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1. はじめに 

気候変動に関する国際的な枠組みである「パリ協定」が 2016 年に発効して以

来、世界全体で脱炭素化に向けた動きが加速しています。 

2050 年までのカーボンニュートラル実現にコミットした国は 〇か国（〇年〇月

時点）を超え、世界の ESG 投資は〇〇兆円まで増えています。2021 年６月に国が

策定した「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（以下「国のグ

リーン成長戦略」という。）においては、成長が期待される産業（14 分野）におい

て、2050 年に約 290 兆円、約 1,800 万人の経済効果・雇用効果を見込まれていま

す。 

本市では、2020 年 10 月に「2050 年ゼロカーボンシティ」を宣言し、2021 年８

月には「北九州市地球温暖化対策実行計画」を策定し、2050 年カーボンニュート

ラル、2030 年度までに温室効果ガス 47％以上削減（2013 年度比）という目標を掲

げています。 

脱炭素化に向けた急激な社会変化は、経済活動のルールチェンジです。産業都市

である本市としては、デジタル技術や新たなビジネスモデルを積極的に取り入れな

がら、既存の無駄（スラック）を富（価値）に替え、それらを原資として脱炭素化

を図り、競争優位性を獲得しながら成長していくことが必要です。そのためには、

IoT や AI による最適化・需給マッチングなどのデジタル化を推進し、デジタル・

トランスフォーメーション（DX）によるビジネスモデルの変革を起していくことも

重要です。 

一方で、2050 年のカーボンニュートラルの実現に向けては、技術開発の状況や

技術革新の可能性に加えて、世界情勢の変化など不確実性と不透明性が伴うである

ため、地域の実情に応じて、様々な選択肢を議論しておくことが必要です。 

本戦略では、本市が目指す 2050 年のゼロカーボンシティの実現を見据えた、環

境と経済の好循環による新たな成長の在り方を示すとともに、その成長に向けた取

組みやその道筋を具体化し、産学官で協働して総合的かつ戦略的に取組みを推進す

ることで、新たな産業の創出や企業の競争力強化に繋がる脱炭素化（GX：グリーン

トランスフォーメーション）を目指します。 

（第 6 回 ADB までに、注釈にて、文章や専門用語の補足説明を追記） 
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2. 北九州市のグリーン成長に向けた機会と脅威 

機会 

国のグリーン成長戦略では、成長が期待される産業（14 分野）について目

標やロードマップが設定されており、戦略全体では、2050 年に約 290 兆円、

約 1,800 万人の経済効果・雇用効果が見込まれています。また、国の「地域

脱炭素ロードマップ」では、今後５年間を集中期間として、政策を総動員

し、2030 年度までに少なくとも 100 か所の「脱炭素先行地域」を創出すると

しています。 

第 6 次エネルギー基本計画（2021 年 10 月閣議決定）では、再エネを主力

電源として最優先に導入する原則の下で最大限の導入に取り組み、2030 年度

の電源構成における再エネ比率を 36～38%にする目標が提示されました。 

2021 年 5 月には地球温暖化対策推進法が改正され、再エネを活用した事業

（地域脱炭素化促進事業）の対象となる促進区域を指定することが、市町村

の努力義務となりました。また、再エネ活用事業の認定制度が創設され、関

係法令の手続ワンストップ化を可能にするなど、円滑な合意形成による再エ

ネの導入を促進する仕組みが整備されました。 

昨今、金融機関は、環境負荷の大きな産業向けの投融資からの撤退（ダイ

ベストメント）を次々と標榜する一方で、環境分野を筆頭にサステナブルな

社会の構築に資する取組みへの投融資を積極化しています。そのため、企業

による気候変動への対応が、企業価値において重要な情報として投資家の間

で認識されるようになっています。 

例えば、金融安定理事会（FSB）は「気候関連財務情報開示タスクフォー

ス（TCFD）」を設置し、企業の気候変動対応に関する情報開示を推進してい

ます。また、欧州においては、企業の経済活動について環境面でサステナブ

ルかを分類する「EU タクソノミー」が法制化され、これをもとにファイナン

ス基準を明確化しています。さらに、省エネやエネルギー転換といった「移

行」に焦点を当てた「トランジション・ファイナンス」の必要性も認識さ

れ、国内では多排出産業向けロードマップ等の作成が行われています。 
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製造、利用、廃棄という従来の直線的（リニア）なバリューチェーンで

は、資産の稼働率・利用率などの観点では非効率な仕組みです。サーキュラ

ー・エコノミーは、無駄（スラック）を富（価値）に替え、再生と利益創造

の循環を生む新たな成長モデルとされ、既存資産の潜在価値の最大化を図

り、マネタイズの最大化と持続的な利益創造を実現するものです。 

サーキュラー・エコノミーを実現するには、従来のリニア・エコノミーと

は異なった新しいビジネスモデルを採用する必要があります。また、その新

しいビジネスモデルを推進するためにデジタル技術は必須となります。 

例えば、使用（Use）の段階では、製品のシェアリングや、製品そのもの

を所有するのではなく「機能」を受け取る「製品のサービス化」などといっ

たビジネスモデルが考えられます。ここでも顧客接点のデジタル化や IoT を

利用した製品メンテナンス、AI で需要と供給のマッチングなどを行うことが

考えられます。また、製品のサービス化にはレンタルやリース契約といった

従来のビジネスモデル以外に、「製品の利用量に応じて料金を徴収する」と

いうサブスクリプション形式に近い新しいビジネスモデルも提案されていま

す。これは、利用者は利用量に応じてメンテナンス費用を含めた利用料金を

メーカーに支払うというシステムで、タイヤ、照明器具、お掃除ロボット、

エアコンなどのメーカーで先例があります。メーカーは利用状況・製品状態

を IoT センサから収集し、修理・メンテナンス・不用品回収までを一手に行

います。つまり、利用者は製品を「所有」することなく、その「機能」を利

用することができます。 

このように、デジタル・トランスフォーメーション（DX）によるビジネス

モデルの変革は、サーキュラー・エコノミー実現のための最も重要なキーポ

イントのひとつとなります。 

4 つの無駄 例 
①キャパシティの無駄 
（製品、物流） 

・十分に利用されていない、または
未使用の製品と資産 

②ライフサイクルの無駄 
（マーケティング＆セールス、利用）

・耐用年数が過ぎる前に廃止される
使用可能な製品 

③潜在価値の無駄 
（利用、使用済み製品のリサイクル、
リバースロジスティクス） 

・廃棄製品から回収・再利用されな
い部品、原材料、エネルギー 

④資源の無駄 
（リバースロジスティクス、デザイ
ン＆調達） 

・継続的に再生できない原材料やエ
ネルギー 

図表 2-1 新たなの富（価値）を生む４つの無駄
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ビジネスモデル 具体例 

