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1 北九州市グリーン成長戦略（エネルギー戦略）策定に向けた状況整理

菅総理による2050年カーボンニュートラル宣言
命題①：2050年CO2排出量実質ゼロ
命題②：経済と環境の好循環を作り出す

●国のグリーン成長戦略（電力分野抜粋）
・電力部門の脱炭素化は大前提
・再エネ最大導入（2050年：約50～60％）、系統整備
⇒洋上風力・蓄電池産業を成長分野に、調整力・送電容量・慣性力の確保

・電化による電力需要増は現状比30～50％
【出典】2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（経済産業省_2020年12月）

●世界や国内民間企業の動向
・世界的に再エネ100％電力化に向けた動きが活発化（大企業によるRE100の推進）
・EUによるコロナ禍からの「復興基金（約100兆円）」の設置
⇒「国境措置※」での課金を財源の一部に

・国内自動車メーカーによるサプライチェーン企業へのCO2削減に関する要請
※温室効果ガス削減が不十分な国からの輸入品に対して課金する政策

●再エネが抱える主な課題
①不安定な（発電量・価格）電源 ④出力制御の実施
②安定化で活用する蓄電池のコスト高 ⑤災害時のレジリエンス強化
③再エネ100％電力のコスト高
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①若松区響灘地区への再生可能エネルギーを利用した発電所の集積
②地域エネルギー会社「㈱北九州パワー」の設立

2 世界・国の状況を踏まえた2030年に向けた本市のエネルギー政策の狙い

【政策の狙い】
・再エネが抱える課題を解決しながら、
・市内に集積した再エネを利活用して、
・再エネを安定的かつ安価に供給することで、
市内や北九州都市圏域に立地する企業の競争力を高める

地域エネルギー拠点化推進事業

●これまでの北九州市のエネルギー政策

●2030年に向けたこれからのエネルギー政策

①風力発電の導入を推進する「風力発電推進拠点都市」の実現
②「再エネ100％北九州モデル」の構築と「蓄電システム先進都市」の実現
③北九州都市圏域での脱炭素の推進

政策の柱
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3 風力発電関連産業の総合拠点化

ひびきコンテナターミナル

※洋上風車設置位置( )はイメージ

響灘洋上風力発電公募対象水域
（ 風車配置予定エリア）

基地港湾

洋上風力
関連産業ゾーン

４つの拠点機能を備えた総合拠点を形成
2020年9月、港湾法に基づく洋上風力の
基地港湾
記載の港湾区域のほか、一般海域において、
再エネ海域利用法に基づく促進区域への指定
に向けた活動を県と連携して実施中。

響灘洋上ウインドファーム事業
○総出力(計画) 約22万kW(9.5MW機×25基)
○事業者 ひびきウインドエナジー㈱
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4 響灘における洋上風力発電

①ひびきウインドエナジー㈱
（22万kW／港湾区域）

②㈱グローカル
（0.99万kW／一般海域）

③福岡県による情報提供
（10 20万kW／一般海域）
※ R2.3.27）

④北九州市による調査
環境省委託調査・浮体式洋上
風力発電による地域の脱炭素化
ビジネス促進事業

（R2 4年度予定）

①

②

③

④

【事業等の概要】
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5 響灘地区における陸上風力発電

(株)エヌエスウインドパワーひびき
発電能力：15,000kW
基数：10

(株)北九州風力発電研究所
発電能力：1,990kW
基数：1

(株)
発電能力：4,000kW
基数：2

電源開発(株)
発電能力：2,700kW
基数：1

自然電力(株)
発電能力：4,999kW
基数：1

響灘ウィンドエナジーリサーチパーク(同)
発電能力：6,600kW
基数：2

◇響灘地区には約３５,０００kW（１７基）の陸上風力が立地しており、なかには数年後にFIT切れを
迎えるものもある。
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6 日本版セントラル方式（イメージ）

国が責任を持って主導することで、各地のデータが蓄積し、アセスの高度化・迅速化にも寄与する。

国が主体となって、促進区域の指定手続と並行して環境アセスを実施することで、期間短縮と併せて、環境保全と地域の合意
形成の確保が可能となる。
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【参考】 エリア別の導入イメージ

出所）経済産業省 「洋上風力産業ビジョン（第１次）概要」, p7, 2020/12/15

• 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、高い期待が寄せられている。

• 一方、北九州市周辺では、洋上風力の開発状況はひびきウインドエナジー（最大22万kW）及びグローカル（最大0.99
万kW）のみに留まっている。
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北九州市風力発電
人材育成連絡会

（仮称）
北九州市

洋上風力キャンプ
（年１回開催）

学生・教員
（大学,高専,高校）

就職支援

共同研究

運営

事務局

＜教育機関等＞

北九州市立大学

秋田大学 いわき市

国など財政支援

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
企業見学

最新動向の提供

長崎海洋ｱｶﾃﾞﾐｰ

ブレーマーハーフェン大学
連携

北
九
州
市

〈市内〉

教育機関

風力発電
関連企業

参加

教育機関

運営
洋上風力

先行自治体
参加

大学生・高専生・高校生、
教員向け研修の開催

人
材

確
保

(

広
域)

（仮称）洋上風力
自治体連絡会の開催

ワークショップ
開催

国要望

制
度
・
支
援

研
究

意
見
交
換

教育機関
企業

参加

連携
検討中

連携

【狙い】全国の若い世代を中心に洋上風力発電のイメージアップを図る。
本市の風力発電関連企業が全国から注目される流れを構築する。

⇒全国の洋上風力に取組む教育機関や自治体等が集う「（仮称）北九州市洋上風力キャンプ」の開催
⇒「(仮称)北九州市洋上風力キャンプ」の充実を図るため、人材育成に取組む教育機関等との連携

