
北九州市グリーン成長戦略策定について

令和３年７月９日
北九州市 環境局
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第１回「北九州市グリーン成長戦略アドバイザリーボード」 資料３
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ご説明内容

１．検討スケジュール p.３

２．戦略策定の背景 p.７

３．国のグリーン成長戦略について p.１１

４．北九州市の現状 p.１５

５．戦略の概要 p.２８



１． 検討スケジュール
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戦略策定に向けた検討スケジュール

時期 検討内容

７～８月 ・アドバイザリーボード（主にエネルギー分野を議論）

８月末 ・エネルギー戦略（素案）の先行して取りまとめ

10月 ・アドバイザリーボード（主にイノベーション分野を議論）

11～12月 ・アドバイザリーボード（戦略全体を議論）

年末 ・グリーン成長戦略の策定
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ぶもんのアドバイザリーボード開催予定

# 開催日時 主な検討事項（予定）

参加区分

共通 エネルギー
イノベー
ション

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

７月９日（金）
15:00-17:00

7月30日（金）
15:00-17:00
【予定】

8月27日（金）
15:00-17:00
【予定】

10月XX日（X）
XX:XX-XX:XX

11月XX日（X）
XX:XX-XX:XX

12月XX日（X）
XX:XX-XX:XX

戦略の基本的な考え方、ビジョン

各分野の取り組みの方向性

-

-

-

風力発電に係る戦略

PV・蓄電池に係る戦略

水素に係る戦略

エネルギー戦略（素案）の検討

イノベーション戦略（素案）の検討

エネルギー戦略（素案）の検討

イノベーション戦略（素案）の検討

グリーン成長戦略のとりまとめ

本日

6

本日ご議論いただきたい事項

• 「北九州市グリーン成長戦略」を策定するにあたり、本
市の現状と課題を踏まえ、戦略の基本的な考え方・ビ
ジョンの方向性について、ご意見をいただきたい

• 脱炭素エネルギーの供給体制の構築や脱炭素イノベー
ションの早期実現に向けた、各分野の取り組みの方向
性について、ご意見をいただきたい



２．戦略策定の背景
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戦略策定の背景

産業都市である本市にとって、「脱炭素社会の実現」は高いハードルではあるが、「環境と経済の好
循環」により、都市や企業の競争力を高め、国内外の脱炭素に貢献する「北九州モデル」を構築し、
グリーン成長を推進していく

「北九州市地球温暖化対策実行計画」を改定し、産・官・学・民によるオール北九州で、脱炭素社会
の実現に向けて取り組む
「北九州市グリーン成長戦略」の策定を通じて、脱炭素エネルギーの供給体制の構築や、脱炭素イ
ノベーションの早期実現に向けた人材育成等の後押しを行う
周辺自治体との連携や環境国際協力を通じて、国内外の脱炭素化に貢献する

令和２年10月29日、国と歩調を合わせ、「2050年までに脱炭素社会の実現（温室効果ガス
の排出を全体としてゼロとする）」を目指すゼロカーボンシティを表明

令和３年６月５日、「環境と経済の好循環によるゼロカーボンシティ実現に向けた北九州市
の決意 （北九州市気候非常事態宣言） 」を表明

環境と経済の好循環による脱炭素化を軸に、都市や企業の価値・競争力を高め、快適で災害にも
強く、誰もが暮らしやすい社会を目指す（計画期間：2021～2030年度）
産業都市である北九州市が重点的に取り組むべきエネルギーとイノベーションに特化した「北九州
市グリーン成長戦略」を、部門別計画として策定する

令和２年８月18日、脱炭素社会の実現に向け、
「北九州市地球温暖化対策実行計画」の改定に着手（※今夏までに改定予定）
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<参考>北九州市が目指す2050年の脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）