サーキュラー型のサプライチェー

ン 

再生可能エネルギー、バイオ素材、リサ

イクル可能な製品 

製品寿命の延長 修理、加工、アップグレード、再販によ

う製品寿命の延長 

シェアリングプラットフォーム 使用、アクセス、所有の共同モデルを通

じた使用率の向上 

回収とリサイクル 使用可能な資源またはエネルギーを廃

棄物または副産物の回収 

ＰａａＳ（サービスとしての製品） 資源生産性と高めるために、生産者が

製品を保有したまま製品の利用を提供 

脅威 

近年、企業が国際競争力を向上させるためには、自社の CO2 排出量だけで

なく、原材料調達・製造・物流・販売・廃棄といったサプライチェーン全体

で排出量を削減することが求められており、取引先や物流も含めた CO2 排出

量の削減目標を設定する企業も増えています。 

国内の他地域よりも再エネの導入量が多い九州では、再エネの出力抑制が

発生しています。国の検討会では、九州本土における 2018 年度の出力制御

日数は年間 26 日、2019 年度は年間 74 日と報告され、また、2021 年度の出

力制御見通しは 4.6％とされています。脱炭素社会の実現に向けては、需要

と供給のマネジメント等によって、再エネを最大限に活用する取組みが求め

られます。 

2050 年のカーボンニュートラルに向けた取組みを進めていくには、技術開

発の状況や技術革新の可能性に加えて、世界情勢の変化など不確実性と不透

明性が伴うであるため、様々な選択肢を議論しておくことが重要であるとと

もに、最新の技術動向や世界情勢などを踏まえて不断の見直しを行いなが

ら、変化に柔軟に対応し各取組みを進めていくことが求められます。 

図表 2-2 サーキュラー・エコノミーの観点を踏まえた５つのビジネスモデル
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3. 北九州市の産業の現状とグリーン成長に向けた課題 

ものづくりを中心とした産業集積 

本市の市内総生産（名目）は約 3.7 兆円であり、このうち、製造業の占める

割合が約２割となっています。 

特に、鉄鋼や化学などの素材産業、金属や機械などの加工組立産業を中心

に、ものづくり産業の集積が形成されており、運輸・倉庫、プラント設計、メ

ンテナンスなどの関連産業も集積しています。また、近年では、自動車関連企

業の立地や地場企業による自動車産業への参入が進んでいます。 

ものづくり産業の集積は本市の産業の強みである一方、脱炭素化にあたって

は様々なハードルが存在します。特に電化が困難な高温の熱需要や物流の燃料

需要を賄う方策が必要不可欠です。また、イノベーションを創出するための産

官学の連携、資金調達、人材育成に係る環境整備が求められています。 

サプライチェーンを支える中小企業・ニッチトップ中小企業 

市内事業所の 99％が中小・小規模企業であり、従業員数では全体の 78％を

占めます。今後、サプライチェーン全体での脱炭素化が求められる中、サプラ

イヤーとしての中小企業の脱炭素化は、企業の競争力強化に必要不可欠です。 

また、市の中核となるニッチトップ、グローバルニッチトップの中小企業の

さらなる成長に向けても、脱炭素経営への転換を図っていくことが重要です。 



9 

4. グリーン成長に向けた北九州市のポテンシャル 

再生可能エネルギーの集積、北部九州のエネルギー拠点 

本市は、地域エネルギー拠点化推進事として、若松区響灘地区を中心に再エ

ネ発電所の集積を図るとともに、これらの電力を公共施設や市内の中小企業に

安定的かつ価格を抑えて供給するために、地域エネルギー会社「㈱北九州パワ

ー」を設立しました。その結果、市内の再エネ導入量は、太陽光発電、風力発

電、バイオマス発電を中心に約 41 万 8 千 kW（2021 年 3 月末現在）で、政令指

定都市第 2 位となっています。加えて、同地区では洋上風力発電所の建設が予

定されているとともに、北九州港は、国土交通省より、西日本で唯一の海洋再

生可能エネルギー発電設備等拠点港湾（基地港湾）として指定されており、風

力発電関連産業の集積が期待されています。 

水素についても、八幡東区東田地区における「北九州水素タウン実証・PR事

業」や地域の再エネを活用して CO2 フリー水素を製造する実証事業（2020～

2022 年度（予定））などにも取り組んでいます。 

また、若松区響灘地区には、北部九州の需要に応える LNG 基地が立地してい

るとともに、今後、LNG 火力発電所を建設する計画もあります。 

このように、本市は、北部九州の重要なエネルギー供給拠点であり、また、

脱炭素化を牽引する地域となっています。 

産学官連携の推進と人材育成 

複数の大学や企業が拠点を構える北九州学術研究都市では、環境技術・情報

技術の分野を中心にした研究が展開され、北九州産業学術推進機構のコーディ

ネートによる積極的な産学官連携と研究成果の事業化が進められています。 

また、北九州市内には、九州工業大学、北九州市立大学、北九州工業高等専

門学校をはじめ、グリーン産業で活躍が期待される人材を育成するための土壌

があります。 

充実した陸・海・空の物流インフラ 

充実した陸・海・空の物流基盤があることも、本市の強みの一つです。九州

と本州の結節点に位置する本市は、本州、東九州、西九州の３方向に伸びる陸

上アクセス網が発達しています。また、瀬戸内海と日本海に面した東西 2 つの

コンテナターミナルのほか、フェリー・RORO 船（貨物やトラックを運ぶ船）、

在来船に対応する多彩な港湾施設、24 時間運用可能な海上空港や鉄道貨物ター

ミナルなど、陸・海・空の物流インフラが充実しています。 

更に、フェリーターミナルやコンテナターミナル周辺には、企業の物流セン
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ターや倉庫が集積しています。 

