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令和４年 産炭地域振興・エネルギー問題調査特別委員会 開催状況
（経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー課）

開催年月日 令和４年２月２日
質 問 者 民主・道民連合 広田 まゆみ 委員
答 弁 者 省エネ・新エネ促進室長

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

一 省エネ・新エネ促進行動計画（第Ⅲ期）の改定素
案等について

（一）新エネ促進のための課題について
１ 容量制限などについて

（広田委員） （省エネ・新エネ促進室長）
中央政府のエネルギー基本計画に合わせて行動計画 再生可能エネルギーの接続申込状況についてでござ

の取組や目標の見直しを検討されたという、この省エ いますが、本道の一般送配電事業者である北海道電力
ネ・新エネ促進行動計画に関連して、また、同じよう ネットワークが公表している「再生可能エネルギー発
にですね、中央政府で見直し検討中であります非効率 電設備の接続・申し込み状況に関する情報」によりま
石炭火力のフェードアウトについて伺っていきたいと すと、令和３年11月末時点での発電設備の容量では、
いうふうに思います。 太陽光発電で同社に接続検討を申し込み、契約に至っ
まず、省エネ・新エネ促進行動計画の改定素案に関 ていないものが68万キロワット、契約申込済が27万キ

連して、新エネ促進のための課題について伺っていき ロワット、風力発電で接続検討を申し込み、契約に至
たいと思います。まず、容量制限などについてですが、 っていないものが大規模な洋上風力を含め、2,086万
北欧諸国で新エネが進み、なぜ、日本、特にポテンシ キロワット、契約申込済が172万キロワット、バイオ
ャルが高いと言われる北海道で進まないのか、理事者 マス発電で接続検討を申し込み、契約に至っていない
の方と議論していると、気候風土や地形が違いますと ものが101万キロワット、契約申込済が42万キロワッ
いうお答えもあるわけですけれども、私は、法や制度 ト、水力発電で接続検討を申し込み、契約に至ってい
の課題であると考えております。容量不足、容量制限 ないものが18万キロワット、契約申込済が２万キロワ
への対応として、従来の計画においても、送電インフ ット、地熱発電で接続検討を申し込み、契約に至って
ラ整備など国への働きかけに取り組むとされておりま いないものが16万キロワット、契約申込済が６万キロ
して、今回、さらに、「畜産バイオマスや地熱など地 ワットで、合計で接続検討を申し込み、契約に至って
域との関わりが深い新エネルギー発電の系統混雑時の いないものが2,288万キロワット、契約申込済が249万
最優先利用を国に働きかけます」ということで、地域 キロワットとなっております。
の様々なニーズや実情に応じて、地道にこういう文言 なお、これらについて、事業者数や発電電力量の見
を追加をされたということは評価をいたしますが、ま 込み、接続の制約などに関する公表データはございま
だまだ弱いなというふうに思います。 まず、今、現 せん。
在、新電力事業者として、申請しているのは、何事業
者で、発電量の見込みはどのくらいで、事業者のうち、
容量制限のために待機しているのはどれぐらいあるの
か、その中で、道内事業者の割合はどの程度なのか伺
います。

【指摘】
（広田委員）
先ほど笠井委員の方からも地域貢献などについての

様々なご指摘ございましたけれども、道外事業者か地
元事業者かというところの把握が全くできていないと
いうことであります。
また、さらにですね、北電ネットワークの公表して

いるデータというところでしたけれども、北電ネット
ワークのでんき予報、現在使用電力を見ますと、2月2
日、今日の9時50分現在で、北海道で使用している電
力は473万キロワット、うち太陽光が75万キロワット
ということになっていましたけれども、この膨大なポ
テンシャルを、風力だけで、洋上風力も含めというこ
とですけれども2,086万キロワット、接続検討を申し
込み契約に至っていないものが2,288万キロワットと
いうことで、これだけのポテンシャルをずっと失い続
けてるっていうことになりますよね、この10年間かそ
こらの間、その間、化石燃料を道外から買い続けて、
そこで厳しい家計や会社経営を道民の皆さんがされて
いるというところで、国のエネルギー基本計画の大き
な流れも皆さんは意識して計画を作られるというふう
に言いますけれども、基本的には、このポテンシャル
をどういうふうに活かしていくかということを、蓄電
池の強化とかも含めて、系統に接続する以外の方策も
考えていかなければいけないのではないかということ
をあらためて指摘をさせていただきたいと思います。
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また、私も以前、ご質疑させていただきました地域
環境権の話ですね、長野県の飯田市でも既に事例があ
りますけれども、基本的に地元の事業者が優先される
と、どうしても無理な場合は、地元の事業者とタイア
ップをしたものであって、地元外のものであっても地
域に対してコミュニティに貢献するということが必要
な条件になるという地域環境権をしっかりと位置付け
た条例があるわけで、道としては少なくともこの地域
環境権というところを想定した新エネ事業を進めてい
かなければいけないということを、あらためて、また
指摘をさせていただきたいというふうに思います。
最低限、例えば、ちょっと性質が異なりますけれど

