）
C）地方の小規模市町村等の中心市街地（町村役場・商店街など）

・ 再生可能エネルギーの導入による効果や費用を周知するこ
とで、企業等の再生可能エネルギーに関する理解を深め、導
入を促進する。

〇 本道は再生可能エネルギーの導入ポテンシャルの高さに比し
て導入が低調であることから、企業や個人、自治体が再生可能
エネルギーを導入した際に得られる効果（CO2発生量の変化
や温室効果の減少量等）や費用等のメリット・デメリットを道
HPやSNS、広報誌等において周知する。

〇 再生可能エネルギーを導入した企業等の先行事例をまとめ、
道HPに掲載する。また、冊子等を作成し、道内市町村や希望
する企業等に配布する。

（右）再生可能エネル
ギー発電量モニタ

・太陽熱・地中熱・下水熱の
利用拡大
・可能な限りZEBや断熱性向
上のリフォームを実施

・ 再生可能エネルギーに関する理解の深化・行動変容
・ 企業のCSR活動の促進

・ 再生可能エネルギー関連事業の効率的なPR

（下）再生可能エネルギー使用量の簡易診断

家庭エコ診断制度運営事務局より抜粋

東京都HPより抜粋

CO2減少量や光熱費の簡易診断と関連事業の情報提供

3-1-3 アイデアの構築（４／１５）
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05_屋根ソーラー普及事業

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ 期待できる効果

自家消費に向け・設備コスト・回収の見える化

事業者認定制度

関連情報の提示

〇 太陽光発電に取り組む地域の事業者を認定し、道民に公表。
例）信州の事業者認定制度：太陽光発電システムの設置普及に取り組

む事業者を認定し、周知する制度。（認定事業者数１１５業者）

Ａ）住宅街・団地 ・ 自家消費型の促進。
・ 道および道総研が太陽光の普及に積極的に前に出ることに

より、道民が安心に購入が可能となり、普及が進む。

〇 道の気候条件で道内地域のポテンシャルを可視化。日照量と
設備コストから、地域ごとのおおよそのコスト回収期間を、道
と道総研の研究成果として算出・公表。

〇 購入は共同で行うこととし、スケールメリットによる価格の
低下を促す。

・ポテンシャルイメージ

・住宅の敷地に自家消費型の太
陽光発電を設置

・ 官公庁が数字を示すことによる消費者の安心感を得る。
・ 価格交渉や事業者との個々のやりとりを減らすことで、

設置に向けた障壁をへらす。

・ 消費者は事業者選定の際、安心感を与えられる。
・ 事業者のコストや品質向上などの意識変容

・事業者認定制度イメージ

長野県HPより抜粋

環境省HPより抜粋

・ 設置に向けた障壁をへらす。

長野県HPより抜粋

〇 先行事例、事業者、交付金、振興局窓口等の情報へと誘導
し、興味から具体検討までを一連で可能にする。

3-1-3 アイデアの構築（５／１５）
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06_中小企業者へのエネルギー対策支援事業