災害の少なさ 

本市は自然災害の被害が少ない地域であり、特に経済活動に大きな影響を与

える地震については、市内を通っている小倉東断層と福智山断層帯では、歴史

時代に発生した確かな被害地震は知られていません。太平洋側に立地する都市

と比較しても地震の発生確率が低く、国内主要都市の中で地震の被害が起こり

にくい都市の 1つと言えます。また、風水害リスクについても、大規模被害は

過去 60 年以上発生していません。このように、災害が少ないという本市の特

徴は、企業の拠点立地に適した土地であると言えます。 

環境国際協力を通じたアジア諸都市とのネットワークの形成 

これまで蓄積してきた技術・研究成果をもとに、アジア新興国をはじめとす

る海外マーケットでの事業展開を目指す企業を支援するとともに、諸外国の新

たな需要を積極的に国内に取り込むことによって、国際競争力のある産業の育

成・集積を推進しています。本市では、公害克服で蓄積した技術やノウハウの

アジア諸都市への展開等を通じて、環境国際協力に取り組み、アジア諸都市と

のネットワークを形成してきました。また、アジア低炭素化センターを中心

に、海外での環境国際ビジネスの展開を図る市内企業等を支援することによ

り、環境産業の育成や国際ビジネスの拡大を進めています。 
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5. 本戦略の基本的事項 

戦略の性格 

「北九州市地球温暖化対策実行計画」（2021 年 8 月）を推進するためのアク

ションプランです。同計画に掲げる環境と経済の好循環による 2050 年ゼロカ

ーボンシティに向けた取組みの柱である「エネルギーの脱炭素化」と「イノベ

ーションの推進」について、本戦略の推進を通じて実行性を高めるものです。 

期間 

2021 年度～2030 年度（10 年間） 

6. 北九州市が目指すべき姿と行動指針 

戦略の意義 

世界経済や国内の動向を踏まえ、今後、「北九州市」をどのよう成長させる

べきかという視点から目的（ミッション）を定めるとともに、その実現に向け

た目指すべき姿（ビジョン）と、取組みの観点として３つの行動指針（バリュ

ー）を示すことで、本市にける環境と経済の好循環による新たな成長の在り方

を示す。 

目的（ミッション） 

脱炭素というルールチェンジの中で産業の競争力と都市の魅力を高める 

目指すべき姿（ビジョン） 

環境と経済の好循環による「2050 年ゼロカーボンシティ」  

３つの行動指針（バリュー：３Ｃ） 

サーキュラー・エコノミーの概念のもと、DX 推進を通じてビジネスモデル

の変革し、新たな価値を創出 

戦略的な産官学の連携・協働により、地域のあらゆる資源をイノベーショ

ン創出や人材育成の源泉に変換 

脱炭素化は経済活動のルールチェンジと捉え、新たな成長に向けた機会と

して生かして、積極的に挑戦 
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7. グリーン成長に向けた基本戦略と重点施策 

基本戦略について 

本市の強みや課題などを踏まえ、環境と経済の好循環による新たな成長に向

けた基本戦略を定めて、施策の推進を図ります。 

重点施策について 

基本戦略のもと、国の「グリーン成長戦略」に掲げる 14 の重要分野につい

て、本市のポテンシャルから、今後、市内で成長が期待される分野を整理し、

それらを踏まえて、脱炭素電力を安定的に利用できる仕組みづくりや、電化が

困難な産業プロセス等における水素利活用など、次の重点施策に取り組みます

（図 7－1）。 

また、重点施策について、エネルギー種の違いや技術の確立状況を踏まえ、

「脱炭素電力」と「水素」に再構築を図り、より効果的に取組みを進めます。 

図表 6-1 北九州市が目指すべき姿と行動指針



13 

脱炭素電力を安定的に利用できる仕組みづくり  

国による再エネ主力電源化の動きなどを踏まえ、風力発電や自家消費型

太陽光発電等の再エネ最大導入を図るとともに、EＶ、蓄電池の活用によ

り出力制御を低減しつつ、市内で発電された再エネ電力を安定供給する仕

組みを構築します。 

電化が困難な産業プロセス等における水素利活用  

産業都市である本市の課題である産業・運輸部門における電化が困難な

高温需要などの脱炭素化に向けて、メタネーションによるカーボンニュー

トラルメタンの供給や海外水素・再エネ水素の供給拠点化などを通じて段

階的な需要拡大を図り、2050 年には経済性の高い水素の供給を目指しま

す。 

脱炭素電力推進による産業振興、既存産業の競争力強化  

西日本で唯一の港湾法に基づく基地港湾の優位性を活かし、洋上風力発

電関連産業の総合拠点化や、サーキュラー・エコノミーの観点を取り入れ

た PV・蓄電池リユース・リサイクルシステムの構築を通じて、新たな産

業として経済活性化及び雇用創出に繋げるとともに、自動車関連やニッチ

トップメーカーなど地元の中小企業の脱炭素経営を支援し、サプライチェ

ーン全体の脱炭素化に向けて優位性を確保することで既存産業の競争力強

化に繋げます。 

先進技術を活用した水素ゼロカーボン物流  

サプライチェーンにおける物流の脱炭素化に向けて、充実した陸・海・

空の物流インフラを活かし、近距離輸送においては EV を活用しつつ、電

化が困難な長距離輸送における FC トラック等の活用など新たな産業の創

出を目指すとともに、自動運転等の先端技術を積極的な導入を促し、FC

トラック等の長距離輸送の一拠点として優位性を確保することで物流産業

の競争力強化に繋げます。 

脱炭素関連事業創出に繋がるプラットフォームの整備 

これまでの知見・経験や既存のプラットフォームを最大限に生かして、
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脱炭素分野における新たなプラットフォームの構築など支援体制の充実を

図り、これまで以上に企業間や産学官の連携強化を進めることで、脱炭素

関連事業の創出を促します。 

公的資金の有効活用及び民間資金獲得に向けた伴走支援 

世界の金融や投融資の潮流を踏まえ、研究開発、実証、社会実装といっ

たフェーズに応じた国・市の資金の活用促進による切れ目のない支援や、

地元金融機関と連携した資金獲得に向けた市内企業の伴走支援等を進め、

イノベーションの社会実装や海外展開に後押ししていきます。 

脱炭素社会を推進する人材育成・獲得 

産学官で連携した人材マッチングや働き方改革を踏まえた新たな採用の

制度づくり、術とビジネスの観点を併せもつ高度人材育成などを通じて、

市内における脱炭素分野を担う技人材の育成及び戦略的な確保に取り組み

ます。 

成長を続けるアジアを中心に、環境国際協力を通じて『環境と経済の好循

環』を実現する「北九州モデル」を広く展開するとともに、海外マーケット

の獲得を目指す。 

図 7-1 北九州市の基本戦略と重点施策
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8. 脱炭素電力推進拠点都市 