Ⅳ 気候変動に適応する強靭なまち

環境と経済の好循環による脱炭素化を軸に、都市や企業の価値・競争力を高め、

快適で災害にも強く、誰もが暮らしやすい社会を目指す

Ⅱ イノベーションの推進

Ⅲ ライフスタイルの変革

Ⅰ エネルギーの脱炭素化

２０５０年
北九州市が目指す
脱炭素社会

「北九州モデル」

高い市民環境力を基礎に
AI・デジタル化等の社会変革を
踏まえた、快適で質の高い、
脱炭素型ライフスタイルに転換

電力、熱、運輸などあらゆる分野で、
これまで以上の省エネ、電化を進め、
再エネやCO2フリー水素を最大活用
することで、化石燃料から脱却し
エネルギー全般を脱炭素化

気候変動の影響に対応するため、
域内全体での蓄電システムを構築し、
災害時の再エネによる電源確保など
脱炭素で、強靭なまちづくりを推進

近代産業発祥の地から「北九州モデル」を構築・展開し、脱炭素社会の実現に地球規模で貢献

産学官の連携で、脱炭素化に必要な
研究開発を加速させ、イノベーションの早
期実現を図ることで、生産活動や
サービスなど、産業・経済社会

を脱炭素化

（環境と経済の好循環）

部
門
別
計
画
と
し
て

「
グ
リ
ー
ン
成
長
戦
略
」
を
策
定

産業
部門

全部門

家庭部門
業務部門

適応

Ⅴ 国際貢献

「北九州市地球温暖化対策実行計画（素案）」より

2050年の実質ゼロの中間地点として、今後10年が極めて重要な期間と認識し

具体的な削減対策と効果を積み上げ、2013年度比で45％以上削減
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<参考>北九州市地球温暖化対策実行計画の削減目標（案）

市内の温室効果ガス排出の実質ゼロを目指す（ゼロカーボンシティ）

2050年（目指すべき姿：ゴール）

地球温暖化対策に関する国内外の状況（1.5℃特別報告書、日本国の宣言、生活や企業価値への影
響）に鑑み、令和2年10月29日に本市が「ゼロカーボンシティ」を表明したことを踏まえ、以下のとおり
設定する。

2030年度（達成目標：ターゲット）

◆「IPCC1.5℃特別報告書」によると、気温上昇を1.5℃に抑えるためには、2030年までに2010年比

で約45％排出量を削減する必要があり、「今後10年間の取組みが極めて重要」と指摘

◆国マニュアル等に基づき、国の基準年と同じ2013年度比で設定

◆本市の現行計画の基準年(2005年度)比では▲3６％となる

◆将来のあるべき姿を描き、それを実現するための具体的方策を考える 「バックキャスト」で設定

◆「実質ゼロ」とは、人為的なCO2排出量を森林等によるCO2吸収量と差引きして、CO2排出を

「ゼロ」とみなすもの

「北九州市地球温暖化対策実行計画（素案）」より



３．国のグリーン成長戦略について
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背景：2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略の枠組み

出所：経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2021年6月18日）

①研究開発フェーズ 政府の基金＋民間の研究開発投資

民間投資の誘発を前提とした官民協
調投資

公共調達、規制・標準化を通じた需要
拡大→量産化によるコスト低減

規制・標準化を前提に、公的支援が
無くとも自立的に商用化が進む

②実証フェーズ

③導入拡大フェーズ

④自立商用フェーズ

企業の現預金（240兆円）を投資に向かわせるため、意欲的な目標を設定

予算、税、規制・標準化、民間の資金誘導など、政策ツールを総動員

グローバル市場や世界のESG投資（3,000兆円）を意識し、国際連携を推進

実行計画

• 重点技術分野別に、開発・導入フェーズに応じて、2050年まで
の時間軸をもった工程表に整理（技術分野によってはフェーズ
を飛び越えて導入が進展する可能性にも留意）

政策ツール例

• 2050年カーボンニュートラルを見据えた技術開発から足下の
設備投資まで、企業ニーズをカバー

• 規制改革、標準化、金融市場を通じた需要創出と民間投資拡
大を通じた価格低減に政策の重点

政策ツール例 概要

予算
高い目標を目指した、長期にわたる技術の開
発・実証を、2兆円の基金で支援

税
黒字企業： 投資促進税制、研究開発促進税制、

赤字企業： 繰越欠損金

規制改革
水素ステーション、系統利用ルール、ガソリン自
動車、CO2配慮公共調達

規格標準化
急速充電、バイオジェット燃料、浮体式洋上風
力の安全基準

民間の

資金誘導

情報開示・評価の基準など金融市場のルール
づくり
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重点14分野における取組みを、「予算」「税制」「金融」等の分野横断的な主要政策ツール
を設定することにより支援

