
＜導入・事業化支援＞
☆ゼロカーボン・モビリティ導入支援事業
☆ゼロカーボン・ビレッジ構築支援事業
☆ゼロカーボン・イノベーション導入支援事業
☆新エネルギー設計支援事業
☆新エネルギー設備導入支援事業
☆地熱井掘削支援事業
☆地域資源活用基盤整備支援事業

＜導入・事業化に向けた
可能性調査への支援＞

●地域新エネルギー導入加速化調査支援
事業

●地熱資源利用促進事業（地熱井等調査）

＜研究開発・製品開発等への支援＞
●環境・エネルギー産業総合支援事業
（開発支援事業）

＜地域省エネ・新エネ導入推進会議の
活動強化（14振興局で開催）＞

○国や道の支援制度等の情報提供
○道内の新エネ導入事例などの情報共有

＜アドバイザー派遣＞
○地熱・温泉熱アドバイザー
○地域新エネルギー導入アドバイザー

＜省エネ・新エネ相談サポート＞
○省エネ・新エネ促進・関連産業振興

ワンストップ窓口
○省エネ・新エネ相談サポート窓口

初期段階 計画段階 導入・事業化段階
〈事業研究段階〉 〈体制の整備段階〉 〈可能性調査段階〉 〈計画作成段階〉 〈事業実施段階〉

■調査・普及啓発
●地域づくり総合交付金（ソフト系事業）

■導入事業化に向けた支援
●地域づくり総合交付金（ハード系事業）
●北海道産業振興条例に基づく助成
●中小企業総合振興資金融資制度（省エネ・新エネ施設等の導入）

・自主的な研究会
・アイディア段階

・関係者の巻き込み
・方向性の共有

・事業計画案の策定
・実施体制の確立

・実施計画の確定
・資金等の準備

・導入事業
・各種助成の活用

（注）☆は新エネルギー導入加速化基金事業／●は基金事業以外の財政支援／○は普及啓発など財政以外の支援

・地域特性を活かしたエネルギー地産地消の取組が進められるよう支援
・取組の熟度（段階）に応じたきめ細かい支援体制の構築
・「新エネルギー導入加速化基金」を設置し、導入・事業化段階の支援を強化

基本方向

☆新エネルギーコーディネート支援事業 （コーディネーターによる支援）

エネルギーの地産地消の推進に向けた北海道の支援制度の体系 北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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 対象:市町村、市町村と法人等で構成された共同体
 補助額等:1/2以内、5,000万円限度

新エネルギーによる発電設備と電気自動車や定置型蓄電池を組み合わせ
て、余剰電力の蓄電や蓄電池からの電力供給を行うエネルギー自立型施
設(Ｖ2Ｘ)を構築する取組に対し支援する。

○ゼロカーボン・モビリティ導入支援事業

「新エネルギー導入加速化基金」を活用した支援制度（令和4年度（令和3年度））①

○ゼロカーボン・ビレッジ構築支援事業

○ゼロカーボン・イノベーション導入支援事業

多様なエネルギー資源と分散型エネルギーリソースを効率的に組み合わせて、
街区単位や複数の施設等で活用する地域マイクログリッドや熱の面的利用
など、需要と供給が一体となった(需給一体型)取組に対し支援する。

新エネルギー資源を活用した実用化目前の先端技術等を地域の特性に
合わせて仕様や能力を最適化し、新エネルギーの製造から貯蔵・輸送・利
活用までのサプライチェーンを構築するなどの取組に対し支援する。

 対象:市町村と法人等で構成された共同体
 補助額等:最⾧3ヵ年度、2/3以内、3年間最大2億円

 対象:市町村、市町村と法人等で構成された共同体
 補助額等:①計画策定 1ヵ年度、1/2以内、500万円限度

②導入 最⾧2ヵ年度、1/2以内、2年間最大1.5億円

○ゼロカーボン・モビリティ導入支援事業 ／ ゼロカーボン・ビレッジ構築支援事業 ／ ゼロカーボン・イノベーション
導入支援事業 （④新規 355,000千円）
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 対象:市町村、市町村と法人等で構成された共同体
 補助額等: 1/2以内、500万円限度

市町村が策定している新エネルギー導入拡大のための計画等(新エネビジョ
ン等)に基づいた新エネルギー設備の導入と、合わせて行う新エネルギーの
導入効果を増大する省エネルギー設備の導入を前提とした設計を支援。

○新エネルギー設計支援事業

（④20,000千円（③20,000千円））

「新エネルギー導入加速化基金」を活用した支援制度（令和4年度（令和3年度））②

○地熱井掘削支援事業

（④50,000千円（③50,000千円））
 対象:市町村、市町村と法人等で構成された共同体
 補助額等:2/3以内、5,000万円限度

地域のエネルギーと経済の地域循環により、持続可能な地域づくりに資する
新エネルギー設備の導入と、合わせて行う新エネルギーの導入効果を増大
する省エネルギー設備の導入を支援。