2050 年に目指す姿 

2050 年のカーボンニュートラル実現に向けて、国は 2050 年の発電量の 50

～60%を再生可能エネルギーにより賄うことを、一つの参考値として示して

います。 

太陽光発電や陸上風力発電の導入拡大に伴い陸上の再エネ適地が減少して

いる中、カーボンニュートラル実現のためには洋上風力発電に期待がかかっ

ています。第 6次エネルギー基本計画では、2030 年度の導入水準として、陸

上風力発電 17.9 GW、洋上風力発電 5.7 GW が示されています（野心的水

準）。また「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」が 2020 年 12

月に示した「洋上風力産業ビジョン（第 1次）」では、洋上風力発電につい

て 2030 年までに約 1,000 万 kW、2040 年までに約 3,000～4,500 万 kW の案件

を形成していくことが目標として掲げられています。このうち九州において

は 2030 年に 298 万 kW、2040 年には 775～1190 万 kW の導入イメージとなっ

ております。 

国内外における脱炭素化の潮流と、これに伴う再エネに対する世界的ニー

ズの高まりを背景に、本市は脱炭素電力の推進拠点都市として、太陽光発

電・蓄電池及び洋上風力発電に着眼して新規産業を開発するとともに、潤沢

な再エネ電力供給を実現することで域内メーカーの企業競争力向上を図りま

す。 

一般に再エネ電力の普及拡大にあたっては、そのコストの高さが障害とし

て指摘されていますが、発電設備の供給基盤を市内の産業として整備するこ

とにより、地域経済の活性化に寄与するだけでなく、再エネ電力のコスト低

減に結び付けていきます。 

例えば太陽光発電・蓄電池については、いわゆる第三者所有モデルと呼ば

れる手法が注目されています。これは、電力の需要家ではなく電力会社等が

工場等に太陽光パネル・蓄電池等を設置した上で、電力の需要家が電気料金

を支払って発電された電力の供給を受ける形態を指し、電力需要家にとって

は太陽光パネル・蓄電池の設置費用が不要となります。10 年程度経過後はパ

ネル・蓄電池の無償譲渡を受けるケースも多く、太陽光パネル・蓄電池を長

期に設置できる需要家にとってはメリットが大きいと言われています。 

本市では、㈱北九州パワーが域内の需要家を対象に第三者所有モデルによ

る電力供給事業を進めるとともに、リユース蓄電池を用いてコスト上昇を抑



16 

えた再エネ電力供給を実現するため、中古の車載電池のリユース・リサイク

ル事業を並行して立ち上げ、リユース蓄電池の安定的な確保を図ります。 

洋上風力発電については、本市の響灘が 2020 年 9 月に港湾法に基づく洋

上風力の基地港湾として西日本で唯一指定されたことの優位性を活かして、

関連産業の集積を図るとともに、港湾や周辺海域の電源立地を迅速に進め、

開発期間の短縮と開発コストの低減を図ります。 

具体的には、風力関連産業の総合拠点化として、港湾区域に大規模の洋上

ウインドファームを建設するとともに、港湾に風車積出基地、輸出/移出入

拠点、O＆M 拠点、産業拠点を整備します。また、これらの総合拠点化を支え

る人材として、地元の学生を中心とした人材確保にも取り組みます。電源立

地の迅速化に向けては、環境保全とスピード感が両立した電源開発プロセス

を国に提案することも視野に入れます。 

なお、2030 年の再エネ導入量は、現時点で設置が予定されている発電所に

基づき約 21.3 億～23.8 億 kWh/年と想定しています。これは市内の需要量

（113.5 億 kWh/年）の 2 割程度に過ぎません。このため、短期的にはニーズ

が特に強い企業に対して優先的に再エネ電力を供給する仕組みを設けること

を検討しています。 

図表 ― 北九州市内の 2030 年の再エネ導入見込量 

経済性の高い脱炭素電力を安定的に利用できる仕組みづくり 

取組みの背景 

2021 年 10 月には第 6 次エネルギー基本計画が閣議決定され、2030 年度の

電源構成における再エネ比率を 36～38%にする目標が提示され、本目標の達

成に向けて、国においては再エネの導入促進に向けた環境整備が進められて

います。 

一方で、再エネの導入が進んでいる九州においては、電力需要を上回る発

電を避けるため、再エネの出力制御が行われている状況です。これは、再エ
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ネの導入促進とは相反する状況であり、出力制御低減に向けた施策を含め、

再エネのさらなる導入拡大を実現するための施策を強化する必要がありま

す。 

また、市内民間企業とのヒアリングやアンケート結果から再エネ 100％電

力※に興味がある又はその導入を求められている企業が多いことも分かって

います。ニーズも含めて再エネ導入促進と再エネ 100％電力の導入を紐づけ

る施策が必要です。 

※再エネ 100％電力とは、施設で使用する電力のうち、まず自家消費型太陽

光発電でまかない、不足分については再エネ発電所の電力＋非化石証書を

組み合わせて利用するものです。 

図表 ―再エネ 100％電力供給のイメージ図 

2030 年までのアクションプラン 

国の動きを踏まえ、北九州市においても再エネ導入加速化に向けた取組み

を強化するため、民間と協力し、以下の取組みを推進します。 

1 点目は、民間による事業化検討を支援するため、再エネ導入ポテンシャ

ルの見える化に取り組みます。具体的には、地理情報システムを利用した日

射量ポテンシャルマップを作成し、豊富な年間日射量と一定以上の面積を確

保できる屋根面や土地など、適地の見える化を図ります。 

2 点目は、改正地球温暖化対策推進法に基づき、地域の再エネを活用した

脱炭素化を促進する事業（地域脱炭素化促進事業）を実施する促進区域の指

定に取り組みます。具体的には、北九州市単独ではなく、脱炭素社会の実現

を含め、「経済成長のけん引」「高次都市機能の集積・強化」「生活関連機能

サービスの向上」の３つの柱をもとに連携する、北九州市と近隣 17 市町か

らなる「北九州都市圏域」共同で促進区域の指定を検討します。 

3 点目は、出力制御低減に向けた取り組みを進めます。具体的には、民間

と共同で FIT 再エネ発電所に大規模蓄電池を導入し、再エネの発電量や北九

州エコタウンの電力需要に合わせて毎日一定量を蓄電し夕方から夜間に放電

するなど、エリア内の最適な需給調整により出力制御を低減する技術的な検

討と実証を行います。その結果を踏まえ、出力制御ルールに関する規制緩和

再エネ 100％電力のイメージを挿入予定 
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を国に働きかけます。 