も、水資源に関して届出の条例を道としてつくってい
る訳ですけれども、こういう、水資源と同じように、
風も、太陽も、そこの地域の資源な訳ですから、そう
いう意識を道としてしっかり持っていただけるよう、
指摘をさせていただきたいと思います。ぜひ検討をま
たあらためてしていただきたいと思います。

２ 新エネ発電事業参入の支援のあり方について
（広田委員） （省エネ・新エネ促進室長）
次に新エネ発電事業者参入の支援のあり方について 新エネ発電事業などについてでございますが、発電

ということで、ここも事業者の中の道内事業者がどれ 事業者が整備する発電所を電力系統に接続するために
くらいいるかということがわからないので、この議論 必要となる「電源線」の建設コストは、電源線の電圧
が逆にまたしづらいわけですけれども、私としては、 や距離などにより大きく異なり、目安を示すのは困難
もしかすると、容量制限そのものよりも、長野県とか であるところでございます。
いろいろなところでコミュニティ発電とか、市民の皆 また、企業からのさまざまな相談にお応えしており
さんが小さな単位でも発電施設を迷惑施設と捉えず ます道の「省エネ・新エネ促進・関連産業振興ワンス
に、地域が生き残るための資源として取り組んでいる トップ窓口」では、技術的な相談は道総研や企業局、
様子を見る時に、もしかすると北海道の最大限の課題 北海道電力ネットワークと、事業経営などに関する相
は、もしかすると容量制限じゃなくて、事業者が挑戦 談は、中小企業支援機関や金融機関などと連携してき
しようという意欲が、自らつくろうとする意欲が少な め細かに対応することとしております。
いのかという課題も含めて前段の質問をしたんですけ さらに、新エネの開発・導入について、道といたし
れども、全くここの実態がわからないので、少し、次 ましては、市町村や企業の協働により、地域が主体と
の質問が適切かどうかっていうところも検証しなけれ なって、地元の経済や雇用への好循環につなげていく
ばいけないんですけれども、系統混雑時の最優先利用 といった視点に立ち、それぞれの地域に賦存する新エ
などの制度が確立して、新エネ事業者が参入しようと ネルギーを効果的に活用し、災害時の対応など地域ニ
したとしても、結局、送電線は、現在の電線につなぐ ーズに沿ったエネルギーの地産地消の取組の掘り起こ
のは変わらず、そこがですね、新エネ発電事業者の負 しや、計画づくり、その実施に向けた後押しに取り組
担になっていくと考えます。費用的には、発電する場 んでいるところでございます。
所の位置だとか地形などによって変わると思います。
千差万別だと思いますが、どの程度かかると想定され
ているのでしょうか。そうした新エネルギー参入の資
金調達に関して、道としての支援や、若しくは金融機
関との連携による支援が必要だと考えます。この計画
の中にもですね、「道総研と連携して設置した省エネ
・新エネ促進・関連産業振興ワンストップ窓口」が設
置するということが追記をされましたが、具体的に金
融関係者との連携はどのように考えているのか伺いま
す。
私としては、道内事業者向けのＥＳＧ投資、例えば、

東京都で行われているＥＳＧファンドの創設など、新
エネ発電事業者への関心や必要性を道内の事業者の皆
さんに伝えて、参入する事業者を一つでも増やす取組
が必要だと考えますが、見解を伺います。
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（広田委員）
今のお答えではですね、もちろん目安を示すのは困

難なんですけれども、どこが新エネ発電事業者の方が
参入するネックになっているかっていうところの状況
の把握というのが、この例えばワンストップ窓口で言
うと、ただ散らばしているだけですよね、とりあえず
聞いて、既存のところに振りますというのは、ワンス
トップ窓口とは私は言わないと思うんですよね。そこ
だと、以前、違う委員会で議論したことだからあれで
すけれども、例えば、外国人の相談窓口をＨＩＥＣＣ
（ハイエック）に委託しましたと、そこにいろいろな
相談が来るんだけれど、例えばそこに相談が来た実例
が、道庁が政策展開する時の蓄積にならないんじゃな
いですか、これだと。散らばしているだけで。
また、ＥＳＧ投資に関していえば、道庁でいけば環