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ

期待できる効果

省エネ・再エネ設備導入融資

先進事例、CO2削減事例の発信

無料の省エネ診断

〇 企業の設備導入事例やPPAモデルなどの制度を紹介し、
取組の参考にしてもらう。

〇 サプライチェーンも含めた排出量削減にむけ、削減目標の
設定方法等も紹介。

○ エネルギー管理士や技術士を派遣し、省エネ設備の
更新や再エネ設備の導入などを提案。
例）BEMSの導入

Ｄ）大都市の中心部の市街地

・ 企業へのイニシャルコストの支援。
・ サプライチェーン全体の意識改革への波及

〇 省エネ・再エネ設備導入経費を融資する。
例）空調機、ＬＥＤ電気、太陽光パネルなど。

（右）太陽
光発電設置
イメージ

・ 建物の屋根・駐車場に自家
消費型太陽光発電設置を最大
限設置

・ 省エネ設備の最大限採用

・ 中小企業者へイニシャルコストの支援

・ 導入意欲を醸成するための情報発信

（下）エネルギー使用量の見える化のイメージ

・ エネルギーロス削減と経営改善
・ 企業の再エネ100％へのきっかけ作り

印刷工場の屋根に設置した太陽光発電（環境省HPより）

長野県HPより抜粋

（上）SFEの業務イメージ

○ 省エネの提案から施工までのワンストップ対応の実施
例）札幌型省エネ推進企業会フラットエナジー（SFE）

3-1-3 アイデアの構築（６／１５）



07_機器買い替えだけじゃない！運用改善による省エネ

１ 既存建築物の簡易な脱炭素化手法の必要性

２ 運用改善等による既存建築物の省エネルギー化

〇 住宅・建築物から排出されるCO2の割合は大きく、特に
北海道では暖房による冬期のエネルギー消費が大きい。

○ 既存建築物については、省エネ改修が推進されているが、
「初期費用が大きい」、「建物の規模や耐用年数を考慮すると
費用対効果が見込めない」等の課題がある。

〇 住宅・建築物に設置する機械設備は、運用方法や汚れなどに
よる機械効率の低下、エネルギーロスが顕著に表れる。

〇 運用改善のための「簡易診断」などのシステムを構築する
ことで、運用改善による省エネを推進するきっかけを整える。

初期費用が安価であり、建物規模・耐用年数等に係わら
ず実施できる手軽な脱炭素化手法が必要

適切な運用方法やメンテナンスにより、機械効率の低下
を防ぎ、省エネを推進することが可能

運用改善による省エネ効果

道有施設の運用改善から民間施設への普及イメージ

運用改善診断や省エネ説明会
の開催等を実施

簡易診断

施設管理者
による簡易診断

詳細調査・改善提案

改善が期待できるものに対
し、詳細調査・改善提案

運用改善

運用改善
効果検証

10％
削減

ランクA
適切
・
・

ランクD
要改善

A 道有施設の運用改善による省エネルギー化

〇 庁舎管理の中で、定期的に簡易診断を行い、結果に応じて
運用改善を行う体制を整備する。

道内で活動する団体

道有施設の
運用改善・効果検証

先行事例として
庁舎の診断を実施

事業者：
施設管理者向け
簡易診断方法を
道：
道有施設の運用改善
マニュアル作成

HP上の「簡易診
断」＆「詳細診断依
頼フォーム」作成等

簡易診断方法や道有施設の
運用改善実施体制の検討

公共や民間への
普及推進

提案する施策の概要

B 民間施設の運用改善による省エネルギー化

〇 民間企業の現状や課題を的確に把握し、運用改善を支援する
専門事業者による相談窓口を構築・育成する。

〇 先行事例として、道有施設の運用改善や効果検証を行い、
それらをもとに広報する等、道内への普及啓発を行う。

・道有施設での簡易診断の試験実施
・運用改善が長期的に普及する体制を検討

ゼロプロでの
今後の取組

運用改善による省エネ化を各所属の取組の
１つの選択肢としてご検討いただきたい

行動変容WG
構成課への提案

省エネビジネス（運用改善・
設備改修等）を拡大する窓口
として活動（賛助企業10社）

道と事業者が連携し、
実施体制等を検討

3-1-3 アイデアの構築（７／１５）
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08_ZEH・ZEBの普及推進に向けた技術手法集の作成・公開

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ 期待できる効果

ZEH・ZEBに向けた技術手法をデータベース化

C）地方の小規模市町村等の中心市街地（町役場・商店街など） ・ 北海道の豊富な地域資源や環境特性等にあわせた効果的な
ZEH・ZEB化を推進することができる。

・ 設計事務所や施工会社、施主がZEH・ZEBに関する情報を
簡易的に得られ、より希望にあった手法を選択できる環境を
整備することで、積極的なZEH・ZEB化の推進につながる。