4 点目は、洋上風力の電源開発における「日本版セントラル方式」実現に

向けた国への働き掛けを行います。「日本版セントラル方式」は、初期段階

から政府や自治体が電源立地の探索に関与し、より迅速・効率的に風況等の

調査や適時に系統確保等を行うことにより、事業者における開発リスクを低

減し、導入を加速化するための仕組みです。本市は「日本版セントラル方

式」の実現に貢献し、西日本エリアにおける洋上ウインドファームの導入を

支援します（「風力発電関連産業総合拠点化」で詳細を記載）。 

取組みの背景 

企業が事業活動で使用する電力を全て再エネで賄う国際的なイニシアテ

ィブ「RE100」の取組みが世界的に広がりつつあり、2021 年 10 月現在、

25 か国 300 社以上が RE100 に参画しています。 

また、自社だけでなく取引先を含めた、サプライチェーン全体での排出

量削減の取り組む潮流が生じており、北九州市内外の企業からも、事業活

動で使用する電力の 100%を、市内の再エネ発電所で発電された電力で賄

いたいとの要望が本市へ寄せられています。 

2030 年までのアクションプラン 

固定価格買取制度（FIT）の買取対象である、北九州市が有するごみ発

電や民間事業者が有する太陽光・バイオマス・風力発電により発電された

電力を、市内企業や自治体庁舎等が調達可能な仕組みを整備するため、市

内の再エネ発電所、（株）北九州パワー、九州電力送配電（株）の 3 者に

よる特定卸供給契約に向けた調整を行います。 

FIT 買取対象外のごみ発電の電力は、本市と（株）北九州パワーとの相

対契約により、（株）北九州パワーが調達します。（株）北九州パワーが調

達したこれらの再エネ電力は、再エネ電力の供給を希望する北九州市内の

公共施設のほか、北九州都市圏域の公共施設や民間施設に供給されます。

なお、FIT 電気の排出係数は、原子力発電や火力発電を含めた我が国全体

の電源の平均値が適用されるため、通常は FIT 電気を利用しても CO2 排出

量ゼロとみなすことができませんが、別途小売電気事業者（（株）北九州

パワー）が非化石証書（環境価値）を購入することにより、実質的に排出

量ゼロとみなすことが可能です。このように特定卸供給契約と非化石証書

を利用することにより、市内の FIT 再エネ発電所で発電された電力を、排

出係数ゼロの電力として、市内の需要家に供給することができます。 
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また、以上に述べた特定卸供給契約の活用による再エネ電力の供給を促

進するため、本市は、こうした取り組みに参加する再エネ発電事業者や需

要家企業とのネットワーキングを進めていきます。 

取組の背景 

九州地方では太陽光発電を中心とした再エネの導入比率の高まりに伴っ

て様々な課題が顕在化しており、再エネ発電電力が需要量を大幅に上回る

と予測される時間帯において、電力の需要と供給のバランスを維持するた

めに、再エネの発電を抑える出力抑制が実施されています。 

また、再エネは天候等に発電量が左右される電源であり、需給の同時同

量を確保しつつ再エネを主力電源化するためには、蓄電池などを活用して

再エネ電力を安定化する必要があります。我が国の蓄電池コストは家庭用

で 18.7 万円/kWh（2020 年度実績）と高止まっており、再エネ電力のより

一層の活用には需要家負担を低減するための施策が必要です。 

このように再エネの普及拡大に伴う課題を解決しつつ、市内に集積した

再エネ電力を有効活用することによって、価格競争力のある再エネを供給

することで、市内企業の産業競争力を高めることが求められています。 

2030 年までのアクションプラン 

我が国や九州地方、本市を取り巻く背景を踏まえて、太陽光発電・蓄電

システムに関する本市の取組みの方向性として、以下の 3 点を掲げます。 

1 点目は、太陽光発電・蓄電池・省エネ機器を普及させるため、「再エ

ネ 100％北九州モデル」の導入を推進します。「再エネ 100％北九州モデ

ル」とは、太陽光発電や蓄電池、省エネ機器等を電力会社が設置する第三

者所有方式を活用し、区域への再エネ導入と省エネ対策を進める取組みで

す。 

「再エネ 100％北九州モデル」では、大きく３つのステップで取組を推

進します。ステップ１では、再エネ 100％電力の調達を求めている民間企

業や公共施設へ再エネ 100％電力を供給するため、特定卸供給契約による

再エネ供給体制を構築します。民間企業への取組みに先立って、特定卸供

給契約を活用して既存の再エネ電源から市内公共施設への再エネ 100％電

力の調達を進めており、最短で 2025 年頃を目途に全公共施設（約 2,000

か所）の再エネ 100%電力化を実現します。 

ステップ 2 では、第三者所有方式を活用した太陽光発電・蓄電池の導入

を推進し、安価に再エネを導入できる環境を構築します。民間企業へ取組
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みを普及させるために、市が率先して第三者所有方式を活用した太陽光発

電、EV・蓄電池を導入し、その効果を検証します。その結果を踏まえ、北

九州都市圏域の公共施設や、再エネ導入を希望する民間企業・民間施設へ

の普及を推進します。 

ステップ 3 では、第三者所有方式の対象設備を省エネ機器まで拡大し、

創エネ・蓄エネ・省エネを実現できる環境を構築します。民間企業への取

組みを普及させるために、市が率先して市内給食調理室に第三者所有方式

で IoT 制御機能を持つエアコンを導入し、設備の導入・維持管理コストの

抑制効果を検証します。エネルギーの総消費量を削減し、再エネ電力の自

家消費を進めることで、公共施設や民間企業における脱炭素化の実現を推

進します。 

2 点目は、本市が保有する約 800 台の公用車を順次電気自動車（EV）な

ど電動車に切り替えていく予定です。また、シェアリングによる EV の導

入モデルの検討を推進します。再エネ電力の安定化には蓄電池などを活用

した電力の需給調整が必要となりますが、我が国の蓄電池コストは高止ま

りをみせており、安価な蓄電池の供給体制の構築が必要です。シェアリン

グによって導入した EV を、平時には再エネ電力の調整にも活用し、さら

に EV用蓄電池のリユースによって再生された蓄電池を、定置用蓄電池活

用することで、安価な蓄電池の供給による再エネ 100%北九州モデルの更

なる普及が期待されます。 

シェアリングによる EV の導入モデル検討では、大きく３つのステップ

で取組を推進します。ステップ１では、EV 導入を希望する民間企業と連

図表 8-1 再エネ 100％北九州モデルの概要
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携して、自治体及び民間企業間での EVシェアリング実証を進めます。続