【狙い】風力発電関連企業と教育機関の取組みによる人材確保を促進する。
⇒市内の風力発電関連企業の人材確保に向けた「北九州市風力発電人材育成連絡会」の立ち上げ

7 （仮称）北九州市風力発電人材育成プラットフォーム（イメージ）
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洋上風力の
課題

本市の取組み 概 要

運転保守の
人材不足／
実技・訓練
研修の不足

大学生、高専生、
高校生、教員向け
研修の開催

◆対象：風力に関心のある全国の大学生、高専生、高校生、教員
◆開催場所：北九州市
◆期間：３～５日程度（例：高校生：８月上旬、高専生：９月中旬を想定）

◆参加者数：１００～１５０名程度
※大学生、高専生、高校生、教員／各３０名程度
※人材育成に取組む本市、秋田、いわき市、長崎等の参加を想定

◆コース：講義＋実技・訓練
※教育機関によるコースの検討、講師選定・派遣など

◆応募方式：推薦 or 公募
◆費用：原則、受講料、交通費、宿泊費は無料。

洋上風力発
電の導入に
長期間を要
す
（日本版セ
ントラル方
式導入／規
制緩和）

洋上風力関連制度
に係るワーク
ショップの開催

◆本市と人材育成に取組む教育機関が協力し、学会等が開催するワーク
ショップ誘致などにより実施

◆開催場所：北九州市
◆期間：２日間程度（例：１日目は講演、２日目はテーマ別ワークショップ）

◆参加者：教育機関、風力発電関連企業等
◆テーマ：洋上風力発電導入の加速に向けた制度・支援について

（日本版セントラル方式、洋上風力の規制緩和など）

（仮称）
洋上風力自治体連
絡会の開催

◆複数の洋上風力先行自治体が、風力人材育成を含めて洋上風力発電導入
の加速に資する要望を整理し、国に共同提案

◆開催場所：北九州市（※場合によってはメンバーによる持ち回り開催）

◆期間：１日
◆メンバー:「再エネ海域利用法」の促進区域等に指定された県

「改正港湾法」の占用公募制度を活用した港湾管理者など
※ただし、県や港湾管理者の判断で他市町村の同席も可能

〇実施期間：令和４～６年度（３年間／夏期実施）（予定）

8 （仮称）北九州市洋上風力キャンプの概要（案）
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風力発電関連企業
北九州市

人材育成連絡会教育機関

２ 参加団体
風力発電関連企業（１０社）、教育機関（７校）、北九州市（環境局、港湾空港局、産業経済局）

＜本連絡会を通じて人材確保を望む企業＞
①本連絡会を通じて人材確保を望む企業が、学校の意向を踏まえて、個別の
意見交換を開始する。

②必要な回数の意見交換を行い、企業と学校が開催する内容を報告する。
・令和３年度に実施済み、またはこれから実施する取組み
・令和４年度から実施する取組み
・引き続き調整を行う取組み など （第2回連絡会 年内）

４ 本市が考えている支援
●企業と学校が意見交換を行う場の用意（初期段階） ●バスツアーのバス代補助 ●学校から企業への依頼に係る調整 など

３ 進め方

＜第1回連絡会＞
風力発電関連企
業の事業内容、
学校の就職状況
等のご紹介。
（6/25）

１ 目的
◇市内の風力発電関連企業に対する学生の関心を高め、地元への就職を後押しするために、北九州市風力発電人材育成連絡会
を設置する。

9 北九州市風力発電人材育成連絡会の概要

要
望
調
査

＜本連絡会による人材確保を現時点で検討中の企業＞
〇学校から生徒の関心向上に資する講義等の依頼があった場合は可能な範囲で
企業が対応する。

＜第2回連絡会＞
進捗状況や取組
み内容の報告
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10 風力発電の導入を推進する「風力発電推進拠点都市」の実現

• 取り組みの方向性を踏まえ、３つのアクションプランを検討する。

取組の
方向性

洋上風力を中心とした風力発電関連産業の総合拠点化
洋上風力発電のポテンシャルの最大限の発揮、陸上風力リプレースの課題整理
「基地港湾」を核とした総合拠点化、それを支える市内の産学官を巻き込んだ人財
育成

風力発電の導入促進

風力発電の導入を促進し、本市
を中心とした広域的な再エネの
供給体制を構築する。

響灘における洋上風力のポテ
ンシャル、課題の整理、課題
解決に係る取組みの検討
陸上風力のリプレースに向け
た課題の整理、課題解決に向
けた取組みの検討
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
けた取組み（日本版セントラ
ル方式）

響灘地区のポテンシャルを活か
し、風力発電関連産業の総合拠
点化を図り、経済活性化と雇用
創出を目指す。

港湾区域における大規模洋上
ウインドファームの建設
風力発電関連産業の総合拠点
化に向けた取組み（風車積出
基地、輸出/移出入拠点、O
＆M拠点、産業拠点）

風力発電関連産業の総合拠点化
を支える人材の確保

市内の風力発電関連企業に対す
る学生等の関心を高め、地元へ
の就職を後押しする。

「北九州市風力発電人材育成
連絡会」を通じた地元企業の
教育機関へのＰＲ等
「（仮称）北九州市洋上風力
キャンプ」による洋上風力関
連制度の研究や国への要望の
整理、全国的な風力人材研修
の実施

2030年までのアクションプラン

風力発電関連産業の総合拠点化

港湾空港局 所管事業