・新規はZEBで建築 木質化・木造化

住宅セミナーや技術
者向け講習会におけ
る周知

技術手法集として、公共や民間に幅広く周知

〇 データベースをもとに、技術手法集を作成し、HPや各種
イベント等で地方公共団体や設計事務所、住宅購入希望者へ
広く周知する。

・ ノウハウが少ない設計事務所や施工会社がZEH・
ZEBに係わる専門知識を獲得でき、施主への提案資料
としても活用が可能

・ 地方公共団体や住宅購入希望者等が、建設・改修を
計画する際、導入コストやメリット・デメリット等を
比較しながら、採用する手法を選択可能

（上）技術手法集のイメージ

施工方法

・可能な限りZEBや断熱性
向上のリフォームを実施

管理上のメリット・
デメリット

採用建築
物の事例

CO2削
減効果

活用可能
な補助金改修工事への

導入の可否

庁舎の窓口や住宅
イベントの会場で
配布

住宅相談会での
ZEH・ZEB化の
提案

（下）技術手法の周知イメージ

○ 北海道は「地域により積雪量や日照時間等の条件が異なり、
活用可能な再エネ資源の量や種別の差が大きいこと」、「冬期
の暖房エネルギー消費量が大きいこと」等から、ZEH・ZEB
の実現には、より高度な技術や詳細な検討が必要となる。

○ 道内・道外の先進事例から、ZEH・ZEBに有効な技術手法
（工法・材料・設備等）を調査し、技術手法ごとに詳細な施工
方法や導入コスト、CO2削減効果、管理上のメリット・デメ
リット、活用可能な補助金などを整理し、データベース化する。

・ 幅広い技術手法を収集することで、地域の実情に
あわせたZEH・ZEB化手法の選択肢を増やす

3-1-3 アイデアの構築（８／１５）
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09_太陽光発電施設を用いたヒグマ等との軋轢解消事業

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ 期待できる効果

太陽光発電施設による鳥獣被害軽減効果の検証と適地の調査

自家発電による多様なメリットの享受

〇 農家など土地所有者は、売電による収入増加により経営の安
定化や事業継続性の向上が見込まれる。

・ 電力のCO2削減のみならず、土地の活用、収入増加、レジ
リエンス向上、電動機器の導入、鳥獣被害軽減と複数の便益

を見込むことができ、「脱炭素×鳥獣被害軽減」のモ
デルケースとなる。

〇 昨今、ヒグマ被害が増えた原因として、人口減少や里山の管
理不足により、管理されていない土地や耕作放棄地が増え、人
とヒグマの距離が縮まったことが上げられる。

（下）太陽光パネルとフェンス

・シカ等の鳥獣被害対策によって生態系が
健全に保たれている

・ 耕作放棄地などの活用
・ ヒグマとの距離の確保
・ 太陽光パネルの導入促進

・ 持続可能な経営
・ レジリエンス向上

〇 太陽光発電施設は柵の設置が義務づけられているほか、設
備の維持管理のため、適切な土地管理が行われることから、
太陽光パネルで人とヒグマの間を仕切る。

〇 ヒグマの出没情報とその周辺の土地活用状況について調査し、
太陽光パネルの設置が可能な土地を選定する。

〇 自家消費により、電気代の削減が可能となるほか、災害時の
レジリエンス向上が図られる。

〇 EVや冷暖房などの電動機器の導入を加速化できる。

F) 農山村（農地・森林を含む農林業が営まれるエリア
I) 観光エリア・国立公園（ゼロカーボンパーク）

〇 発電施設による鳥獣被害軽減効果を検証。

（上）里山の変化（ジンボブログ、新潟県HPより）

3-1-3 アイデアの構築（９／１５）
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10_農林水産業に由来する再生可能エネルギーの有効活用の促進

