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資料２



◇エネルギー施策懇話会について

◇北海道のエネルギーの現状について(認識合わせ）

◇本懇話会の検討テーマについて(内容の確認)

◇基礎調査について

◇道施策の検証について
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■エネルギー施策懇話会について■

◇目的
〇本道にふさわしいエネルギーの可能性について検討するため、安定性や経済性を支える電力
システム、新エネルギーの地域での活用や全国への移出などについて、基礎調査を実施する
とともに、幅広い立場の方々から意見を伺う懇話会を開催する。

◇実施内容
◎懇話会
＜委員＞
〇懇話会１２名、部会４名(＊部会員)
・H30新エネ施策懇話会委員 ４名（北大教授2名、准教授、道総研＊）
・エネルギー事業者等 ４名（北電、北ガス、北海道グリーンファンド、省エネセンター＊）
・経済団体・産業団体 ３名（道経連＊、トラック協、建設業協）
・消費者団体 １名（消費者協会＊）

＜開催案＞
〇懇話会
・開催回数：年度内に全6回開催予定
・議題 ：本道にふさわしいエネルギーの可能性について
〇部会
・開催回数：年度内に全2回開催予定
・議題 ：「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」の進捗状況について

◎基礎調査
〇本道にふさわしいエネルギーの可能性について検討するため、本懇話会の検討テーマに関連
する研究開発・技術開発に係る事項や、国の施策動向等について調査を実施する。
・調査内容、対象、報告内容等について、本懇話会において意見を伺う。 2



■エネルギー施策懇話会について■
～前提となる基本的な考え方～

◇エネルギーは暮らしと産業の基盤であり、安全性、安定供給、経済、環境が基本
〇３Ｅ＋Ｓ：エネルギーの安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、

環境への適合(Environment)、安全性(Safety)

◇社会経済の変化に柔軟に対応できるよう、それぞれの電源の特性が活かされた
多様な構成とする

◇送配電網全体の強靭化・有効活用を進めていくことが重要
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■エネルギー施策懇話会について■
～検討の視点～

◇安定性・経済性を支える環境をつくる（新たな電力システム）
〇他のエリアとの条件不利を是正
（想定される取組）
⇒ネットワークコストの格差解消や電力コストの低下などに向けた
国への働きかけ

〇新たな環境・エネルギービジネスの育成
⇒ＶＰＰ、ＤＲなど新たな技術の活用

◇CO2フリーのポテンシャルを活かす（新エネの最大限の活用）
〇地域で活用

⇒北海道を新エネの「多様な自立モデル」の実証・実践の地とする

〇全国大で活用
⇒新エネの本州への移出により我国のエネルギーミックスに貢献する
エネルギー基地北海道を目指す
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■エネルギー施策懇話会について■
～本日ご議論いただきたい内容～

◇北海道のエネルギーの現状について（認識合わせ）
〇本道のポテンシャルについて
〇本道の弱点について
〇ブラックアウトの教訓について

◇本懇話会の検討テーマについて（内容の確認）
①新たな電力システムへの対応
②需給一体型の新エネ活用促進（家庭・大口需要家・地域）
③エネルギー基地としての北海道(FIT後の太陽光発電・洋上風力・水素の活用）

◇基礎調査について
〇検討項目に関する調査内容・方法について

◇道施策の検証について
〇北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例について
・部会設置による進捗状況の検証

〇北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画について
〇道施策の取組状況について
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■エネルギー施策懇話会について■ ～検討の全体像～
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○ 北本連系や地内系統の増強

○ 既存系統の有効活用や地域MG技術の活用

○ NWの安定化に資する小規模安定電源の優先接続

○ デジタル技術（VPP、DR）の活用
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全国大で活用

⇒新エネの本州
への移出

需給一体型
の新エネ活用
促進

○ 家庭、大口需要家、地域（地産地消）での活用

○ 省エネの加速化

○ 豊富な資源を活用した自立モデルの実証、実践

○ 洋上風力などポテンシャルを競争力ある電源として活用

○ 水素の有効活用

エネルギー
基地としての
北海道



■エネルギー施策懇話会について■ ～開催スケジュール案～
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議 題