出所：経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2021年6月18日）

分野横断的な主要政策ツール

予算

税制

金融

規制改革
・標準化

国際連携

グリーンイノベーション基金を造成（NEDOに10年間で2兆円）し、
技術開発から実証・社会実装まで継続して支援を実施

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制や研究開発促進税
制、繰越欠損金の控除上限引き上げ特例（赤字企業向け）を導入

成果連動型の利子補給制度の創設や、グリーン投資促進ファン
ドを通じたリスクマネー支援、企業による情報開示推進等を実施

水素や洋上風力、自動車・蓄電池等の分野で、規制の強化・緩和
や国際標準化、カーボンプライシング等の手法導入を推進

海外市場獲得を視野に入れた国内産業の競争力強化や、イノ
ベーション政策における海外との連携等を推進

国のグリーン成長戦略での重点分野
（成長が期待される産業分野）

エ
ネ
ル
ギ
ー

関
連
産
業

輸
送
・製
造

関
連
産
業

家
庭
・

オ
フ
ィ
ス

関
連
産
業

①洋上風力・太陽光・地熱産業
（次世代再生可能エネルギー）

②水素・燃料アンモニア産業

③次世代熱エネルギー産業

④原子力産業

⑤自動車・蓄電池産業

⑥半導体・情報通信産業

⑦船舶産業

⑧物流・人流・土木ｲﾝﾌﾗ産業

⑨食料・農林水産業産業

⑩航空機産業

⑪カーボンリサイクル・マテリアル産業

⑫住宅・建築物産業・次世代電力
マネジメント産業

⑬資源循環関連産業

⑭ライフスタイル関連産業

2050年に向けた大学に
おける取組の推進等

2025年日本国際
博覧会

グリーン成長に関する
若てWG

カーボンニュートラルに資する学位プログラム等の
設定や、政策効果の分析手法等の検討推進

万博会場を実証の場として位置付けるとともに、
カーボンニュートラルに関する取組みを発信

「グリーン成長に関する若手WG」を立ち上げ、若手
世代の提言を報告書に取り纏め、議論を継続

支援

背景：国のグリーン成長戦略の重点分野と支援内容背景：国のグリーン成長戦略の重点分野と支援内容
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背景：グリーン成長戦略の分野別のポイント

出所：経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（案）具体化のポイント（2021年6月2日）



４． 北九州市の現状
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４．１． 北九州市の強み
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本市の強み①：ものづくり産業の集積

出所：北九州市統計年鑑

市内の製造品出荷額等
製造品出荷額等とは、「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、「くず廃物の出荷額」及び「その他収入額」の合計
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(H27)
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2017

(H29)

2018

(H30)

その他

印刷・パルプ・紙

窯業・土石・石炭

化学・繊維・プラ等

機械器具等

鉄鋼・非鉄・金属

（兆円）

（年度）

兆円

本市は、鉄鋼や化学などの素材産業、機械器具などの加工組立産業を中心に、ものづく
り産業の厚い集積が形成され、運輸・倉庫、プラント設計、メンテナンスなどの関連産業も
集積している
産業集積がもたらす独自の技術と高度な人材を活用することで、脱炭素イノベーションな
ど次世代の産業のさらなる集積を図っていくことが期待される
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本市の強み②：北部九州のエネルギー拠点