いて、ステップ 2 では、公用車として導入した EV を電力系統に接続し、

定置用蓄電池として再エネ電力の安定化・需給調整へ活用する EV活用モ

デルの実証を行います。ステップ 3 では、ステップ 1 及びステップ 2 の結

果を踏まえ、北九州都市圏域の公共施設や EV 導入を希望する民間企業・

団体へのシェアリングによる EV 導入及び、定置用蓄電池としての EV 活用

の普及拡大を目指します。 

3 点目は、地域単位での再エネ導入・利活用モデルの導入を検討しま

す。2021 年 6月に国が策定した「地域脱炭素ロードマップ」では、全国

で少なくとも 100 か所の脱炭素先行地域を創出し、そのモデルを全国展開

することで 2050 年より早期にカーボンニュートラルの実現を目指すとさ

れています。本市は、脱炭素選考地域への選定を目指し、公共施設群、リ

サイクル施設群のモデル地区を想定し、モデル地区内における再エネ電力

の活用手法を構築していきます。 

取組みの背景 

中小企業は、省エネの推進や再エネ 100％電力の調達、PV、EV・蓄電池

等の導入に関するノウハウが少ない状況です。国内でも自動車会社がサプ

ライチェーン（部品メーカー）へ年 3%の CO2 排出量削減を要請している

ほか、市内の民間企業についても、北九州エコタウンに立地する企業から

再エネ 100％電力を導入したいとの要望が出されている中で、これらの業

種を中心に中小企業も徐々に脱炭素経営シフトが求められています。 

2030 年までのアクションプラン 

省エネや再エネ電力の調達、PV、EV・蓄電池の導入など、中小企業に対

し脱炭素経営の実践を効果的に促すため、北九州市は以下の施策を講じま

す。 

1 点目は、個別の中小企業を対象に、専門的知見を有するコンサルタン

ト等への業務委託を通じて、中小企業が自らの事業に伴う温室効果ガス排

出の実態を把握するよう支援するほか、工場やオフィス等での省エネ診

断、その実践に当たって金銭的支援を含む各種助成制度の紹介を実施しま

す。 

2 点目は中小企業が再エネ 100％の電力を利用できるように支援を実施

します。アンケートで再エネ 100%の電力について供給を希望する企業を

把握した上で、該当する企業に対しては、再エネ電力 100％への切り替え

による電気料金軽減メリットの試算や、自家消費型太陽光、EV・蓄電池の
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導入可能性評価を行います。さらに、それらの実践に当たっての各種助成

制度の紹介を行う予定です。 

3 点目は、市内企業に向けて情報提供するオンラインセミナーを実施

し、脱炭素経営の手法や市の支援施策に係る普及啓発を行います。 

これらの取組を実施し、また「再エネ 100％北九州モデル」の推進との

相乗効果で再エネ 100％電力のコストを抑制し、立地する企業の競争力を

強化することを期待しています。 

（第 6回 ADB までに記載予定） 

2030 年における取組指標 

項目 指標 

PV・風力等再エネ導入量 ○○MW 

特定卸供給契約件数 ○○MW 

再エネ 100％電力施設数（公共・民間）と削減する CO2 量 ○○トン 

公用車への EV 導入台数 ○○台 

公用車稼働率 ○○％ 

EV シェアプロジェクト件数 ○○件 

投資規模 ○○円 

脱炭素電力の推進に新たな産業の振興と既存産業の競争力の強化 

取組みの背景 

「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」が 2020 年 12 月に示

した「洋上風力産業ビジョン（第 1 次）」において、九州は 2030 年に 298

万 kW、2040 年には 775～1190 万 kW の導入イメージとなっており、市場の

拡大が期待されています。 

洋上風力については、国内の事例が少なく知見の蓄積がないこと、環境

アセスメントに時間を要すること、電源立地に関わる利害関係者が多く調

整に時間がかかることなどから開発に要する期間が長いという課題があり

ます。また、洋上風力発電は、欧州において普及が進んでいる技術であ

り、国内には風車メーカーが存在しません。したがって、洋上風力発電や

海洋開発が盛んな欧州等とは異なり、国内では新たな産業であり、関連す
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る人材の育成・確保も課題となります。 

北九州港は、2020 年 9 月、港湾法に基づく洋上風力の基地港湾とし

て、西日本で唯一指定されています。こうした基地港湾を有する優位性を

活かし、本市では風力発電関連産業の総合拠点化を進めています。この取

組はゼロカーボンシティの実現や地域の経済活性化及び雇用創出に資する

ものです。 

2030 年までのアクションプラン 

我が国や本市を取り巻く背景を踏まえ、民間と協力し、以下の取組みを

推進します。 

1 点目は、港湾区域に大規模な洋上ウインドファームを建設するととも

に、国、企業と連携を図りながら以下の 4つの機能を備えた総合拠点を形

成します（図表 8－2 風力発電関連産業の総合拠点イメージ）。将来的に

は響灘の港湾区域に限らず、一般海域ひいては九州をはじめ、西日本地域

全体の一般海域の風車の設置やメンテナンスを担う体制の確立を目指しま

す。 

風車積出拠点：風車設置場所へ向けた最終積出基地としての機能 

輸出入／移出入拠点：風車部品の輸出入、移出入拠点としての機能 

O&M 拠点：風車のオペレーション及びメンテナンスを行う機能 

産業拠点：後背地に風車関連産業を集積した産業拠点としての機能 
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2 点目として、風力発電の導入促進に向けた検討を進めます。具体的に

は、響灘における洋上風力の調査を行うとともに、基礎情報の収集や地元

関係者との調整など国及び福岡県と連携して取組みを進めます。その際、

環境保全とスピード感を両立した洋上風力発電の導入に向けて、日本版セ

ントラル方式の確立を国に働き掛けるなど、西日本エリアにおける洋上ウ

インドファームの導入を支援します。陸上風力については、リプレースに

向けた課題・対応策の検討、整理を行います。 

3 点目は、風力発電関連産業の総合拠点化を支える人材の確保です。風

力発電関連の総合拠点を安定的に運用する上では、本市や周辺地域におい

て O&M をはじめ関連産業の担い手を安定的に育成、供給するための体制づ

くりも重要になります。具体的には、「北九州市風力発電人材育成連絡

会」の活用など産学官が連携した取組みや、全国の関係機関と連携した風

力発電人材育成を促進するための講義や研修の共同実施などを進めます。

これらの取り組みを通じて市内の風力発電関連企業に対する学生等の関心

図表 8-2 風力発電関連産業の総合拠点イメージ
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を高め、地元への就職を後押しします。 