第１回
（本日）

○北海道のエネルギーの現状（認識合わせ）、本懇話会の検討テーマ（内容の確認） など

第２回 ○新たな電力システムへの対応 など

第３回 ○新エネの更なる拡大に向けた需給一体型の新エネ活用促進 など

第４回 ○エネルギー基地としての北海道 など

第５回 ○本道のエネルギーの可能性 など

第６回 ○最終報告書案について など

議 題

第１回 ○条例進捗状況に係る意見聴取

第２回 ○検討結果案の提示、意見聴取

◇本会議 ～本道にふさわしいエネルギーの可能性について～

◇部会 ～「北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例」の進捗状況について～



◇エネルギー施策懇話会について

◇北海道のエネルギーの現状について(認識合わせ）

◇本懇話会の検討テーマについて(内容の確認)

◇基礎調査について

◇道施策の検証について



■北海道のエネルギーの現状について■
～北海道のポテンシャル～

◇豊富な新エネルギー源
〇北海道は、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
〇とりわけ新エネルギーの活用に向けては全国随一の可能性がある

◇北海道の導入ポテンシャル
〇風力発電 ：全国１位

（陸上風力の導入ポテンシャル量は、全国の53％を占める） ※１

〇中小水力発電：全国１位
（導入ポテンシャル量は、全国の約10％を占める） ※1

〇地熱発電 ：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） ※１

〇太陽光発電 ：全国２位
（非住宅） （導入ポテンシャル量は、全国の約5％を占める） ※２

※１「再生可能エネルギーゾーニング基礎情報（平成28年度版）」（環境省）

※２「H22再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」（環境省）
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◇系統制約
〇新エネのポテンシャルに比べて電力需要が小さく、道央を除く多くの地域において、
系統の空容量が不足し、新たな系統接続が困難な状況となっている。

◇本道特有の電力事情
〇積雪寒冷かつ広大な地域特性により、送電網の整備や維持に多大なコストを要する一方、
本州との電力融通に制約がある。

◇電力料金
〇全国的にも高い水準の電気料金となっている。

■北海道のエネルギーの現状について■
～北海道の弱点～
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◇新エネの非常時における活用
〇全量売電を行っている新エネ設備が多く、大規模停電時に起動電源が得られず、活用でき
なかったケースが多かった。
〇一方で、住宅用太陽光や、蓄電池、EVの活用の事例も見受けられた。

◇電力安定供給確保の重要性
〇北海道全域に及ぶ停電により、道民の暮らしや産業活動が重大な影響を受けた。
〇電力は暮らしと経済の基盤であり、積雪寒冷で広大な本道における電力の安定供給の確保
は重要。

■北海道のエネルギーの現状について■
～ブラックアウトの教訓～
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◇エネルギー施策懇話会について

◇北海道のエネルギーの現状について(認識合わせ）

◇本懇話会の検討テーマについて(内容の確認)

◇基礎調査について

◇道施策の検証について



■本懇話会の検討テーマについて(内容の確認)①■

◇①新たな電力システムへの対応
〇課題等
・系統制約が顕在化し、新エネの大量導入を支えるネットワーク整備・運用が必要となっている。

～広域、寒冷な本道では、送電線整備にコスト、長期間の工期が必要。
・ブラックアウトを踏まえ、電力網の強靭化・有効活用が必要となっている。

～供給サイドに加え、需要サイドの取組が必要。
・全国的にも高い水準の電気料金となっている。

～需要側におけるエネルギーコスト低減の方策が必要。

〇本懇話会で検討いただきたい内容
・北本連系のさらなる増強や、道内地域間ネットワークの増強を行うことで、広域・分散といった
北海道の弱みを補うことができるのではないか。

