
平成３０年７月２５日 

「北九州水素タウン」再始動による 
実証・ＰＲ事業について 

「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」後の選手村におい

て水素エネルギーの活用が計画されるなど水素の利活用が注目される中、 

北九州市は岩谷産業㈱と共同で、『北九州水素タウン』を再始動させ、世界唯

一の大規模パイプラインを通じた一般住宅への水素供給を行い、水素ビジネス

に取り組む企業の新たな実証フィールドとします。 

また、同大会後の選手村での水素エネルギーなどの活用により環境先進都市

のモデルとなるまちの実現を目指している東京都等との連携によるＰＲを図

り、水素社会づくりのトップランナーを目指していきます。 

１ 事業の概要 【別紙１、２】 
（１）水素供給・利用の流れ 

東田地区において、新日鐵住金㈱八幡製鉄所より水素供給の協力を得て、1.2km

のパイプラインを通して、水素実証住宅及び環境ミュージアムのエコハウス（モ

デル住宅）の燃料電池に水素を供給し、電気や熱として利用する。 

（２）「北九州水素タウン実証・ＰＲ事業協議会」の設置 

水素関連企業等との「協議会」を設け、本事業のより一層の進展を図る。 

（３）新たな実証事業 

○ 未付臭供給に対する安全対策としての水素センサーの開発 

○ 最新型の燃料電池の耐久性検証 

○ 水素を利用したエネルギー・マネジメント・システムの開発 など 

（４）ＰＲ事業 

企業や他自治体との連携を図り、水素の利用状況や、新たな実証について、国

内外に向け先進性をアピールしていく。 

「東田サマースクール2018」での水素学習会 【別紙３】 

環境ミュージアム等が主催する「東田サマースクール 2018」に参加する小学生   

約２５名（別途公募済）を対象に、岩谷産業㈱とともに水素実験器具を用いた体験や

水素タウン見学などの水素学習会を開催します。※ぜひ取材にお越しください。

日 時：平成３０年８月１日（水）１３：００～１４：３０ 

場 所：環境ミュージアム（北九州市八幡東区東田二丁目２ ６） 

２ 参考資料 

北九州市の水素社会構築に向けたその他の取組 【参考】 

【お問い合せ先】 

北九州市環境局環境国際経済部温暖化対策課 

課長：齋村、係長：山下  電話：５８２－２２８６

記 者 配 布 資 料



北九州水素タウン実証・ＰＲ事業 

【八幡東区東田地区】 

燃料電池自動車（ＦＣＶ）から
家庭への電力供給デモ 

別紙 １



北九州水素タウン実証・ＰＲ事業（概要） 

１ 取組状況 

平成２９年１２月 平成３０年６月 水素供給・利用設備再稼働の準備 
平成３０年７月５日（木）     「北九州水素タウン実証・ＰＲ事業協議会」の開催 

２ 実施体制 「北九州水素タウン実証・ＰＲ事業協議会」
○ 水素パイプライン供給管理・安全対策 岩谷産業㈱
○ 統括・調整とＰＲ実施        北九州市
○ (水素実証供給の協力         新日鐵住金㈱八幡製鉄所) 
○ その他、水素に関する企業（１３社）・地元ＮＰＯ・国・県 

３ 特  徴 

○ 世界唯一の大規模な水素パイプラインと一般家庭での水素利用設備を活用し、水素ビジネス
に乗り出す企業等の実証フィールドとし、市民生活に拡がることを想定した実証事業が可能。 
○ 本事業をさらに推進するため「協議会」を設置し、参画企業のビジネス展開を支援。 
○ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会後の選手村において、水素エネルギーな
どの活用により環境先進都市のモデルとなるまちの実現を目指している東京都等の連携による 
ＰＲを図る。 

（参考：経緯） 

北九州市では、平成２２年度から５年間、八幡東区東田地区において、岩谷産業㈱ほか関連企業等１９

社・団体が組織した技術研究組合（HySUT）が、隣接する新日鐵住金㈱八幡製鉄所から水素の供給を受け、

市街地レベルでは世界初の水素のパイプライン供給・利用を行う実証事業を実施した。 

この取組は、一昨年５月、Ｇ７エネルギー大臣会合が本市で開催された際に視察先となるなど、世界に向

け先進性をアピールしてきた。 

４ 実証内容（検討中のものを含む）
○ 高効率化につながる安全な未付臭供給・水素センサーの開発 
○ 最新型燃料電池の実証フィールドでの活用 
○ 水素を活用したエネルギーマネジメント手法の構築 
※ 幅広い企業の参画や技術の進展に応じて、さらなる実証事業の展開を図る。 