出所：西部ガス株式会社 プレスリリース、ひびきウインドエナジー株式会社 Webサイト、北九州市エコタウンセンターWebサイト、北九州市 Webサイト

次世代エネルギーパーク

太陽光・陸上風力・バイオマス発電所の
ほか、エネルギーの企業間連携や革新
技術の研究拠点が集積

北九州水素タウン

八幡東区東田地区において、まちなかを
走る水素パイプラインを活用した技術実
証を実施（日本製鉄九州製鉄所の水素
を利用）

ひびきLNG基地・LNG火力発電所

西部ガス・九州電力が、西部ガスの「ひ
びきLNG基地」の隣接地で、LNG火力発
電所の開発に向けた共同検討を開始、
2020年代中頃の運転開始を想定

将来はアンモニアや水素を使った燃料の
活用も検討

CO2フリー水素製造実証

2020年度より、北九州パワーが中心とな
り、再エネの余剰電力からCO2フリー水
素を製造し、県内で利用する実証を開始
（環境省実証事業）

響灘にはLNG基地が立地し、LNG火力発電の計画があるなど、北部九州のエネルギー供
給拠点となっている
さらに、再生可能エネルギー関連では、洋上風力や、北九州水素タウン・CO2フリー水素
製造実証など最先端の取組があり、地域の脱炭素化を牽引している

洋上ウインドファーム

九電みらいエナジー・西部ガス等が出資
するひびきウインドエナジーが、最大22
万KWの洋上風力発電設備を建設予定、
2022年度着工予定

港湾法に基づく初の『海洋再生可能エネ
ルギー発電設備等拠点港湾（基地港
湾）』指定され、今後、洋上風車の積み
出し拠点機能等を担う
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本市の強み③：充実した陸・海・空の物流基盤

出所：北九州市企業立地ガイド Webサイト、北九州市 Webサイト

本州と九州の結節点に位置する本市は、高速道路・鉄道、国際拠点港湾である北九州
港、24時間運用の空港と、陸・海・空の物流基盤がある
また、小倉・新門司の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
ターや倉庫が集積している

6万t級のコンテナ船も寄港
できる、大水深港湾
背後に広大な産業用地有り

太刀浦コンテナターミナルに
近接する、中古自動車や半
導体製造装置の輸出拠点

アジア航路を中心に豊富な
外航定期航路を有する西日
本有数のコンテナターミナル

関西・関東を結ぶ西日本最
大級の内航フェリー基地

2500mの滑走路を持ち、大型ジェット
機の就航も可能な海上空港
24時間運用の利便性を活かした深
夜貨物便が定期運行

JR九州
鹿児島本線

JR九州
日豊本線

九州～本州間の全貨物列
車が停車する拠点貨物駅

四国へのフェリーが就航

沖縄へのRORO船*が就航

*：RORO船：貨物を積んだトラックやシャーシ(荷台)ごと輸送する船舶。Roll-on Roll-off ship

：物流倉庫集積地
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本市の強み④：学術研究都市などの知の集積

北九州学術研究都市では、環境技術と情報技術の分野を中心にした研究が展開され、
（公財）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る
今後、地域の大学・研究機関が有する知的資源をグリーン成長産業の創出に結びつけて
いくことが期待される

北九州学術研究都市

｢アジアに開かれた学術研究拠点｣と｢新たな産業の創出･技術の高度化｣を目指し､工系の国・公・私立大学や研究機関が同一の
キャンパスに集積

入居大学・事業者等

国・公・私立大学（1学部4大学院）
• 北九州市立大学国際環境工学部・大学院国際
環境工学研究科

• 九州工業大学大学院生命体工学研究科
• 早稲田大学大学院情報生産システム研究科
• 福岡大学大学院工学研究科
研究機関（12機関）

研究開発型企業等（48社）

研究者・教員・学生の相互交流・連携

進出大学による共同研究、教員等の交流

単位互換の実施

進出大学による連携大学院の運営

技術開発交流センター

カーエレクトロニクスやMEMS分野等、
産学連携による新たな技術開発プロ
ジェクトに対応する施設

共同研究開発センター

特に半導体プロセス及び微細加工に
関する基盤的技術を持つ企業や大学
が共同研究開発などを行う施設

情報技術高度化センター

高度な情報通信技術の共
同研究や人材育成を促進
するための拠点施設

産学連携センター

研究機関や情報・環境分野などの研
究を行う企業、福岡大学などが入居

事業化支援センター

大学発ベンチャービジネスや創業の
支援、バイオ・ロボット関連などの新た
な研究開発にも対応できる施設

出所：北九州市学術研究都市 Webサイト

北九州産業学術研究推進機構（FAIS）

北九州地域における産学官連携による研究開発や
学術研究の推進等を行うことで、産業技術の高度
化や活力ある地域企業群の創出・育成に寄与する
ことを目指す



北九州エコタウン（響灘地区）
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本市の強み⑤：エコタウンと環境産業・技術の集積