・既存系統の有効活用や地域マイクログリッド技術の活用により、系統制約の克服につなげること
ができるのではないか。

・地熱、バイオマス、水力の小規模安定電源を優先的に系統接続することで、災害時に対応できる
ネットワークの構築が可能となるのではないか。

・国の電力ネットワーク改革の検討状況を踏まえつつ、VPPやDRなど、需要側のエネルギー
リソースをIoT等を活用して束ね、需給バランスを調整する新たな技術の活用可能性につい検討
することで、電力の安定供給やエネルギーコストの削減、さらには新たなビジネスの創出につな
げることができるのではないか。 など
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○これまでの電力システムは、需要を所与のものとして、需要に合わせて、供給を行う形態が取られていたが、
近年需要側では太陽光発電、蓄電池、電気自動車など分散型エネルギーリソースが普及。
○こうした中、エネルギーリソースをＩｏTといったデジタル技術を活用して束ね（アグリゲーション）ることで
需給バランスを調整する新しい技術手法（ＶＰＰ、ＤＲ）が提唱されている。

○国が現在行っているＶＰＰやＤＲの実証事業や、これまでの地域におけるスマートコミュニティの取組などを
踏まえると、道内においても多様なビジネスモデルが想定される。

・大規模業務ビル用に設置された蓄熱式
空調やコジェネ、蓄電池、ＥＶ充放電
器をＢＥＭＳを活用し、制御

※azbil・東電EPなどが実証事業を実施

・小中学校等の公共施設に太陽光発電と蓄
電池を設置。平時は充放電により需給調
整に、災害時には非常用電源として活用

※横浜市・東電EP・東芝が実証事業を実施

・農村・漁村地域に点在する中小企業
の工場（食品メーカーの工場、冷凍
倉庫等）の設備（空調、照明、冷蔵
庫など）を制御

※農村・漁村地域を想定

・コンビニに導入されている機器
（ショーケース、空調、照明機器）な
どを、店舗営業に影響が出ない形で遠
隔制御

※ローソンが実証事業を実施
（約１０００店舗）

・住宅・事業所などに設置した太陽光電池、
ＥＶや、地域に賦存する新エネ（風力な
ど）を蓄電池と組み合わせて制御

※ＳＢエナジーなどが壱岐で実証事業を実
施 (太陽光発電と蓄電池の組合せ)

都市街区型 公共施設型 地域エリア型

コンビニ型 再エネ活用型
●ＶＰＰ（ﾊﾞｰﾁｬﾙﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗﾝﾄ）
太陽光発電、蓄電池、電気自動車、節電し
た電力といった分散型エネルギーリソース
を、ＩｏＴを活用した技術によって遠隔・
統合制御し、あたかも一つの発電所のよう
な機能を提供する仕組み。

●ＤＲ（ディマンド・リスポンス）
需要家側のエネルギーリソースを制御して、
電力需要パターンを変化させることで、Ｖ
ＰＰの主要な手法の一つ。

■本懇話会の検討テーマについて(内容の確認)①■
～ＶＰＰやＤＲを活用した新たなビジネスモデルの創出（現時点での想定例）～
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（参考）新たな電力システムへの対応

15

第2回脱炭素化社会に向けた
電力レジリエンス小委員会
資源エネルギー庁資料より
抜粋



（参考）北海道における基幹系統の空容量の状況

・需要規模を上回る再エネ導入が見込まれるものの、基幹系統は道央圏を除くエリアで空き容量がゼロ。

・増強をする場合、工期が１０年を超える大規模な工事が必要。

第22回系統WG（資源エネルギー庁） 北海道電力資料より抜粋
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（参考）地域間連系線の増強について

・地域間連系線の増強は、再生可能エネルギーの大量導入、電力インフラの強靭化を進める上で重要で

あり、北本連系線の更なる増強についても検討が進められている。

・将来、北海道での再エネ導入拡大に伴い、北本連系線において本州への潮流による混雑発生が想定。

第11回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
資源エネルギー庁資料より抜粋

＜地域間連系線の増強計画＞

第3回脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会
資源エネルギー庁資料より抜粋
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（参考）エネルギー需給構造の変化に対応したネットワーク形成について

