
【議事概要】第 14 回北海道地域エネルギー・温暖化対策推進会議 

 

日 時：令和２年１月 16 日（木）14:00～16:30 

場 所：北海道経済産業局 第１会議室 

（札幌市北区北８条西２丁目 札幌第１合同庁舎６階） 

 

１．開会 司会：環境省北海道地方環境事務所 保科環境対策課長 

 

２．挨拶 環境省北海道地方環境事務所 三村所長 

 

３．議事 

 （１）国からの情報提供 

①エネルギー政策の方向性 

    経済産業省資源エネルギー庁 長官官房 総務課 戦略企画室 総括係長 蟹江 優  

    資料１－１により説明 

 

②COP25 の結果を含めた世界的な脱炭素化の潮流と今後の温暖化対策 

環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 係長 水島 大輝 

資料１－２により説明 

 

③ZEB に対する環境省の支援策について 

   環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 係長 多田 悠人 

   資料１－３により説明 

 

④意見交換 

 

NPO 法人北海道グリーンファンド 小林氏 

・日本の民間企業では脱炭素経営の取り組みが広がってきているとの環境省の説明があ

った。昨年 10 月に東京大学の高村ゆかり先生をお招きして講演会を開催したが、道内で

RE100 に登録されたコープ札幌にも来ていただいた。地元の生協さんが脱炭素経営に取

り組んでいるということで、大きな期待感を持ったところ。 

・一方では、我が国は前回の COP と同様、今回も化石賞を受賞した、脱炭素というに

ついて、国においてはなかなか道筋が見えてきていないと感じた 

・エネルギーミックスにおいても、石炭火力発電がある程度見込まれていて、これは前

回から数字が変わっていない。気候変動による危機が言われている中で、次の変更の時

には是非この数字を本気で見直していただきたい。 



・原発への依存度について、新増設をしないと達成できないような数字となっている。私

たち市民も、逃げることなく原発、原子力廃棄物のことについて、日本全体のこととして

真剣に考えないといけない。 

・特に回答を求めているわけではない。意見として述べさせていただいた。 

 

資源エネルギー庁 蟹江総括係長 

・世界的にも石炭火力に対する目線はかなり厳しい、日本でどういった対策を取れるか、

引き続き検討していく必要がある。石炭火力を使ったとしても CO2 を出さない、排出した

CO2 を、たとえば CCS という形で地中に埋めるとか、その CO2 を資源として活用して化

学品を作ったりとか、そういった取り組みというものも、あらゆる選択肢の一つとして取

り組んでいるところ。現状この段階で石炭火力発電をやめるといったことは適当でないと

いうと考えている。 

・原子力についてご指摘いただいたが、現時点では原発の新増設ということは想定してい

ない。現時点においては安全最優先の再稼働を進めていくことによって国民の理解を得て

いくことが、まずは重要であると考えている。 

 

近久議長 

・2030 年から 2050 年はどうするのか、2050 年のビジョンを達成するというのはどうして

も見えてこない。その辺、少しは解析したり省内でいろんな検討はされているのか、されて

いないのか、説明をお願いする。 

 

環境省 水島係長 

  ・2030 年 26%というのは、地球温暖化対策計画あるいはエネルギーミックスに基づき、積

み上げていけば達成できるという数値である。2050 年の目標、あるいは脱炭素というのは、

全然次元が違う話だと考える。2050 年 80%減らすにはどうしたらいいか、資源エネルギー

学会などにおいて、電源構成をどうするか、エネルギー構成をどうするか、シミュレーシ

ョン等されているところである。 

・シミュレーションでは、たとえば 2050 年 80%削減を実現するためには、もう化石燃料は

CO2 を出す形では燃やせないとか、CCS とか CCU、そういうものを本当に実現して、少

なくとも発電に伴う CO2 をゼロにした上で、あとどうしてもゼロにできない部分をどう減

らしていくのか、といったような非常に難しいハードルがある。 

・現時点では、これが実現すれば、長期目標を達成できるというものはないが、ご批判はあ

るが、非連続のイノベーションというものが大事だと考える。たとえば CO2 を材料として

使う、本当にそんなことが実現できるのか、現時点では技術的に難しいし、コスト面で他

の製品に比べると数倍、数十倍、数百倍になるような製品が本当に普及するのかという課

題もあるが、それを本当に実現していかないと、2050 年、あるいはその先の長期目標を達

成できないので、どう実現していくかということを検討し始めているところである。 



・2050 年、その先の脱炭素に向けたイノベーションをどう進め、それによってどのくらい

削減していくかということを、まさに革新的環境イノベーション戦略というものを、いま

政府全体で検討している。各省それぞれで 2050 年とかその先の、そもそも日本の社会、あ

るいは産業構造がどうなっているかということを議論し始めているところである。今後ま

とまった段階で政府から発信できればと考えている。 

 