出所：北九州市エコタウンセンターWebサイト

本市には、「北九州エコタウン事業」により、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る

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る
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＜参考＞災害の少なさ

出所：防災科研 J-SHIS地震ハザードステーション

本市は自然災害の被害が少ない地域であり、特に経済活動に悪影響を与える地震災害に
ついては、太平洋側に立地する都市に比べて発生確率が低く、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つと言える

風水害リスクについても、大規模被害は過去60年以上発生していない

今後30年以内に震度6度弱以上の

地震が発生する確率 北九州市における過去の風水害の被害

出所：北九州市地域防災計画（令和3年2月修正）



４．２． 北九州市の課題
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本市の課題①：産業部門からの多数のCO2排出

本市のCO2排出量は、産業部門からの排出量が多数を占める（約６割）
産業部門の脱炭素化は、本市にとって重要な課題である
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北九州市のCO2排出量の推移
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本市の課題②：産業部門CO2における電力・非電力の内訳

産業部門全体のCO2排出量のうち、「鉄鋼・金属等（非電力系）」が占める割合が最も高
く、次いで「化学工業（非電力系）」「窯業・土石製品（非電力系）」となっている
本市としては、これらの主要産業の脱炭素イノベーションを支援していく必要がある

市内における業種別CO2排出量（非電力・電力）2017年

1,106万トン
（2017）

鉄鋼・金属等（非電力系）

51%

鉄鋼・金属等（電力）

12%

化学工業（非電力系）

17%

化学工業（電力）

2%

窯業・土石製品（非電力系）

13%

窯業・土石製品（電力）

1%

その他業種（非電力系）

2%
その他業種（電力）

2%

1,106万トン
（2017）
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本市の課題③：サプライヤー・物流の脱炭素化の必要性

国際競争力の向上のためには、サプライチェーン全体でCO2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る。
本市は、産業集積しているサプライヤーや、物流の脱炭素化に取り組む必要がある

※排出量の分類
Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)
Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

サプライチェーン全体の脱炭
素化には、物流まで含めた脱
炭素化が求められる

Scope 1、2*の排出量のみならず、サプライチェーン全体に係るScope3*排出量の削減が重視されている

出所：環境省グリーン・バリューチェーンプラットフォームHP

国内企業の取組み例：
・大和ハウス工業では、主要取引先の90%にSBT目標を2025年までに設定
・住友化学では、2024年までに90％の主要サプライヤーのGHG排出削減目標を設定
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本市の課題④：人材の域外への流出

北九州地域（北九州市、中間市、遠賀郡、行橋市、豊前市、京都郡、築上郡）の大学卒
業者の就職先のうち、北九州市の割合は2割程度にとどまっている
国内の学生数は急速に減少が見込まれるなか、地元大学が連携してお互いの持つ資
源の有効活用が重要であり、連携大学院や教養課程の一元化など、地域の大学による
コンソーシアムの形成を進めていくことが地域の発展にもつながる