取組みの背景 

現在、脱炭素関連産業やサーキュラー・エコノミーに関連する製品・サ

ービスの市場が拡大する中で、再生可能エネルギーの拠点やリサイクル関

連産業が集積している本市は、グリーン成長に寄与する都市として存在感

を示すポジションを獲得できるポテンシャルを有していると言えます。 

具体的には、市内の響灘地区に立地する北九州エコタウンには、国内最

大規模のリサイクル関連企業が立地し、研究開発から事業化まで一貫した

取り組みを推進しています。今後、新たな環境ビジネスの創出や、太陽

光・蓄電池リサイクルを始めとした経済的価値の高い資源リサイクルへの

取り組みを進めることが期待されます。 

また、今後も市内に PV・蓄電池のリユースやリサイクルを実施する企

業が立地する予定となっています。他方で、自動車産業のようなセカンダ

リー市場の形成が、PV・蓄電池について同様に形成されていないのが現状

です。セカンダリー市場を形成、成熟させるためには、リユースパネル・

蓄電池の保証制度が必要になります。しかし、蓄電池については材料の希

少金属の高騰によりコストが高止まりしている一方、PV については FIT

終了後に大量の PV パネルがリユース・リサイクルに回ってくる想定がな

されています。 

2030 年までのアクションプラン 

2030 年までに、本市は PV・蓄電池のリユース・リサイクルシステムを

構築、運用します。 

PV・蓄電池のリユースを進める上では、その可否を診断する仕組みが不

可欠となります。そこで、リユース・リサイクルシステムの構築に先立

ち、蓄電池については、国際的に検討が進められている中古の車載電池に

対する劣化具合の評価基準を念頭に、診断スキームを民間企業との共同で

構築し、実証を行います。その上で、市内で PV・蓄電池を回収し、リユ

ース・リサイクルするシステムを民間企業と共同で構築・運用し、実際に

回収とリユース・リサイクルの実証を進めます（図表 8-3）。 
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また、PV・蓄電池のリユース・リサイクルシステムを安定的に運用する

上では、中古 PV・蓄電池の回収量を定常的に確保することが求められま

す。そこで、本市は運用開始後に、回収先の開拓を併せて進める予定で

す。 

（第 6回 ADB までに記載予定） 

（第 6回 ADB までに記載予定） 

図表 8-3 サーキュラーエコノミーの考え方（EV 公用車導入）
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9. 水素供給・利活用拠点都市 

2050 年に目指す姿 

国内外の動向 

水素は、発電・産業プロセス（鉄鋼・原料）・高温帯の熱利用や輸送な

ど、電化で賄えない脱炭素分野を含めて幅広く活用されるカーボンニュー

トラルのキーテクノロジーです。 

国際エネルギー機関（IEA：International Energy Agency）による

「The Future of Hydrogen」では、大きな水素需要を創出する機会とし

て、港湾地域周辺に集積する化学プラント等の大規模水素需要家への供給

や、パイプライン等の既存インフラを活用した水素輸送・化石燃料置換、

長距離乗用車やトラック、バス等の商用車、国際海上輸送による水素取引

の立ち上げなどを挙げています。 

日本は水素製造に使用する再エネを含む資源賦存量が国内需要に比べ小

さいことから、国はカーボンニュートラルの実現に向けて、長期的には海

外から水素を大規模に輸入することを目指しています。また、現時点では

水素の供給価格や利用機器の価格が高く、水素サプライチェーンの低コス

ト化には、大量供給・大量利用の両面が必要とされています。国は産業や

輸送等の各部門での水素需要先を拡大しつつ、2030 年頃を目途に、再エ

ネ由来水素の製造技術の確立と国際水素サプライチェーンの構築を目指し

ています。 

本市の状況 

本市には素材型産業を中心にモノづくり産業が集積しており、これらの

業種の脱炭素化に向けては水素の活用が必要であることから、産業プロセ

スでの大規模な水素需要が見込まれます。発電の観点からは、市内に複数

の火力発電所が立地しており、燃料としての水素需要が見込まれます。 

また、本市には大規模な LNG 基地が立地していることから、水素と CO2

を原料に製造する合成メタンを都市ガス・産業ガスに注入するなどの既存

インフラの活用が見込まれます。陸・海・空の物流基盤が整備されている

ことも本市の強みであり、FC トラックや水素燃料船の導入など、水素を

活用した物流の脱炭素化が期待されます。 

さらに、市内工場から発生する副生水素の供給ポテンシャルがありま

す。加えて、本市は、大型船の寄港に適した大水深の港を有するため、国

が進める海外水素の受入拠点となるポテンシャルを持っています。港湾地

域に産業・エネルギー施設が集積していることから、供給拠点の形成によ
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り経済性の高い水素供給が期待できます。 

このように、充実した産業・物流基盤を持つ本市は、水素サプライチェ

ーンに関する実証フィールドや水素関連産業の誘致、物流の脱炭素化に向

けた先進的な取組みが生まれる素地が整っています。 

産業都市である本市においてカーボンニュートラルを達成するためには、

電化が困難な産業・輸送部門の脱炭素化への対応は不可欠であり、そのため

には水素の利活用が有効です。また、経済性の高い水素供給を実現すること

により、市内企業の脱炭素化に加え、企業誘致やゼロカーボン物流拠点の形

成等を促すポテンシャルを有します。そのため、本市では、産業・輸送分野

において水素を利用できる体制を構築していくことを目指していきます。 

具体的には、2050 年に向け、「産業・エネルギーでの水素利用」と、「先進

技術×水素によるゼロカーボン物流」の 2つに取り組みます。 

2050 年には、市内で発生する副生水素や再エネを用いて製造した水素、海

外から大規模に輸入した水素を供給・活用し、エネルギーを大規模に消費す

る産業・エネルギー分野の脱炭素化を促進します。また、陸上物流における

FC トラック導入、海上物流における水素燃料船導入により、本市をハブとし

た物流のゼロカーボン化を実現します。更に、再エネ水素やカーボンニュー

トラルメタンを北部九州に供給することで、広域の脱炭素化に貢献します。 
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図表 9-1 本市の基本戦略と 2050 年に目指す姿 

図表 9-2 2050 年のイメージ
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産業・エネルギーでの水素利用 