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ 期待できる効果

分野横断した再生可能エネルギーの研究・開発

実証された技術の普及・導入促進

○ 開発された技術について、各分野へ周知するとともに、民生
における実証試験（モデル事業）を支援。

○ 実用化に向けた課題の洗い出し等、更なる知見を収集し、研
究へフィードバック。

・ 新技術の開発
・ 知見の蓄積・公開による、再エネ部門における研究加速

○ 北海道立総合研究機構等における、1次産業分野（農業・水
産業・林業）における、各分野を横断した、再生可能エネル
ギーの研究・実証を支援。

・ 各分野で抱える課題への解決策の開発
・ 新技術の開発

・ 開発された技術の波及・定着
・ 知見の蓄積・研究の効率化

左 鹿追
町ホーム
ページよ

り抜粋

F）農山村（農地・森林を含む農林業が営まれるエリア）
G）漁村（漁業操業区域や漁港を含む漁業が営まれるエリア）

・ 再生可能エネルギーを活用した脱
炭素化。

右 林野庁ホーム
ページより抜粋

3-1-3 アイデアの構築（１０／１５）
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11_木質バイオマスエネルギーを活用した地域づくり推進事業

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ 期待できる効果

森林の適切な整備への寄与

山村地域の活性化

燃料生産・施設導入への支援

〇 資源の収集や運搬・製造、バイオマスエネルギー供給施設や
利用施設の管理・運営など、新しい産業と雇用の創出

○ 地域の関係者の連携のもと、小規模な熱利用または熱伝供給
により、森林資源を地域内で持続的に活用

○ 各地域の実情に応じた供給・利用体制等の構築をサポート
木質バイオマスの利活用は、森林所有者をはじめとした地域住民や自治体や林

業・木材産業事業者、製造業、化石燃料事業者、建設業者、商工会、都市部、企
業等さまざまな主体の関わりが必要となるため、先進事例を踏まえて体制構築を
サポート。

○ 木質バイオマスエネルギー燃料生産への補助
(高性能林業機械や移動式チッパー機のリースも補助)

○ 木質バイオマスエネルギー施設の導入への補助

F）農山村（農地・森林を含む農林業が営まれるエリア） ・ エネルギーの地産地消
・ 地域内で雇用/燃料代などの経済循環
・ 林業の持続化
・ 災害時の熱供給、地域コミュニティの維持等にも貢献し、

地域が主体的に自立を図り、農山村の課題解決に活用する
ことが可能

〇 森林の間伐・主伐等で発生する未利用材に価値が生まれ、
林業経営に寄与し、森林整備の推進につながる

林地未利用材

・木質バイオマスの熱利用

・ 林地に残置されるものが新たな収入源
・ 森林資源の循環を促進

・地域内で資源と経済の循環
・検討プロセスを通じて、山村地域のコミュニティを

再構築

・ 安定的かつ効率的な供給体制の構築、需要の開拓を推進

・地域の自然資源等を生かした吸収源対策等
(3-1. 脱炭素先行地域づくり (２)削減レベルの要件を

満たす取組内容より)

地域利用イメージ

イラスト:(地独)道総研林業試験場・林産試験場「地域で活かそう森林バイオマス」より

未利用材

「木質バイオマスの熱利用を地域で広めるためのガイドブック」:
(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会資料より

3-1-3 アイデアの構築（１１／１５）
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12_農地(耕作放棄地等)の再生エネルギー施設・森林への有効利用推進事業

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ 期待できる効果

利用されなくなった農地を有効活用

耕作放棄地等を活用するメリット

転用への支援

○ 農地は、日当たりが良いことが多く、太陽光発電システムに
最適な環境

○ 森林の炭素貯蔵の働きで地球温暖化の防止に貢献
○ 森林としては比較的平らであり、林業作業の効率が向上

F）農山村（農地・森林を含む農林業が営まれるエリア） ・ 利用されていない土地において収入を得ながら、化石燃料
の消費削減や温室効果ガスの吸収源を造成

・ 作業効率が高い土地における造林による林業の活性化

〇 人口減少と共に、農業の担い手の減少が想定され、耕作放棄
地の増加が懸念される。

北海道の耕作放棄地は全国の４％(2015年農林業センサス)