５ インフラ・安全設備 

○ 制御室（供給側） 漏えい検知、地震計、圧力監視、停電監視、侵入者検知、緊急遮断弁など 
○ パイプライン   1.2km配管用炭素鋼管 
○ 燃料電池 1kW２台（需要側） 漏えい検知、地震計、緊急遮断弁、流量計 

別紙 ２

実施体制と、水素供給利用の流れ 



「東田サマースクール 2018」での水素学習会について 

１ 東田サマースクール 2018 ※申込受付は終了 

（１）趣 旨 

北九州市環境ミュージアム、北九州市立いのちのたび博物館、北九州イノベーシ

ョンギャラリーにて夏休み限定の特別体験学習プログラム「東田サマースクール

2018」を開催（第１～３期実施、各期は４日間のプログラム）。 

（２）開催日  第１期：７月２４日（火）～７月２７日（金） 

第２期：７月３１日（火）～８月 ３日（金） 

第３期：８月 ７日（火）～８月１０日（金） 

（３）対 象  小学４～６年生

２ 環境ミュージアムでの内容 
（１）日 程  第１期：７月２５日（水） 

第２期：８月 １日（水）※取材可 

第３期：８月 ８日（水） 

※ 第２期のみ岩谷産業㈱が水素に関する学習会を実施 

（２）内 容  館内見学、水素に関する学習、クイズによる環境学習、工作など 

３ 環境ミュージアム第２期【取材可】 
（１）日 時  平成３０年８月１日（水）９：３０～１５：００

（２）場 所 環境ミュージアム（北九州市八幡東区東田二丁目２ ６） 

（３）スケジュール 

９：３０～１１：００ 館内見学 

１１：００～１２：００ 環境学習工作 

１２：００～１３：００ 昼食 

１３：００～１４：００ 岩谷産業㈱による水素に関する学習会 

・水の電気分解による水素製造体験や水素ロケット実験など 

１４：００～１４：３０ 水素タウン見学 

・北九州エコハウス（燃料電池・FCV2H※） 

※FCV2H：燃料電池自動車からモデルハウスへの給電 

・水素パイプライン など 

１４：３０～１５：００ 環境学習ゲーム 

（４）岩谷産業㈱による水素学習会（一部） 

別紙 ３

水素ロケット実験 水の電気分解 



北九州市の水素社会構築に向けたその他の取組 

１ 現在の取組 
水素利用の拡大と水素への理解の向上のため、FCV等の普及拡大や、

水素ステーションの整備を促進する。 

（１）市役所への FCV 率先導入（3台） 

○ トヨタ・MIRAI（ミライ）   ２台【平成 26・27 年度】 
○ ホンダ・クラリティ FUEL CELL １台【平成 28 年度】 

（２）FCV 導入助成【平成 27年度～】 

○ FCV 導入に対して 50 75 万円を助成 
○ 外部給電器を対象に追加（災害対応） 

（３）FCV の積極的ＰＲ 

○ 市内の様々なイベントでFCVの展示
や、外部給電器を用いた電力供給を行
い、利便性や有用性をＰＲ 

（４）水素ステーション整備 

○ 岩谷産業㈱ 小倉北区高浜(九州初・全国 2番目)【平成 26 年度】 
○ JXTG エネルギー㈱ 八幡東区東田【平成 27 年度】 

（５）燃料電池バス（FCバス）の導入可能性検討 

○ 福岡県主催の「ふくおか FCバス研究会」への参画 
○ エコライステージ 2017 での FCバス試乗会の開催 

２ 今後の主要事業【響灘地区における CO2 フリー水素製造・供給拠点化】

風力発電をはじめとする再生可能エネルギーなどエネルギー関連
施設が集積する響灘地区の強みを活かし、CO2 フリー水素の製造・
供給拠点を目指し、各種調査を進める。 