・次世代のネットワーク形成に向けては、人口減少等により電力需要の減少が見込まれることから、

需要のばらつきに対応した効率的なネットワーク形成が必要。

・昨今のエネルギー需給の変化に対応するため、分散型エネルギーリソースの活用も含めた検討が必要。

第4回脱炭素化社会に向けた電力レジリエンス小委員会
資源エネルギー庁資料より抜粋

第16回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
資源エネルギー庁資料より抜粋
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（参考）小規模安定電源への配慮例

第4回脱炭素化社会に向けた
電力レジリエンス小委員会
資源エネルギー庁資料より抜粋
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（参考）新たな技術の活用可能性について

第11回再生可能エネルギー大量導
入・次世代電力ネットワーク小委
員会 資源エネルギー庁資料より
抜粋
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■本懇話会の検討テーマについて(内容の確認)②■

◇②需給一体型の新エネ活用促進（家庭・大口需要家・地域）
〇課題等

・エネルギー需給構造が大幅に変化している。
～太陽光コストの急激な低下、デジタル化の発展、電力自由化、ESG投資等

・ FIT制度からの脱却の動きが始まっている。
～制度の抜本的見直し、太陽光発電の買取終了

・分散型電源も柔軟に活用する新たな電力システムへの変化が生じている。
～電力供給の担い手と需要家側ニーズの多様化

・CO2削減に向け、更なる省エネが必要となっている。
～省エネ法改正（事業者の連携による取組の評価）

〇本懇話会で検討いただきたい内容

・需要と供給が一体となった取組について、北海道における適用可否を検討することで、系統制約

や、レジリエンス強化、地域活性化につなげることができるのではないか。

・需給一体型新エネ活用モデルの検討にあたっては、国の検討を踏まえ、「家庭」「大口需要家」
「地域（地産地消）」について、各々検討するべきではないか。

・新エネ導入を、省エネ法の報告データとして活用をすることを検討することで、更なる新エネ

導入やCO2削減が図られるのではないか。 など
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（参考）電力システムの変容と再エネの新たな活用モデルについて

第14回再生可能エネルギー大量導
入・次世代電力ネットワーク小委
員会 資源エネルギー庁資料より
抜粋
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（参考）「需給一体型」の再エネ活用モデルについて

第14回再生可能エネルギー大量導
入・次世代電力ネットワーク小委
員会 資源エネルギー庁資料より
抜粋
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（参考）「需給一体型」の再エネ活用モデル（家庭）

第10回再生可能エネルギー大量導
入・次世代電力ネットワーク小委
員会 資源エネルギー庁資料より
抜粋
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（参考）「需給一体型」の再エネ活用モデル（大口需要家）

第10回再生可能エネルギー大量導
入・次世代電力ネットワーク小委
員会 資源エネルギー庁資料より
抜粋
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（参考）「需給一体型」の再エネ活用モデル（地域）

第10回再生可能エネルギー大量導
入・次世代電力ネットワーク小委
員会 資源エネルギー庁資料より
抜粋
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（参考）「需給一体型」の再エネ活用モデル（地域）
～既存系統の活用～

第16回再生可能エネルギー大量導
入・次世代電力ネットワーク小委
員会 資源エネルギー庁資料より
抜粋
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（参考）「需給一体型」の再エネ活用モデル
～省エネ～

第16回再生可能エネルギー大量導
入・次世代電力ネットワーク小委
員会 資源エネルギー庁資料より
抜粋
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■本懇話会の検討テーマについて(内容の確認)③■

◇③エネルギー基地としての北海道(洋上風力、FIT後の太陽光発電や水素の活用）
〇課題等

・住宅用太陽光発電の余剰買取制度が本年11月から順次終了し、卒FIT電気の市場調達が活発化
する。また、FIT制度開始から20年を経過する2032年以降には、住宅用発電以外の電源の買取
が終了する。

・本道の洋上風力ポテンシャルは、全国でもトップクラスにある。
・再エネ海域利用法の施行により、道内でも、洋上風力の導入拡大が見込まれる。
・風力、大型太陽光ともに、道外資本による導入が多く、道内企業の参入が課題となっている。