○新エネルギー設備導入支援事業

（④300,000千円（③200,000千円））

地域に賦存する地熱資源の有効活用を図り、地域振興に資するための
地熱井の掘削を支援する。

 対象:市町村、市町村と法人等で構成された共同体
 補助額等:①導入費 1ヵ年度、1/2以内、5,000万円限度

②モデル事業横展開 最⾧2ヵ年度、1/2以内、
2年間最大1億円
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新エネルギー導入と、合わせて行う新エネルギー導入効果を増大する
省エネ設備の導入が連動した取組を推進するため、地域の新たな取組の
掘り起しを行うとともに、コーディネーターを地域に派遣する。

○新エネルギーコーディネート支援事業

（④20,000千円（③20,000千円））

「新エネルギー導入加速化基金」を活用した支援制度（令和4年度（令和3年度））③

○地域資源活用基盤整備支援事業

（④10,000千円（③10,000千円））
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て、
送電線等の整備に要する費用を支援する。

 対象:企業、市町村と法人等で構成された共同体
 補助額等:1/2以内、1,000万円限度
 条件等:売電利益から補助金の返還（収益納付）を条件
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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

【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
（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）

【計画期間】 平成29年度から5年間

【事 業 費】 総事業費 629,696,320円（うち道補助 499,976,968円）

【計画内容】
・町内で多量に産出される家畜ふん尿を利用したバイオガスプラント

を整備し、消化液と再生可能エネルギーの生産体制を構築。
・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（計1,950ｋW)からは、酪農家や一般

住宅、事業所へ畜産バイオマス由来の電気を供給。農業ハウスな
どへ熱供給。

・本事業で実施した酪農家２０戸のエネルギーマネジメントシステム実
証実験は、令和４年度以降の本格運用を予定。

・畜産バイオマス事業に関連した新産業と雇用の創出を行うことで、
資金の地域内循環と地域活動の活性化を推進。

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」

【補助対象者】 弟子屈町

【計画期間】 平成29年度から5年間

【事 業 費】 総事業費 341,821,580円
（うち道補助 341,684,980円）

【計画内容】
・町内に豊富に賦存する地熱資源・温泉エネルギーの有効活用等を通し
て、エネルギー事業を展開。

・町民や町内の企業等が出資・参画する地域エネルギー会社を設立し、
地域の地熱資源を一括管理するとともに、効率的な熱供給（給湯）の実
現に向けて町や関係機関と連携。

・新たに地熱井を掘削し、市街地でバイナリー発電を行い、公共施設へ
の電気供給を検討。

・発電時の熱水を暖房用に供給した後、一般住宅等の浴用向けに
活用するなど、地熱の有効活用を検討。

・バイナリー発電の導入を目指したが、新たな井戸から想定される熱量が
得られず、本事業では発電機の仕様検討にとどまる。

・引き続き、バイナリー発電の導入と熱水の二次利用を検討。

弟子屈町

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業 認定事業計画 令和3年度
終了事業
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稚内市における再エネを活用したエネルギー地産地消
モデル構築

【補助対象者】 稚内市

【計画期間】 平成29年度から5年間

【事 業 費】 総事業費 809,935,666円
（うち道補助 498,553,910円）

【計画内容】
・地域内で作られたエネルギーを有効活用するため、２つのプロジェ

クトを平行して実施。
①行政主導による、既存の公設風力発電設備を利用した地産地

消モデルの構築
②地域エネルギー会社を設立し、地域内の再生可能エネルギー

の地産地消推進と、再生可能エネルギーを活用した新たな産業
の創出

・市が所有する風力発電設備のＦＩＴ期間終了後を見据え、発電した
電気（計1,980ｋW）を、北電の送配電網を活用して自己託送して、遠
隔地にある２０箇所の公共施設に供給。

・エネルギーマネジメントシステムと蓄電池システム（計2,000ｋWｈ）を
導入し、需給調整を行うとともに電力利用を最適化

・余剰電力による再エネ由来水素の利活用の可能性を検討したが、
投資コスト等から導入を見送りし、今後も引き続き検討。

稚内市

【補助対象者】 石狩市

【計画期間】 平成30年度から4年間

【事業費】 総事業費 499,832,940円
（うち道補助 499,832,940円）

【計画内容】
・小規模集落におけるにおけるマイクログリッド形成を通じた、再生エネ
ルギーの地産地消の新たな電力供給モデルを構築することで、災害に
強い地域づくり等を推進。
①災害時に強い、小規模集落における自立分散型エネルギーの確保
②モデル形成に伴い、人づくり・地域の活性化を推進。