17,632ha (2010年)から１8,654ha (2015年)に増加
○ 農地としての維持が負担となっている所有者が土地を荒廃さ

せるのではなく、新たな収入源として有効活用

農地（耕作放棄地等）への太陽光発電施設の導入

・荒廃農地やため池を活用した
太陽光発電設備の設置

・耕作放棄地の増加の懸念
・新たな収入源／土地トラブル(害虫発生や不法投棄等）の解消

・ 再生エネルギー施設の適地
・ 森林吸収源の造成かつ林業作業の効率化

農地（耕作放棄地等）への植林

・ 農地の有効利用の促進

・地域の自然資源等を生かした吸収源対策等
(3-1. 脱炭素先行地域づくり (２)削減レベルの要件を

満たす取組内容より)

エネルギー
供給

植林

○ 農地を手放す意向のある所有者と買取り希望者のマッチング
○ 再生エネルギー施設建設の補助
○ 森林造成・整備の補助 作業効率UP

3-1-3 アイデアの構築（１２／１５）
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13_世界に輝く北海道「ゼロカーボン食」ブランドの創出

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ
期待できる効果

I） 観光、F）G）H）農漁村離島 等
・北海道の象徴ブランドである「食」の脱炭素化に向け、規制

型ではない付加価値を生み出すことで取組の加速化へ
・到来する国際的なESG運用の流れを先取りした食戦略の構築

象徴である「食」と「脱炭素」を掛け合わせ、
北海道ならではの持続可能な社会の形成へ！

・エネルギーと食の地産地消の乗
算による更なる推進拡大

・食及び付随する観光地域づくりへ
の付加価値による地域活力向上

ポイント①【認証制度】ゼロカーボン食認証制度

○ 脱炭素化とともに、知事公約及び道創生総合戦略の重点に位
置づけられる「北海道の食ブランド」向上策の一環として、
生産・流通のCO2削減の段階に応じた国際展開に耐えうる
ゼロカーボン食認証制度を構築

○ 制度の構築と併行し、利活用のモデル・可視化を図るため、
特定地域連携のもとゼロカーボン食の構築を検討

○ これらを通して、食を取り巻く地域の脱炭素による高付加価
値化・経済活性化に繋がる事例を創出し、水平展開を図る

・レベルに応じた段階認証 → 取組状況及び削減値で評価
・既存認証制度の拡充を検討 → 業務リソースを削減
・ポイント②連動 → モデル化で利活用をブースト

ポイント②【モデル実証】ゼロカーボン食の構築

・地域の関係主体連携による実働型協議会の設置
→ ゼロカーボン食ブランドとその販促戦略を構築
→ 協議・合意形成、検討調査、実証まで道は伴走支援

・実践事例を創出し、その利点や課題を水平展開

生産及び輸送の脱炭素化
（再・省エネ）

高付加価値
ブランド

（イメージ）

①協議・合意形成 ②検討調査

②【モデル実証】

③実証及び商品開発

（例）酪農

・集落単位で再エネ電力導入
・生産機器の電化 等

①【認証制度】

流
通

道
に
よ
る
伴
走
支
援

実現可能性

付加価値

流通販促

○高付加価値食材の国内・国外展開
（ESGなど事業者に求められる脱炭素化に対応）
○ゼロカーボンツーリズム連動で選ばれる北海道に
（長期滞在層及びAT顧客層のペルソナに一致）

道産
×

脱炭素

F O O D

段階認証制度（案）
• 再省エネ徹底（非定量）

★
• 生産流通の実質ゼロ（定

量 ※ｵﾌｾｯﾄ○）★★
• 生産流通の実質ゼロ（定

量 ※ｵﾌｾｯﾄ×）★★★

【制度の波及戦略】
入り口は広く頂点は狭く

（通称）ぜろめし

事例の
水平展開
→ 制度の利用促進

製造業等
マッチング

認
証

3-1-3 アイデアの構築（１３／１５）
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14_公共施設への再エネ導入促進に向けた自治体の広域連携体制の構築