近久議長 

・ありがとうございます。一応省内、省庁をまたいでも検討されているということであっ

た。私も資源エネルギー学会等の場でそういう分析をいろいろしている。今までの延長の

ような概念では無理だろうと考えている。では、延長でないものをどうするのかというと、

まず見方を大きく変える必要がある。 

・われわれ市民が再生可能エネルギーを含めた低 CO2 技術に支出するお金は高いかもしれ

ないが、国内でお金が循環し、それが何らかの雇用につながるのだということにこれから

は目を向けるべきであろう。さらに、日本がそうした新しいことに積極的にチャレンジし

ていくと、その先に世界で将来の低 CO2 ビジネスをリードできるものと考える。そういう

発想を持たないと、いつまでも後手後手に回ってしまう。今後、行政にはそのような視点

を持ってさらに頑張っていただきたいというのが私からのコメントである。 

・電力部門の低 CO2 化が進むと民生部門からの CO2 は自ずと下がっていき、ゼロエミッ

ションビルなどというものも出来るのだと思う。ただ、低 CO2 化出来ないで最後まで残る

のがたとえば製鉄等の産業部門と、長距離バス･トラックとか船とかを含む運輸部門である。

そういったところからの CO2 というものは新しい技術導入をしなければ、どうしても残っ

て来る。検討いただきたい。 

 

（２）構成機関等からの情報提供 

   本日の話題～北海道 環境生活部 環境局 気候変動対策課 

北海道環境生活部 気候変動対策担当局長 阿部 淳氏 

   資料２－１により説明 

 

苫小牧における CCS 大規模実証試験 

   日本 CCS 調査株式会社 常務取締役 今井 英貴氏 

   資料２－２により説明 

 

（３）事務局からの情報提供 

    環境省北海道地方環境事務所  

資料３－１により説明 

    経済産業省北海道経済産業局 資料 

    資料３－２及び資料３－３により説明 



（４）意見交換 

 

近久議長 

   ・北海道地方環境事務所の資料で、世帯数が増えているとすれば、一世帯当たりの CO2

排出量はもっと下がってもいいのではないかと考える。これはどういうことか。 

 

北海道地方環境事務所 加藤 

  ・その辺の分析は、出来ていないが、灯油を使うという文化が北海道においてはかなり強

く根付いているということが、原因ではないかと考えている。 

 

 

近久議長 

・世帯じゃなくて人数で割るならば理解できるのだが、世帯で割るとこうなるのかなと多

少疑問を持ったので質問をした。 

・CCS の話などを聞くと、やはり炭素税などのインセンティブは必要という感じを受けた。 

・ご質問があまりないようなので、若い方のご意見を頂戴したい。三井さん、何かござい

ますか。 

 

北星学園大学(学生) 三井氏 

・去年の 8 月から災害のボランティア活動を始めた。大学に入って、自分のやりたいこと

を見つけたなというのがすごく嬉しかった。今回この会議でも災害のこととか、関連した

様々な話が聴けて、本日の会議への参加は大変有意義であった。 

 

近久議長 

 ・他にご意見、ご質問をお願いする。 

 

北海道トラック協会 西原氏 

・現在、トラック協会では、軽油を燃料として大量に使っている。一時は、北海道の苫小

牧の勇払地区で天然ガスが採れるので、CNG のトラックを導入した。災害時には、600

台くらいになったが、その後、どんどん減り 400 台程度となった。さらに減り、動いてい

るのが 370 台ぐらいの数字である。 

・それに代わるものとして、日本で LNG のトラックをいま開発しているように聞いてい

るが、それらの動きなどが分かりましたら教えていただきたい。LNG になりますと航続

距離がぐっと延びると聞いている。CNG については、北海道でガスが採れるので、天然

ガスで環境に優しいということで導入したが、北海道ではもう平成 25 年ぐらいから、枯

渇するということでストップされたが、全道的にもスタンドも出来ないし、今は旭川も止

められた。残っているのは札幌だけである、そんな状態なものだから、LNG の将来の展



望などをお伺いしたい。 

 

資源エネルギー庁 蟹江係長 

・直接の担当ではないので、LNG トラックに関する動向については、持ち帰り担当課に

連絡させていただき、説明したい。 

・LNG については、IEA であるとか、そういった機関が 2040 年に向けた展望を出してい

る。いずれの展望も長期的に観て、クリーンな燃料なので、消費量は増加していくという

傾向にあると分析している。LNG については、非常に有望な燃料ではないかと答えさせ

ていただく。 

 

 

近久議長 

・自動車関連の研究もしているのでその視点からコメントすると、中間的にそういった技

術が入ってくる可能性はあるが、LNG のステーションを用意するというのは、かなりイン

フラ形成に時間がかかる。一方、2050 年などの長い将来を見通すと、むしろ水素を利用し

た燃料電池がトラック、バスのようなものに入って来るのではと考える。数日前、いすゞ

自動車とホンダがその関連の連携をして技術開発を進めていくというような発表があった。

やはり王道はそちらの方を目指すことになろうと想像する。 

 