・厚田地区に太陽光発電（163.4kW）、水素燃料電池（2kW）、蓄電池
（168kW)からなるエネルギー貯蔵熱電併給システム（※ES）を設置。
・商用系統から一部受電しながら、安定的なマイクログリッドを構築し、
電力を公共施設５箇所に供給して地域防災力の向上を図る。
・地域におけるエネルギーマネジメントシステムや、環境・エネルギー教

育、コミュニティ形成を検討。
※ES＝再生可能エネルギーから電力及び水素を生産・貯蔵する自

立型エネルギー システム

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
事業

石狩市

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業 認定事業計画 令和3年度
終了事業
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エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（非常時対応型モデル） 認定事業計画

木質バイオマスと太陽光発電等を活用したスマート街区
構築事業

【補助対象者】
大樹町

【計画期間・事業費】
3年間・総事業費 598,070,000円 （うち道補助 500,000,000円）

【計画内容】
・公共施設群をスマート街区と位置づけ、太陽光発電（100kW）・蓄電

池（79.6ｋW)による自営線ネットワークを形成し、エネルギーマネジメ
ントシステムにより供給バランスの調整を行い、木質バイオマスボイ
ラー（300ｋW)の熱利用による熱源ネットワークシステムを形成する。

・非常時には、自営線及び熱源ネットワークの活用とエネルギーマネ
ジメントによる需給調整で、スマート街区内の防災拠点及び避難所

に電気と熱を供給する。

大 樹 町 厚 真 町

厚真町「地産地防」エネルギー6次産業化プロジェクト事業

【補助対象者】
厚真町エネルギー6次産業化コンソーシアム

【計画期間・事業費】
3年間・総事業費 931,030,298円 （うち道補助 497,673,320円）

【計画内容】
・各公共施設に太陽光発電・蓄電池を整備し電力供給を行うとともに、木

質バイオマス発電からの排熱利用により、ストロベリーパークにおいて
イチゴ栽培を行い、新産業創出を進める。

・非常時には、太陽光発電・蓄電池から防災拠点や避難所に電気を供
給するとともに、避難所となるストロベリーパークにバイオマス発電に
よる熱供給を行い、空調環境を確保する。

令和3年度
終了事業
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エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（新エネ有効活用モデル） 認定事業計画

【補助対象者】
上士幌町地域マイクログリッドコンソーシアム

【事業費】
総事業費 7,758,022円（うち道補助1,860,984円）

【計画内容】
・災害時におけるコミュニティ内での一時的な電力供給と平常時の需給調整による発電量増大の可能性等を検討し、バイオガスプラント

を活用したマイクログリッドの構築に向けたマスタープランを作成する。
・系統制約の生じている地域のモデルとしては、平常時におけるグリッド内の最適運用モデルが明示されるため、将来的に系統状況に応じ

た需給調整によるバイオガス発電をはじめとした再エネ発電の導入量増大の可能性について検討することができる。

上士幌町地域マイクログリッド構築における
マスタープラン作成事業

上士幌町

令和元年度
終了事業

大 樹 町

家畜ふん尿由来の液化バイオメタンを利用したエネルギー地産地消
モデル化事業

【補助対象者】
大樹町

【事業費】
総事業費 8,708,219円 （うち道補助 8,708,219円）

【計画内容】
・地域内の乳牛ふん尿から生成したバイオガス中のメタンを精製・濃縮・液化して、公共施設
や民間企業等に供給するほか、ロケット燃料として活用することを検討し、未利用バイオマス
から創出されたエネルギーを地域に還元する「エネルギーの地産地消モデル」の基本計画を
策定、事業可能性評価を行う。

令和2年度
終了事業
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【補助対象者】
家畜ふん尿処理施設検討コンソーシアム

【事業費】
総事業費 9,791,100円 （うち道補助 9,791,100円）

【計画内容】
・バイオガスプラントで乳牛ふん尿の液分を原料としてガスを精製し、プラント自家消
費用の発電・熱ボイラー燃料として活用するとともに、ガスの余剰分を外部に販売す
る「酪農・畑作地域に適したFITに頼らないエネルギーの地産地消型自立システム」
を実現するために、事業モデルの構築やシステム設計を行う。

芽室町家畜ふん尿処理におけるバイオガス活用の検討

芽 室 町

士幌町 地域マイクログリッド構築事業

【補助対象者】
士幌町地域マイクログリッド構築コンソーシアム

【事業費】
総事業費 15,576,987円 （うち道補助 1,500,215円）

【計画内容】
・平常時のCO2削減と、非常時の電力供給を図るため、町内の既存の
FIT電源（太陽光発電、バイオガス発電）やコージェネレーション発電、
新設のFITバイオガス発電を利用したマイクログリッド構築に向けた調
査・設計を行う。