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ 期待できる効果

道・市町村の連携体制の構築

公共施設に設置する太陽光パネル等の共同購入

自治体間の再生可能エネルギーの需給マッチング

〇 公共施設への太陽光パネル設置工事等を、検討会が一括で
発注できる仕組みを整備する。

〇 公共施設の屋根や余剰地を検討会が借上げ、共同で太陽光
パネル等を設置する仕組みを整備する。

J）エネルギー管理を一体・連携して行うことが合理的な施設群 ・ 北海道や市町村が共同で事業を実施し、再エネを導入する
際の費用負担等を低減することで、道内の公共施設の再エネ
利用率の向上につながる。

・ 自治体間の再エネ電力の売買を促進することで、道内の
積雪量や日照条件等の地域格差を解消し、豊富な地域資源を
活用した全道的な公共施設の再エネ化の実現につながる。

〇 道と北海道市長会・北海道町村会が協働して設置する「広域
的な連携を活用した地域づくり促進検討会」においてワーキン
ググループを新設し、公共施設への再エネ導入促進を目的とし
た自治体間の連携体制を構築する。

（右）太陽光パネルを
導入した公共施設

釧路市道営住宅
であえーる幸団地

・再エネが余っている地域
との連携による再エネ融通

・ 再エネ導入に係わるイニシャルコストの負担を低減

（下）連携体制の構築による再生可能エネルギーの売買

・施設に屋根・駐車場に
太陽光発電設備を最大限設置

〇 検討会に参画する自治体間で、再エネ電力を売買できる
仕組みを整備する。

・ 自治体間が共同することで、効率的に再エネの導入
を推進するための基盤を整備

・ 自己消費できない市町村や施設の電力を有効活用
・ 地域による再エネポテンシャルの差を解消
・ 北海道全体で公共施設の再エネ導入を促進

（世田谷区作成資料より抜粋）

3-1-3 アイデアの構築（１４／１５）



3-1-3 アイデアの構築（１５／１５）

15_スポーツの力で魅力あふれる脱炭素社会を

地域脱炭素ロードマップの導入イメージ

期待できる効果

ポイント① 「スポーツ×脱炭素」の先進事例の作成及び普及

〇 「スポーツ×脱炭素」の視点から様々な取組を行い、先進的
な事例を作成することで、他地域のスポーツチームへも取組を
普及していく。

○ 脱炭素化に関する取組や、普及啓発活動をとおしてサポー
ターや道内企業等への効果的な働きかけに繋げ、道内全体の
脱炭素化への意識の醸成を図る。

E）特定サイト（スタジアム等）

・「スポーツ×脱炭素」の先進事例作成・普及
・サポーターや道内企業等を通じて道内全体の脱炭素化の意識
を醸成

北海道の脱炭素化の促進、さらには北海道コンサドーレ札幌及
び北海道の脱炭素化の観点における価値向上

〇 6月末に環境省とJリーグが、また9月末には北海道と北海道
コンサドーレ札幌が包括連携協定を締結しており、スポーツ界
においても脱炭素化の気運が高まっている状況。

・スポーツチームを中心とした脱炭素化

・再エネ電力導入リバースオークションの実施
・ファンドレイジング（脱炭素化への活用）
・循環型資源利用プラットフォームLoop

（左下）環境省とJリーグの包括連携協定
（右下）北海道と北海道コンサドーレ札幌の包括連携協定

Jリーグ公式サイトより抜粋

・サポーターや道内企業等と協力した脱炭素化の取組
・脱炭素化に対する取組の情報発信

〇 道内プロスポーツチームと協力し、道内の脱炭素化に向けた
様々な取組を実施し、国内の「スポーツ×脱炭素」の先進事例
の作成を目指し、その取組をとおして道内全体の脱炭素化への
意識の醸成を図る。

（例）

ポイント② 道内における脱炭素化の意識醸成

【脱炭素化の意識醸成】 【先進事例の普及】

●道内プロスポーツチームへの提案（案）

・スタジアム等での再エネの使用
・脱炭素化へ活用するためのファンドレイジングの実施
・スタジアム等での循環容器の使用
・制作過程で二酸化炭素を排出しないグッズの作製
・公共交通機関で来場したくなる仕組み作り
→サービスの質を落とさない、我慢や負担を与えない！！

北海道コンサドーレ札幌公式HPより抜粋
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