北副議長 

・今日は貴重なお話をいただいた。エネ庁と環境省の担当者からは、エネルギーシステム

の強靱化、あるいは再生可能エネルギーの主力電源化というお話をいただいた。また、環

境省からは CO2 の排出量をいかに抑制していくかという具体的な対策について、取り組み

についてお話をいただいた。 

・日本全体で是非とも取り組まなくてはならない課題であると同時に、北海道も相当貢献

できる課題だと考える。北海道は再エネの宝庫であると同時に、胆振東部地震のブラック

アウトを経験して、道民がインフラの強化、強靱化ということに対して非常に意識が高い。

北海道がどういうふうな形でわが国の課題に貢献できるかということを考えていかなけら

ばならないということを強く感じた。 

・北海道は再エネが豊富だとはいっても、やはり需要が少ないので、その供給量と需要と

のアンバランスをいかに解消していくかということも含めて考えていかなくてはならない。

北海道ならではの、技術開発、イノベーションをやっていくことが日本全体への貢献につ

ながっていくと考える。 

・電源側で言いますと、当然再エネがたくさん入ってくるが、再エネそのものの制御性を

もっと高める技術はどうあるべきか、風力なんかは今、いろんな技術開発がなされている。

蓄電池と組み合わせることで制御性が向上する。それはまさに再エネの主力電源化という

ことにもつながってくることなので、電源側でいうと、制御性の向上ということを今後や



っていく必要があると考える。 

・インフラについては、やはり需要が少ないので脆弱であるというのが北海道の特徴だが、

強靱化ということとからめて強化していくということが重要であると考える。その際、地

域間の連系線だけではなく、地外の送電線の増強、またあるいは地域の需要と地域の電源

とがうまくバランスするような、先ほど地域共生圏の話があったが、そのような観点から

インフラのあり方はどうあるべきなのかということを検討していくのが、北海道ならでは

の取り組みであると考える。 

・需要が少ないということであれば、需要をもっと増やしていく取り組みはどうあるべきか、

灯油需要が多いということであれば、それをいかに電化していくか、そのためにどのような

補助事業が望ましいのか、どんなインセンティブを与えるのが望ましいのかということを考

えていかなければならない。 

・電化でなくて水素化、水素需要というものをいかに掘り起こしていくかというような観点

で考えていくのが、北海道ならではの取り組みなのではないかと考えている。電源、インフ

ラ、需要、それぞれに対して北海道ならではの取り組みを進めていくことが、結局はわが国

の課題解決に貢献する道であると今回強く感じた。 

 

近久議長 

・低炭素化の問題というのは、国のリーダーシップにほとんど依存していると考える。効果

があるものとしては炭素税とか FIT とか、いろんな仕組みが今までも提案されて、それなり

の効果を産んで来てはいるけれども、こうした機能をさらに推進できるように国のリーダー

シップをしっかり発揮していただきたいと考える。 

・従来の発想では限界がある。今までは、お金がかかるようになると経済発展に支障が生じ

て足かせになると考えていた。こらからはむしろ、ある程度お金がかかっても、逆にイノベ

ーションなり、経済活性化につながっていくのだという視点が必要である。低 CO2 につなが

る新しい産業を産むことによって、雇用も増えていくものと考える。なぜなら、日本から海

外に出て行く燃料代は明らかに少なくなっていくわけであり、そのお金が国内で循環するこ

とになるからである。そのような新たな見方を導入しながら、行政のリーダーシップを発揮

していただきたい。 

・電力とかエネルギー消費のパイは変わらない。パイが変わらない中で低 CO2 の構成に変え

ていかなければならない。ビジネスとしては従来以上に儲かるものではないなかで、電力事

業者と再生可能エネルギー事業者をただ単に競わせて、同じパイを奪い合わせるような政策

では駄目だと考える。電力事業者が再生可能エネルギービジネスを新たに展開していくよう

に誘導する視点もこれからは必要であろう。 

・これは誰が考えても駄目だろうということに惑わされてほしくない。たとえば、先ほど CO2

を資源化するというお話があったが、そんな発想が世界でぽつぽつ出てきたりする。ところが、

CO2 はエネルギーを取り出して出て来たゴミみたいなものなので、それをまたエネルギーの原

料にするには取り出した以上のエネルギーを投入しないと戻らないのは明らかである。そんな



当たり前のことが、結構インテリの間でも検討されていたりする。こうしたことに惑わされな

い最適なビジョンというものを選択していただきたい。ちょっと僭越な感じのするコメントで

あるが、ご容赦いただきたい。 

 

４．閉会 

 