将来的に、市内をはじめ北部九州も含めた大規模な水素需要を賄うため

には、普及段階に応じた方法で水素を調達・供給する必要があります。具

体的には、まずは活用可能な副生水素を利用して、モデル事業などを開始

します。次に、市に集積する再エネを活用した CO2 フリー水素の利用を進

め、市内産業の水素利用の拡大を本格化させます。更に将来的には、海外

からの大量かつ経済性の高い輸入水素（輸送方法：液化水素、メチルシク

ロヘキサン、アンモニア）の利用を進め、国や企業が実施するプロジェク

トと連携することで国際水素サプライチェーンの一端を担います。水素需

要の増加と環境価値等に対する需要家のニーズの変化を踏まえつつ、市内

をはじめ北部九州にも水素を供給していきます。 

水素需要については、2030 年は北九州市内、2050 年は北部九州を想定

して試算した結果、それぞれの段階で XX t、XX t が見込めます。 

企業へのヒアリングの結果、2030 年段階では、市内で発生する副生水

素と市内の再エネを用いて製造する水素で需要を賄うことができると推計

できます。2050 年には、水素需要が拡大し、市内で製造する水素だけで

は賄えなくなることが想定されることから、海外から水素を大量輸入する

ことで、北部九州の需要を賄う供給量を確保します。 

先進技術×水素によるゼロカーボン物流 

輸送分野においては、水素の利活用と自動運転等の先端技術とを組合せ

て、電化が難しい長距離の商用物流の脱炭素化と、地域の課題解決に同時

に対応するゼロカーボン物流の実現とゼロカーボン物流拠点の形成を目指

します。具体的には、物流網の要所である本市において、トラックや貨物

船等の長距離物流を支えるモビリティでの水素利用や、物流を支える荷役

機械での水素利用、更には自動運転等の先進技術との組合せによる労働力

不足対策・物流コスト低減等に取り組みます。 

産業・エネルギーでの水素利用 

水素需要喚起のハードルの 1つに、経済性の高い水素を大量に輸送する方

法の確立があります。水素の大量輸送は、圧縮する、極低温で液体水素にす

る等の方法で専用のタンクに充填し、トレーラーやローリーを用いて輸送す

る方法が主流で、一度に広範囲に供給するのには向いていません。パイプラ

インを用いて供給する方法もありますが、新たなパイプライン敷設が必要と
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なるため、広範囲に供給するためには膨大な時間とコストがかかります。一

方、水素を原料にしてメタンを合成（メタネーション）すれば、合成メタン

は都市ガスと同様に扱えるため、都市ガス配管等の既存設備を用いて広範囲

にカーボンニュートラルな燃料を供給することが可能となります。加えて、

現在、各企業が使っている設備・機器を更新する必要がないため、需要家の

コスト負担を抑えることもできます。 

一方で、メタネーションには水素と合成させる CO2 の分離回収等のプロセ

スが必要となり、製造コストが高額になる等の課題はありますが、大規模な

水素需要の喚起につながる技術として注目されています。本市の響灘地区に

は、北部九州の都市ガス供給の拠点である LNG 基地が立地しているため、メ

タネーションにより都市ガスをカーボンニュートラル化することで、本市及

び北部九州の産業・家庭の脱炭素化に大きく寄与することが期待できます。 

水素サプライチェーンを大規模化するためには、需要の喚起とともに、十

分な量の水素を供給することが必要です。国際拠点港湾である北九州港は、

海外水素の大量受入が可能なポテンシャルを持っていますが、国が主導する

国際的な水素サプライチェーンの自立商用化は 2030 年以降と想定されてお

り、それまでの需要を賄う水素の確保が必要です。 

本市には、副生水素が発生する工場が立地しており、早期に水素サプライ

チェーンを構築できる可能性があります。 

また、港湾エリアには、次世代エネルギーパークや風力発電等の再エネが

集積していますが、九州では再エネの出力抑制が頻発しており、今後、余剰

電力を有効活用した再エネ水素製造が見込まれます。響灘地区では、既に、

市が出資する新電力会社である北九州パワーが、国から事業を受託し、ごみ

発電・太陽光発電・風力発電の余剰電力を活用した再エネ水素製造実証に取

り組んでいます。 

このように、水素サプライチェーンの大規模化によるコスト低減に向け、

需要・供給両面において高いポテンシャルを持つことを背景に、本市では、

2030 年に向けて「需要創出に向けたカーボンニュートラルメタン実証及び社

会実装支援」と、「副生水素・再エネ水素の供給実証支援及び水素需要拡大

支援」の 2 つのアクションプランを策定しました。 

需要創出に向けたカーボンニュートラルメタン実証及び需要拡大支援 

本市は、ガス会社等が行う実証の体制構築等の支援や、事業化に向けた

需要拡大の支援等を通じてメタネーションによるカーボンニュートラルメ

タンの都市ガスの導管注入を進めます。具体的には、カーボンニュートラ

ルメタンの利活用を志向する市内企業等を探索し、供給側とマッチングし
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ます。また、必要に応じて市も実証事業に参画し、企業が実証を行うため

に必要な行政手続きや国との調整等をサポートします。 

カーボンニュートラルメタンを供給するガス会社と需要側の企業間にお

ける環境価値認証等の実証を行う場合には、企業が実施する認証制度等の

実証事業について国と調整し、制度の実現に向けてサポートします（図表 

9－3 2030 年に向けたアクションプラン：カーボンニュートラルメタ

ン）。 

副生水素・再エネ水素の供給実証支援及び水素需要拡大支援 

水素需要の増加に対応するための水素供給量の確保に向けて、市内の副

生水素・再エネ水素の供給・利用拡大を推進します。また、実証から事業

化にかけて水素需要を喚起するため、水素利活用に関心のある企業をと水

素を供給する企業とのマッチングを進め、サプライチェーン構築を後押し

します。 

さらに、直近の副生水素・再エネ水素供給網の構築と並行し、将来的な

海外水素輸入に向けた検討を行います。具体的には、今後策定予定の「北

九州港カーボンニュートラルポート形成計画」において、水素需要の喚

起・推定需要量の把握や、海外水素の受け入れに必要な施設の配置検討等

を行います（図表 9－4 2030 年に向けたアクションプラン：水素供給）。 

国の計画等を参考に本市における目標を設定し、その目標の達成に向けた

ロードマップを策定しました。 

需要創出に向けたカーボンニュートラルメタン実証及び社会実装支援 

国が「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」で掲げ

ている、2030 年頃に 1％、2050 年に 90％の合成メタンを既存インフラに

注入するという目標に沿い、本市は、2030 年頃に 1％、2050 年に 90％の

合成メタンを都市ガスに注入することを目標として準備を進めます。 

副生水素・再エネ水素の供給実証支援及び水素需要拡大支援 

再エネ水素については、直近は企業と協力し、市内で進められている水

素製造実証等において事業化可能性を検討し、2025 年までの水素の供給

開始を目指します。副生水素については、需要家と供給側のマッチングを

通じて、本市に立地する企業が進めている水素供給事業の拡大を後押しし

ます。 