〇本懇話会で検討いただきたい内容

・身近な地域で自立的に確保可能な新エネ資源の活用に係る検討によって、本道を新エネの
「多様な自立モデル」の実証・実践の地とすることができるのではないか。
～コスト優位な地産地消電源として、卒FIT太陽光を活用 など

・本道新エネの本州への移出を検討することで、我国のエネルギーミックスに貢献する

「エネルギー基地北海道」を目指すことができるのではないか。
～洋上風力ポテンシャルを競争力ある電源として活用 など

・水素の有効活用について検討することで、新エネの更なる導入や経済活性化を図ることが
できるのではないか。
～新エネ由来の水素を、日常生活や産業活動に有効活用できるのではないか。 など 29



（参考）ＦＩＴ売電終了後の太陽光の出現

第16回再生可能エネルギー大量導
入・次世代電力ネットワーク小委
員会 資源エネルギー庁資料より
抜粋
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（参考）洋上風力発電の位置づけ

（国）第5次エネルギー基本計画より抜粋

太陽光・風力については、世界的に低コストで導入が拡大していることを
踏まえ、我が国においても、今後、技術革新等により、一層のコスト低減を
進めて他の電源と比較して遜色ない競争力のあるコスト水準となること、蓄
電池等との組み合わせにより長期安定的な電源として成熟していくことが期
待される。こうした課題を踏まえつつ、住宅用や小規模の太陽光は自家消費
やエネルギーの地産地消を行う分散型電源として活用し、その他はコスト競
争力が特に高く、市場売電を想定した大型電源として活用していくことを目
指して取組を進める。
～略～
陸上風力については、北海道や東北をはじめとする風力発電の適地を最大

限効率的に活用するため、農林地と調和・共生のとれた活用を目指し、必要
に応じて更なる規制・制度の合理化に向けた取組を行う。
洋上風力については、世界的にはコストの低減と導入拡大が急速に進んで

いる。陸上風力の導入可能な適地が限定的な我が国において、洋上風力発電
の導入拡大は不可欠である。欧州では、海域利用のルール整備とともに入札
制度を導入することにより、この数年間で急速なコスト低減が進んでいる。
欧州の洋上風力発電に関する取組も参考にしつつ、地域との共生を図る海域
利用のルール整備や系統制約、基地港湾への対応、関連手続きの迅速化と価
格入札も組み合わせた洋上風力発電の導入促進策を講じていく。また、着床
式洋上風力の低コスト化に向けた実証や開発支援を行うとともに、浮体式洋
上風力についても、技術の開発や実証を通じた安全性・信頼性・経済性の評
価を行う。

＜風力発電の適地＞
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（参考）水素活用の位置づけ

（国）第5次エネルギー基本計画より抜粋

自然変動電源（太陽光・風力）の導入量の増加に伴い、必要とな
る調整力が増大すると見込まれる。この調整力を確実に確保するた
め、当面は火力発電の柔軟な活用や再生可能エネルギー自身の調整
機能の活用、連系線を活用したエリア間の融通の活性化等によって
対応する。また、バーチャルパワープラント（ＶＰＰ）やＥＶから
の逆潮流を制御するVehicle-to-Grid（Ｖ２Ｇ）、蓄電池、そして長
期的には水素といった次世代の調整力を活用し、調整力の脱炭素化
を進めていく。
～略～
定置用蓄電池やコージェネレーション、ＥＶなどの需要家側に設

置される分散型エネルギーリソースを活用するＶＰＰやＥＶに蓄電
された電気を逆潮流させ制御するＶ２Ｇ技術、系統安定化用途の蓄
電池、更に長期的には電力を水素として貯蔵・利用するPower-to-
Gas（Ｐ２Ｇ）技術等といった次世代の調整力を活用し、調整力の脱
炭素化を進めていくことが重要である。ＶＰＰとＶ２Ｇについては、
２０２０年を目途に整備予定の需給調整市場等でのビジネス展開を
目指し、必要な技術要件の整理や技術実証等を並行して進める。蓄
電池については、導入を促進するべく、低コスト化に向けた取組や
技術開発等を進める。また、Ｐ２Ｇ技術については、水素製造原価
となる再生可能エネルギーの調達コストの低減が前提となるが、水
素ビジネスの発展とともに実装に向けた取組を進める。