○ 平成３０年度環境省「地域の多様な課題に応える低炭素な都市・
地域づくりモデル形成事業」に選定（全国１２地域） 

○ この取組に当たっては、㈱北九州パワー等の地域企業を核として、
コンソーシアムを形成し議論を加速させる。 

参 考

まち美化キャンペーンでのＰＲ

本庁前での FCバス試乗会岩谷産業水素ステーション

再生可能エネルギーからの CO2 フリー水素製造 

取組の概要（イメージ図） 



東田地区 【PR ・実証拠点】

響灘地区

響灘地区 【製造・貯蔵・輸入拠点】

○『北九州水素タウン』世界初の
コミュニティレベルでの実証地域
・パイプライン
・純水素燃料電池 など【H22-26】
○Ｇ７エネ大臣会合エクスカーション
○『北九州水素タウン』実証再開協議
○水素検知センサーの開発
(九州計測器)⇒本市助成
○モデル住宅へのFCV給電実証継続

○『北九州水素タウン』再始動
○『北九州水素タウン』実証・ＰＲ事業協議会の設置
○水素検知センサー開発継続実施 (九州計測器)

○水素利活用のショールーム化
（各地の成果を集約し、海外や全国にＰＲ）
・水素住宅・商業施設･公共施設など

○市施設への燃料電池等導入調査（都市機能集約･
レジリエンス強化） ⇒環境省助成金獲得
○ソーダ工場における水素利活用可能性調査
⇒県助成金獲得

燃料電池車・水素ステーション普及

○市役所へのFCV率先導入
（3台）【H26-28】
○水素ステーション整備
（岩谷/小倉北・JX/東田）
【H26-27】
○FCVの積極的ＰＲ

○FCV導入助成【H27 】
・給電器を対象に追加（災害対応）
○FCバス研究会（県）への参画

○CO2フリー・スマート水素
ステーション実証
（岩谷・ホンダ）
【H26.12  H29.12】

○響灘地区における水素製造拠点化調査
○地域企業を中心としたコンソーシアム形成

○再エネやLNG基地等を活用した水素製造
拠点化 ⇒日本各地へ水素供給
○海外からの水素輸入拠点化
○水素発電

北九州市における水素社会実現に向けた方向性について

実績

実績

実績

水素ステーション

○FCVの積極的ＰＲ（イベント等）
○FCV導入助成
○水素ステーション拡大促進

H30
取組

○市内へのFCVの導入拡大
※H31目標 300台
○水素ステーションの拡大
※H32目標 ５か所
○市内へのFCバスの導入
○空港等へのFCフォークリフトやFC船等
の導入

長期的
取組

市施設等
燃料電池設置

市施設等
燃料電池設置

海外から
水素輸入

FCV

FCフォークリフト

燃料電池

LNG基地風力発電施設

FCバス

イベントカナル・ヴィオラ

SHS

FCV2H

製造拠点
貯蔵・輸入拠点

日本各地へ
水素供給

H30
取組

長期的
取組

東田
地区

ソーダ工場
水素利用調査

水素ステーション

H30
取組

長期的
取組

市全域への拡大

PR ・実証拠点

実績

再エネやLNG基地といったエネルギー関連施設の
集積や豊富な港湾インフラなどの強みを活かし、国
内他地域への供給を担う水素の製造・貯蔵・輸入の
一大拠点化を目指す。

水素パイプラインや燃料電池、エネルギー・マネジメント・
システムなどのインフラや地域の協力体制を活かし、世界が注
目する水素利用のＰＲ・実証拠点の形成に取り組む。

水素利用の拡大と水素への理解の向上のため、
FCV等の普及拡大や、水素ステーションの整備
を促進する。

燃料電池などの導入を進め、平常時のエネルギー効率向上に加え、
災害時のレジリエンス強化を図るなど、水素に関する取組みを市全域
に展開する。

【短期的な視点】 2020年
○ 世界でも類を見ない一般家庭への水素供給を行う北九州水素タウンを稼
働、東京2020オリンピック・パラリンピック選手村の取組との相乗効果
を含め、国内外に向けＰＲ・実証拠点を形成をする。

○ 水素利活用の拡大に向け、燃料電池車（FCV）などの普及拡大を進めつ
つ、災害時の対応など各種調査を実施する。

【長期的な視点】
○ 本市のエネルギー拠点（再エネ・LNG基地）や港湾施設を活かし、CO2
削減にも貢献する水素製造・供給の一大拠点を目指す。

新規水素ステーション

新規水素ステーション

新規水素ステーション

○市施設への燃料電池等の導入（災害対応）
○地域を限定した水素供給や、水素ステーション近傍での利用

長期的
取組

参 考