士 幌 町

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（新エネ有効活用モデル） 認定事業計画 令和2年度
終了事業
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【補助対象者】
幌加内町

【事業費】
総事業費 10,000,000円 （うち道補助 10,000,000円）

【計画内容】
・日本最大の生産量を誇るそばの加工に伴い生じるそば殻やそば残渣（未熟種子

等）を、町内のごみや下水汚泥等の廃棄物と混ぜてバイオコークス燃料に変換し、
保管・熱利用することを調査・検討し、計画を立案・評価する。

バイオコークス燃料への変換によるそば殻・そば残渣の有効利用

幌 加 内 町

家畜ふん尿由来のバイオガスのトラクター燃料活用実証事業

【補助対象者】
大樹町

【事業費】
総事業費 10,000,000円 （うち道補助 10,000,000円）

【計画内容】
・地域内の乳牛ふん尿から生成したバイオガスを精製して、吸蔵容器に充填し、酪農家
のトラクターの燃料として軽油と併用する実証を行い、バイオガス利用トラクターの導入
効果を検討するとともに、普及における課題を整理する。

大 樹 町

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（新エネ有効活用モデル） 認定事業計画 令和3年度
終了事業
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【補助対象者】

高効率燃料電池を利用したバイオガスエネルギー地産地消

事業化モデル調査実証コンソーシアム

【事業費】

総事業費 8,708,219円 （うち道補助 8,708,219 円）

【計画内容】

・既設のバイオガスプラント（発酵槽増設を予定）から発生する余剰ガスについて、ＦＩＴ制度による売電に頼らず、冬期は農業用ハウスの加温に活用

するとともに、夏期は高効率燃料電池による発電に活用し温泉施設及び商業施設へ売電することを検討し、計画を策定する。

高効率燃料電池を利用したバイオガスエネルギー

地産地消事業化モデル計画策定

釧 路 市

＜（冬期）＞

＜検討イメージ（夏期）＞

避難所

民間企業

エネルギー地産地消事業化モデル支援事業（新エネ有効活用モデル） 認定事業計画 令和3年度
終了事業

農業用ハウス
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「北海道省エネルギー･新エネルギー促進大賞」 の表彰実績

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や新エネルギーの開発･導入
の促進に関し、顕著な功績のある個人及び団体等を表彰（H14～）

◆受賞した商品・取組の周知・PRを行います。
＜周知・PRの例＞ ①ビジネスEXPOへの出展、②道主催省エネ・新エネPR展の開催、③道庁内でのパネル展示

④道庁ホームページでの周知 等

◆受賞の製品・取組は北海道・グリーンビズ制度「創意あふれる取組」部門の特別枠として認定します。
＜認定のメリット> ①シンボルマークの使用、②金融機関での優遇融資等（金融機関所定の審査があります）

受賞者へのサポート

R3

省
エ
ネ

大 賞
リンナイ(株) 北海道支店

エア・ウォーター北海道(株)
(株)コロナ 札幌支店

寒冷地向けハイブリッド冷暖房・給湯システムの開発・製品化 札幌市

奨 励 賞

クレードル食品(株) 馬鈴薯茹で機におけるフレキ管コイル式排湯熱交換器による省
エネ事例 美幌町

(株)から屋 強制給気と自然給気によるハイブリッド制御を兼ね備えた省エ
ネ機能向上製品の開発・製品化 札幌市

新
エ
ネ

大 賞 出光興産(株) 北海道製油所 製油所内を再生可能エネルギーで走行する超小型ＥＶの導入 苫小牧市

奨 励 賞 リコージャパン(株) 北海道支社 低落差・少流量に対応するインライン型マイクロ水力発電シス
テムの実証 札幌市

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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令和3年度北海道省エネルギー･新エネルギー促進大賞

省エネ部門 大賞 新エネ部門 大賞
■受賞者
リンナイ株式会社 北海道支店
エア・ウォーター北海道株式会社
株式会社コロナ 札幌支店

■取組内容
寒冷地向けハイブリッド冷暖房・給湯シス
テムの開発・製品化

■選考理由
〇初期投資の少ない空気熱源ヒートポンプとガス給湯
器を組み合わせ、緻密な制御により高い省エネ効果を
実現しており、全国的にも珍しい製品。

■受賞者
出光興産株式会社 北海道製油所

■取組内容
製油所内を再生可能エネルギーで走行する
超小型ＥＶの導入

■選考理由
〇太陽光発電と蓄電池システムを実装したカーポート、
ワイヤレス給電機能を備えた超小型ＥＶの先進的なシス
テムを採用しており、構内車両としての活用に加え、－
10℃を下回る気候下での有用性や課題を検証するフィー
ルド試験を実施しており、次世代モビリティ開発への応
用が期待できる積極的な取組である。

室内機

北海道における新エネ
ルギー導入拡大の取組
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