北九州市／

817人

22.8%

県内（北九州市除く）／

834人

23.3%

県外／

1,917人

53.6%

就職地未決定／

11人

0.3%

就職先地域別、北九州地域の大学卒業生の就職者数

（平成26年）

出所：北九州市資料

５. 戦略の概要
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戦略の基本的事項

目的
脱炭素化と経済成長の好循環を目指し、
「脱炭素エネルギーの確保」と「イノベーションの早期実現」に取り組み、
都市の価値を高め、企業の競争力の強化につなげる

位置
付け

「北九州市地球温暖化対策実行計画」の部門別計画

期間 2021年～2030年（10年間） ※市・温対計画の計画期間と同じ

内容
• 取組みの方向性（2050年に目指す姿）
• 2030年までのアクションプラン
• ロードマップ

30

グリーン成長戦略のビジョン（案）

機会：再生可能エネルギー分野等の脱炭素関連産業やサーキュラーエコノミーに寄与する製品・サービスの市場が
拡大

強み：洋上風力の基地港湾としても指定されたエネルギー供給拠点となる港湾を有する
リサイクル関連産業がエコタウンに集積

【方向性】
風力発電産業の総合拠点化
太陽光・蓄電池リユース・リサイクルシステムの構築

①グリーン成長産業の集積・発展

脅威：サプライチェーン全体における脱炭素化の必要性の高まり、エネルギー代金の域外流出
強み：豊富な風力・太陽光の導入ポテンシャル

熱需要・物流の脱炭素化に必要な水素供給・利用に活用可能な既存インフラ
【方向性】
風力発電の導入推進
太陽光・蓄電池の導入推進
水素の供給拠点化と水素利用による産業・物流分野の脱炭素化

②脱炭素エネルギーの最大普及・有効活用による企業の産業競争強化

脅威：産業部門のCO2排出量が多く、イノベーションが必要な分野が存在
強み：ものづくり産業の集積、学術研究都市などの知の集積

【方向性】
イノベーションのニーズ・シーズマッチング支援
戦略的人財育成・供給スキームの確立
イノベーション投資の拡大支援

③投資・人財の循環・域内流入増加を目指した環境整備による脱炭素イノベーションの推進

風力発電推進拠点都市

風力発電推進拠点都市

蓄電システム先進都市

蓄電システム先進都市
水素製造・供給拠点都市

脱炭素イノベーションの企業支援



＜参考＞国の戦略と市のビジョン（案）との関係
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国のグリーン成長戦略での重点分野
（成長が期待される産業分野）