境生活部と経済部で押し合いをしていて、具体的な投
資の窓口というところが作られていないというふうに
考えています。東京都の財政事情が違いますから全く
同じ規模では出来ないにしても、具体的な投資を応援
する、あるいは、皆さんがよく言う政策パッケージで
すよね、長野県の小水力発電の事例なども議会議論で
示させていただいておりますが、具体的な金融機関と
連携したパッケージみたいなことをきちんとつくっ
て、それは地域貢献が必ずセットになっている枠組み
ですから、前例がある訳ですから、北海道としても、
しっかりワンストップ窓口をつくるのであれば、いわ
ゆる政策パッケージと合わせて提案をしていただける
ようご検討をいただきたいというふうに思います。

（二）道内企業の関連産業への参入環境の整備について
（広田委員） （環境・エネルギー局長）
次に、道内企業の環境関連産業への参入環境の整備 人材育成についてでございますが、道といたしまし

について伺っていきたいと思います。従来から、この ては､地域におけるエネルギー資源の活用に向けた取
省エネ・新エネ促進行動計画における道内企業の環境 組は､市町村や地域の企業が中心となり、道の各部局
関連産業への参入環境の整備に関し、成果指標の設定 や道総研など関係機関の知見を活用することはもとよ
を含めて、焦点がぼけて実効があがらないのではと指 り、ノウハウを有する地域外の企業の協力も得ながら
摘を重ねてきたところです。 進めていくことが重要と考えておりまして、省エネ・
先ほども、今回、道総研と連携して省エネ・新エネ 新エネ促進行動計画では、事業構想時から事業化実現

促進・関連産業振興ワンストップ窓口を設置するとい まで一貫したコーディネートを行う人材の育成や、関
う文言がこの計画に追加されましたが、やはり弱いと 連事業に携わる技術者などの知見向上を図ることとし
思うのです。 ております。
エネルギー地産地消の観点から、新エネ発電事業者 本年度は､新エネや省エネに関する取組事例や国内

の支援についてお聞きしてきました。今後も、発電、 外の最新動向などを紹介するセミナーを開催いたしま
送電、配電の分離やメリットオーダーなどの制度変更 すとともに、道内での事業参画を希望している企業と
も想定される中で、中央政府任せや既存の電力会社任 地域とのマッチングや技術面を含めたワンストップで
せではなく、自分たちの地域の持続可能な発展のため の相談対応、地域への専門家の派遣などを通じまして、
に、自ら責務を担っていく事業者が増えることを展望 市町村職員や地元企業などのノウハウ習得を促進し、
し、それを応援する具体的な支援策が必要だと考えま 地域における取組の中心となる人材の育成、確保に取
す。 り組んでいるところでございます。
また、先程来お話が出てました洋上風力の関係など

についても、エネルギー基地北海道の確立に向けた事
業環境整備について、関連産業への経済的な波及が期
待できることから、道内企業への建設やメンテナンス、
部品調達などの関連産業への参入や、地域が取り組む
人材確保、育成の仕組みづくりを支援しますとありま
すが、せめて、人材確保、育成の仕組みづくりは、地
域任せではなく、道が率先して行うべきではないでし
ょうか。
例えば、電気主任技術者は、発電事業には、工事や

維持管理にも必要な人材であり、兼任もできないこと
から、たいへん人材難であると、道内の新エネ発電事
業者の方からも言われております。洋上風力発電が既
に先行している秋田県では、県立高校なども含め、県
として電気主任技術者の養成に具体的に力を入れてい
ます。



- 4 -（了）

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

残念ながら、道は今、小規模振興条例も現在見直し
中ですが、理念条例であり、具体的にこうしたところ
に道が取り組んでいくということには全く言及すると
ころになっていません。
少なくとも、省エネ・新エネ促進行動計画には、し

っかりこの人材育成を、道として行うべきものとして、
具体的に位置づけるべきと考えますが、所見を伺いま
す。

（広田委員）
抽象的なお話でありまして、道としても色々と地道

に現行法制度の中で取り組んでいるということは理解
はしているつもりですが、地道にやるのであれば、例
えば、私は電気主任技術者というところを、新エネル
ギー発電事業者の方々などから聞き取りをさせていた
だいたわけですけども、道として、具体的にどういう
資格、どういう人材が必要なのかということを、具体
的にちゃんとリストアップした上で、それが他の小規
模振興条例だとか色々な産業振興施策などに整合性を
もってリンクしていかないと本物にならないと思うの
です。そこをもう少し、人材育成の部分のところを、
地方が主体となると言わずに、道としてしっかり取り
組むべきだと、それが広域自治体の道としてやれるこ
とではないかと思いますので、そこも強く検討をお願
いをしたいと思います。