第11回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
資源エネルギー庁資料より抜粋
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◇エネルギー施策懇話会について

◇北海道のエネルギーの現状について(認識合わせ）

◇本懇話会の検討テーマについて(内容の確認)

◇基礎調査について

◇道施策の検証について



■基礎調査について■

◇調査目的
〇本道にふさわしいエネルギーの可能性について検討するため、本懇話会の検討テーマに関連する
研究開発・技術開発に係る事項や、国の施策動向等について調査を実施する。

◇調査項目
①新たな電力システムへの対応に関すること
②需給一体型の新エネ活用促進に関すること
③大規模新エネの事業環境整備に関すること

◇調査結果の活用
〇調査結果については、その内容の分析、課題の抽出を行い、本懇話会における検討資料として
活用する。
〇本懇話会における意見を踏まえ「調査報告書」を作成し、フォーラム開催やＨＰでの公開により、
広く道民に周知する。
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■基礎調査について①■

◇調査項目
①新たな電力システムへの対応に関すること
現在、国で進められている電力ネットワーク改革を踏まえた道の施策検討に関し、必要となる事項

について、調査分析を行う。

〇調査内容等

ⅰ国の電力ネットワーク改革の検討状況と今後の見通しについて

ⅱ上記を踏まえた、今後の道の事業推進に関する課題の抽出と、必要な施策（国等への要望事項

を含む）について

ⅲVPPやDRなど新たな技術の活用や環境エネルギービジネスの育成に向けた課題等について

〇調査対象・方法

・文献調査(ⅰ～ⅲ）
・国、電力事業者、先進事例事業者等へのヒアリング(ⅰ～ⅲ）
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■基礎調査について②■

◇調査項目
②需給一体型の新エネ活用促進に関すること
「家庭」、「大口需要家」、「地産地消」の活用モデルについて、本道において事業を進めるに
あたり必要な事項について調査・分析を行う。

〇調査内容等

ⅰ需供一体型の新エネ活用促進について

＊北海道における適用可否について

＊系統制約克服、レジリエンス強化、地域活性化に係る課題について

ⅱ省エネの推進について
＊省エネの更なる推進に係る課題について

〇調査対象・方法

・文献調査(ⅰ,ⅱ）
・国、電力事業者、先進事例事業者等へのヒアリング(ⅰ）
・国、大学、関係団体等へのヒアリング(ⅱ）
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■基礎調査について③■

◇調査項目
③大規模新エネの事業環境整備に関すること
本道における、風力（特に洋上風力）、メガソーラーの導入促進に関し、必要となる事項について
調査・分析を行う。

〇調査内容等

ⅰFIT後を見据えた新たなビジネスモデルの創出について
ⅱ地域におけるエネルギー需要の創出について
ⅲ導入拡大や事業拡大に向け必要となる技術開発について
ⅳ事業推進に必要となる施策について

（法整備・緩和策の提言案等、国への要望事項を含む）

〇調査対象・方法

・国、電力事業者、先進事例事業者等へのヒアリング(ⅰ）
・道外先進地域、関係団体等へのヒアリング(ⅱ）
・国、大学、民間研究所等へのヒアリング(ⅲ）
・国、電力事業者、先進事例事業者等へのヒアリング(ⅳ）
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◇エネルギー施策懇話会について

◇北海道のエネルギーの現状について(認識合わせ）

◇本懇話会の検討テーマについて(内容の確認)

◇基礎調査について

◇道施策の検証について



■道施策の検証について■

◇北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(施行 平成13年１月）

〇目的
エネルギーの使用の効率化と新しいエネルギーの開発や導入に積極的に取り組むことにより、
エネルギーの需給の安定を図るとともに、持続的発展が可能な循環型の社会経済システムを
作り上げる
〇進捗状況点検
社会経済情勢の変化等を勘案し、５年毎に、この条例の施行の状況等について検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずる

⇒本懇話会に部会を設置して条例の施行状況の点検・検討を行う

◇北海道省エネルギー・新エネルギー促進行動計画【第II期】(制定 平成24年３月）

〇目的
「省エネ新エネ促進条例」に基づき、省エネルギーの促進や新エネルギーの開発・導入に向けた
施策を計画的に推進するため策定
〇次期行動計画の検討
・現行の促進行動計画は令和２年までを計画期間としており、来年度、次期行動計画策定の検討
を予定

・本懇話会における検討は、来年度の次期計画策定検討に反映
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◇参考



■参考■
～省エネルギー実績～

◇北海道の省エネルギー実績
H22年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 目 標

基準年A 実績 実績 実績 実績 実績B H32年度C

H32

目標

C-A

実績

B-A

H32

目標

達成率

産業部門 GJ/百万円 46.4 43.8 42.1 36.3 39.9 41.1 42.0 -4.4 -5.3 102.2%

家庭部門 GJ/人 28.0 28.5 26.6 29.4 27.4 29.0 24.1 -3.9 1.0 83.1%

業務部門 GJ/㎡ 3.6 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 -0.3 -0.3 100.0%

運輸部門 GJ/台 56.8 59.0 59.0 60.2 57.6 57.0 46.6 -10.2 0.2 81.8%

人口１人当たり家庭部門エネルギー

消費量

業務床面積１㎡当たり業務部門エ

ネルギー消費量

自動車保有台数１台当たり運輸部

門エネルギー消費量

区分
エネルギー

消費原単位指標
単位

基準年に対する増減

(農業粗生産額＋漁獲高＋製造品

出荷額)当たり産業部門エネルギー

消費量(2011年基準：実質値）
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■参考■
～新エネルギー導入実績：発電分野 - 設備容量～

◇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

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 90.0 139.2%

太陽光（住宅） 8.0 10.2 12.1 13.9 15.2 16.1 21.5 27.5 74.9%

風力 28.8 31.6 32.1 32.1 35.0 38.7 56.0 275.0 69.1%

中小水力 81.1 81.3 79.9 83.3 83.3 82.3 83.8 83.8 98.2%

バイオマス 2.4 2.5 2.5 5.4 10.8 11.9 10.0 10.0 119.0%

地熱 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 17.6 96.2%

廃棄物 23.8 23.9 24.3 24.3 24.3 24.3 24.1 24.1 100.8%

合計 149.0 177.2 202.5 244.9 271.0 292.7 282.0 528.0 103.8%

区分
目標 目標達成率

A/B
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■参考■
～新エネルギー導入実績：発電分野 -発電電力量～