エ
ネ
ル
ギ
ー
関
連
産
業

輸
送
・製
造
関
連
産
業

家
庭
・オ
フ
ィ
ス

関
連
産
業

①洋上風力・太陽光・地
熱産業（次世代再生可能
エネルギー）

①洋上風力・太陽光・地
熱産業（次世代再生可能
エネルギー）

②水素・燃料アンモニア産業②水素・燃料アンモニア産業

③次世代熱エネルギー産業③次世代熱エネルギー産業

④原子力産業④原子力産業

⑤自動車・蓄電池産業⑤自動車・蓄電池産業

⑥半導体・情報通信産業⑥半導体・情報通信産業

⑦船舶産業⑦船舶産業

⑧物流・人流・土木ｲﾝﾌﾗ産業⑧物流・人流・土木ｲﾝﾌﾗ産業

⑨食料・農林水産業産業⑨食料・農林水産業産業

⑩航空機産業⑩航空機産業

⑪カーボンリサイクル・
マテリアル産業
⑪カーボンリサイクル・
マテリアル産業

⑫住宅・建築物産業・次世代
電力マネジメント産業
⑫住宅・建築物産業・次世代
電力マネジメント産業

⑬資源循環関連産業⑬資源循環関連産業

⑭ライフスタイル関連産業⑭ライフスタイル関連産業

風車本体・部品、浮体式風力、
ペロブスカイト、超臨界地熱資源

発電タービン、水素還元製鉄、発電用
バーナー、アンモニア製造プラント

合成メタン、ガスコジェネ、ガスインフラの
レジリエンス強化

高速炉、小型炉（SMR）、高温ガス炉（水
素製造）、核融合

電池・燃料電池、電動化対応、e-fuel、全
固体電池

DX、データセンター、省エネ化/グリーン
化、次世代半導体

燃料電池船、EV船、LNG/水素･アンモニ
ア燃料船

カーボンニュートラルポート、スマート交
通、グリーン物流、FC建機

スマート農業、高層建築木造化、バイオ
炭、ブルーカーボン

電動化、水素航空機、バイオジェット燃
料・合成燃料

CO2吸収コンクリート、バイオ燃料、プラス
チック原料、CCU

AI・IoT・EV活用EMS、ZEB・ZEH、アグリ
ゲーションビジネス、マイクログリッド

バイオマス化・再生材利用、廃棄物発
電、熱利用、バイオガス化

住まい・移動のトータルマネジメント
（EV/FCV含む）、デジタル化・シェアリング

【本市の現状と主な強み】

水素技術実証を実施
（副生水素等）

水素技術実証を実施
（副生水素等）

港湾法に基づく『基地港湾』に
西日本で唯一指定

港湾法に基づく『基地港湾』に
西日本で唯一指定

洋上風力発電設備の建設予定洋上風力発電設備の建設予定

「LNG基地」の立地、
「LNG火力発電所」の開発予定

「LNG基地」の立地、
「LNG火力発電所」の開発予定

陸・海・空の物流基盤陸・海・空の物流基盤

学術研究都市などの知の集積学術研究都市などの知の集積

国内最大規模のリサイクル関連
企業が立地

国内最大規模のリサイクル関連
企業が立地

ものづくり産業・技術の集積
（製造、加工、設計、メンテ）
ものづくり産業・技術の集積
（製造、加工、設計、メンテ）

風力発電推進拠点都市風力発電推進拠点都市

【市のビジョン（案）】

蓄電システム先進都市蓄電システム先進都市

水素製造・供給拠点都市水素製造・供給拠点都市

脱炭素イノベーション支援脱炭素イノベーション支援

・風力発電産業の総合拠点化

・太陽光・蓄電池の導入推進

・風力発電の導入推進

・太陽光・蓄電池リユース・リ
サイクルシステムの構築

・水素の供給拠点化
・水素利用による産業・物流
分野の脱炭素化

・市のポテンシャルを生かし
たグリーン成長産業の集積、
新たな環境ビジネスの創出
支援（人財、投資拡大）

・エネルギーマネジメント、
レジリエンス強化
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＜参考＞エネルギー分野における取組みの全体像（イメージ）

PV・蓄電池のリサイクル

住宅

エコタウンなど

市有施設

工場

発電施設
（ごみ工場）

電動車を蓄電池として ② 蓄電システム先進都市
電力需給バランスの調整

水素の製造・供給・利用

電気

①風力発電推進拠点都市

再エネ100%電力の供給

電気

オフィスビル

水素の供給

産業の熱需要・
生産プロセスに対応

水素都市ガス・火力
で水素を利用

物流拠点

リユース・リサイクル

物流の脱炭素化

水素の輸入

③水素製造・供給拠点都市
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＜参考＞イノベーション分野における取組みの全体像（イメージ）

本市のポテンシャルと強みを活かした脱炭素イノベーションの企業支援を行い、
産業都市としての脱炭素社会の実現を目指す

解決したい課題

プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム

事
業
化

事
業
拡
大

人

材

資
金
調
達

洋上風力産業

物流産業

カーボンリサイクル産業

蓄電池・自動車産業

水素産業

• 産業部門のCO2排出量の
うち、主要産業（鉄鋼、化
学、セメント）が占める割
合が高い

• サプライチェーン全体の
CO2削減が重視されるた
め、産業集積しているサプ
ライヤーや、物流の脱炭
素化も必要

目指す姿

産業都市としての

脱炭素社会の実現

脱炭素イノベーションの企業支援

本市のポテンシャルと強みを
活かしたイノベーション

・市内企業や大学へのヒアリング、
調査等を行い、アクションを具体化
する

・・・

アクションプランとして具体化
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戦略の構成（案）

1 戦略策定の背景

2 戦略の基本的事項

3 戦略のビジョン

4 エネルギー

風力

取組みの方向性（2050年に目指す姿）

2030年までのアクション

ロードマップ

PV・蓄電池

取組みの方向性（2050年に目指す姿）

2030年までのアクション

ロードマップ

水素

取組みの方向性（2050年に目指す姿）

2030年までのアクション

ロードマップ

5 イノベーション

ニーズ・シーズマッチング支援

取組みの方向性（2050年に目指す姿）

2030年までのアクション

ロードマップ

人財育成・供給スキームの確立

取組みの方向性（2050年に目指す姿）

2030年までのアクション

ロードマップ

投資拡大等の支援

取組みの方向性（2050年に目指す姿）

2030年までのアクション

ロードマップ

6 戦略の推進

北九州市グリーン成長戦略では、エネルギーとイノベーションの個別戦略について、取
組みの方向性(2050年目指す姿)と2030年までのアクションを具体化する