◇発電分野：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

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 1,416 883 946 160.4%

太陽光（住宅） 84 95 118 137 165 189 226 289 83.6%

風力 624 629 684 722 794 884 1,226 6,023 72.1%

中小水力 3,608 3,861 3,147 3,518 3,756 3,386 3,744 3,744 90.4%

バイオマス 135 144 143 199 489 567 603 603 94.0%

地熱 129 143 161 129 134 149 145 1,196 102.8%

廃棄物 1,260 1,217 1,223 1,204 1,247 1,329 1,288 1,288 103.2%

合計 5,866 6,224 5,924 6,775 7,693 7,921 8,115 14,089 97.6%

区分
目標 目標達成率

A/B
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■参考■
～新エネルギー導入実績：熱利用分野～

◇熱利用分野：熱量［TJ］

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

基準年 実績 実績 実績 実績 実績A R2年度B

バイオマス 2,853 3,144 3,213 4,029 4,001 4,217 10,550 10,550 40.0%

地熱 2,068 2,088 2,120 2,126 2,132 2,464 2,167 2,647 113.7%

雪氷冷熱 39 38 38 45 45 45 47 47 95.7%

温度差熱 1,974 2,020 2,016 2,046 2,162 2,188 2,017 2,017 108.5%

太陽熱 33 26 20 15 10 9 9 9 100.0%

廃棄物 5,290 5,603 5,835 5,718 5,877 6,009 5,343 5,343 112.5%

合計 12,257 12,919 13,242 13,979 14,227 14,932 20,133 20,613 74.2%

区分
目標 目標達成率

A/B
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■参考■
～新エネ施策懇話会～

◇新エネ施策懇話会
〇目的 ・大規模停電などを踏まえ、新エネルギーの可能性や課題の把握、今後の対応方向等に

ついて、ご意見を伺う為開催

〇検討事項 ・災害発生時や平常時における新エネルギーの現状把握
・エネルギーの地産地消に関する課題整理

〇委員（※職名は開催時のもの）

〇開催状況 ・平成31年１月～３月 （３回開催）

45

北海道大学大学院工学研究院 環境創生工学部門
環境管理工学分野 教授 石井 一英

北海道大学大学院工学研究院 エネルギー環境システム部門
応用エネルギーシステム分野 准教授 田部 豊

北海道大学大学院情報科学研究科 システム情報科学専攻
システム融合学講座 准教授 原 亮一

道立総合研究機構 産業技術研究本部工業試験場
環境エネルギー部 研究主幹 北口 敏弘



■参考■
～新エネ施策懇話会（主な意見）～

◇新エネ施策懇話会の主な意見

〇「新エネルギーの現状把握」関連

・ 新エネ概況調査では、新エネの導入目的について、市町村、事業者とも「地産地消」や「CO2

削減」の回答が多い。

こうした目的は、導入のきっかけにはなるが、本格的かつ継続的な導入拡大につながっていな

いことも考えられるので、今後は、「次につながる」ための取組が必要。

〇 「エネルギーの地産地消に関する課題整理」関連

・ 電力ネットワークの強化は重要ではあるが、コストを要するため、既存設備の有効活用

や、ネットワークに依らない新エネ活用方策の検討が求められる。

・ 地域内での経済循環拡大を進めるためには、エネルギー専門人材の育成や、市民参加、出資に

関する検討も必要。
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■参考■
～新エネ概況調査（調査概要）～

◇新エネ概況調査（調査概要）
＜調査目的＞
〇2018年9月の大規模停電等を踏まえ、新エネルギーの可能性や課題の把握し、新エネ施策懇話会

の検討資料として活用するため、必要な調査（アンケート調査及びヒアリング調査）を実施。

＜調査の実施＞
〇アンケート調査

①調査期間 2019年2月8日～2月28日

②調査対象 (179)市町村 回収数120 民間事業者、団体等 回収数364 合計484

※市町村は道から直接照会、民間事業者は経済団体等を通じて照会

〇ヒアリング調査

①調査期間 2019年3月7日～3月22日

②調査対象 市町村 10 民間事業者、団体等 11 合計 21

※アンケート調査結果を踏まえ、特徴的な事例を対象に、具体的内容を調査

※調査内容、調査報告書（調査結果、今後の検討の方向性・課題 など）の作成にあたっては、

新エネ施策懇話会から意見を参考とした。 47



■参考■
～新エネ概況調査（主な調査結果）～

◇新エネ概況調査（主な調査結果）

〇新エネの導入について

・導入割合 市町村：59.7％ 事業者等：34.1％

・導入種別 市町村・事業者とも：（電気）太陽光、（熱利用）木質バイオマスが多い

・導入目的 市町村：「温室効果ガスの削減」、「エネルギーの地産地消の推進」

事業者等：「FIT売電」、「家畜ふん尿処理」

・導入の課題 市町村・事業者とも：「費用」、「事業採算性」

〇災害時の新エネ活用状況

・新エネを活用できた 市町村：34.9％ 事業者等：23.8%

・活用できた理由 市町村・事業者とも：太陽光発電の活用が多い

EVの活用事例もあり

・活用できなかった理由 市町村・事業者とも：系統接続しており起動電源が確保できなかった
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