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7. 水素供給・利活用拠点都市 

2050 年に目指す姿 

市内産業及び物流分野の脱炭素化に向けては、熱需要における電化の可能性

や各業種のエネルギー需給構造を踏まえながら、現実的かつ段階的なエネルギ

ー転換を進めていく必要があります。一方で、高温の熱需要や長距離輸送用の

商用車、船舶などにおいては、電化が困難な分野が存在すると考えられ、同分

野においては、水素が重要なエネルギー源となります。本市は、2050 年まで

に、経済性の高い水素を供給し、電化が困難な分野の脱炭素化に利活用する

「水素供給・利活用拠点都市」の形成を目指します。現時点の技術を前提に、

具体的には以下のような姿です。 

市内及び北部九州を含めた大規模な水素需要を賄うための市内における

水素や合成メタンの製造、海外から大量かつ経済性の高い水素（燃料ア

ンモニア含む）の輸入などの国際サプライチェーンの形成 

高温の熱需要など電化が困難な分野における水素や合成メタンなどを活

用した市内産業の脱炭素化と経済性の高い水素供給による更なる産業の

集積 

本州と九州を結ぶ玄関口としての地理的な優位性を活かした水素活用に

よるゼロカーボン物流の進展、自動運転等の先進技術を組み合わせた取

組促進による付加価値の高い物流の拠点化 

北部九州をはじめ広域的な水素供給の拠点化を通じた需要規模の拡大に

よる水素の低コスト化と市外を含めた脱炭素化の貢献 

図表 7-1 2050 年のイメージ 
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2050 年に目指す姿を踏まえた 2030 年までの方向性 

熱需要等非電力分野における電化を進めつつ、各業種におけるエネルギー転

換の動向、技術開発やコスト低減の状況を踏まえながら、各種実証事業等を通

じた社会実装を進め、経済性の高い水素を供給するための供給側の取組と、水

素の利活用を促す需要側での取組を進めます。 

供給側の取組としては、LNG 基地を有する利点を活かし、都市ガス導管等の

既存インフラを活用することによって広範囲にカーボンニュートラルな燃料を

供給するという観点から、水素を原料にしたメタン合成（メタネーション）に

よる都市ガス導管注入の取組を推進します。加えて、2030 年以降の将来的な大

規模需要に備えて、国際的な水素サプライチェーンの構築等を含めた海外から

の水素輸入に向けた検討を行います。 

需要側の取組としては、市内で製造される副生水素・再エネ水素を活用して

需給のマッチングを図り、水素の活用を促進することで、電化が困難な分野の

脱炭素化を後押しし、競争力を高めていきます。加えて、物流分野において、

陸上輸送については、水素の利活用と自動運転等の先進技術とを組み合わせる

取組を促進することで、物流コストの低減と労働力不足の解消を目指していく

とともに、海上輸送については、水素燃料船の導入を促進していきます。 

また、これらの各プロジェクトを企業と連携を図りながら創出・推進してい

くための体制構築に取り組みます。 

2030 年の水素需要については、5,700ｔ/年の創出を目指します。なお、これ

らの水素需要は、市内で製造される副生水素・再エネ水素で賄える見込みで

す。 

2030 年までのアクションプランとロードマップ 

水素利活用の拡大に向けたプロジェクト創出等をはじめとした産業・運輸

部門の脱炭素化を推進するための新たなプラットフォームの整備等を行いま

す。 

具体的には、熱需要における電化の可能性や各業種のエネルギー需給構造

のトランジションに係る情報を整理して情報提供を行うことで、市内産業に

おける現実的かつ段階的なエネルギー転換を促進します。 

また、プラットフォームを活用して、水素供給・利活用に係る技術課題や

関係法令の課題、設備規模等の検討を行い、脱炭素関連事業の構想から新規

立ち上げまでを支援します（具体的なプラットフォーム構築の方策について

は後述の「10．イノベーション創出に向けた企業支援」に記載）。 
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既存インフラを活用した水素供給の推進 【市】【企業】【行政】 

都市ガス導管等の既存インフラを活用して、水素を原料に製造した合成

メタンの都市ガス導管注入の取組を推進します。合成メタンは都市ガスと

同様に扱えるため、都市ガス導管等の既存設備を用いて広範囲に供給する

ことができ、また、需要側の設備・機器等の更新も必要ないため需要側の

コスト負担を抑えることができます。一方で、実用化・低コスト化に向け

ては、メタネーションの設備大型化や高効率化などの課題もあることか

ら、国等の議論・検討状況を踏まえつつ、合成メタンの供給を推進しま

す。 

具体的には、水素や CO2 の製造・調達方法や設備規模等の検討を行い、

実証体制を構築し、合成メタンの製造・供給実証を行います。更に、合成

メタンの利活用を志向する市内企業等と供給側とをマッチングし、合成メ

タンの利用促進を図り、合成メタン製造規模の拡大と事業化を目指しま

す。 

また、合成メタンの普及に向けた合成メタンの非化石価値の顕在化等の

環境整備に当たっては、ガス会社や需要側の企業等のニーズや課題・メリ

ット等を踏まえ、実証事業の実施にあたっては連携して取組を進めます。 

図表 7-2 既存インフラを活用した水素供給の推進のイメージ 
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大規模な水素供給に向けた検討 【市】【企業】【大学等】 

2030 年以降の大規模な水素需要の拡大に向けて、2030 年以降の大規模

な水素供給の拠点を目指し、安定的かつ経済性の高い水素の供給体制の構

築に係る検討を進めます。 

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等の環境整備の検討を行います。また、国際的

なサプライチェーンの構築に向けて、輸入水素供給事業を担う企業の発

掘・誘致を行うとともに、産学官が連携して課題整理や設備規模等の検討

を進めます。 

ロードマップ（2030 年度） 

取組指標（2030 年度） 

項目 取組指標 

都市ガスへの合成メタン注入 1％ 

輸入水素供給を担う企業の発掘・誘致 1 件 

市内水素を活用した水素の需要喚起とマッチング 【市】【企業】 

本市には、副生水素が発生する工場があるとともに、再エネの余剰電力

を活用した水素製造プロジェクトが見込まれています。これらの副生水

素・再エネ水素を活用し、水素利活用に関心のある企業と水素を供給する

企業とのマッチングを進めることによって、水素関連プロジェクトを創出

水素需要の喚起・推定需要量の把握

水素輸入に向けた施設配置等、環境整備の検討

輸入水素供給事業を担う企業の発掘・誘致

輸入水素供給事業を担う企業等、産学官が連携した水素輸入に係る課題整理、設備規模の検討

20232022 2024 2025 

既存イン
フラを活
用した水
素供給の
推進

メタネーション事業化・設備大規模化

～2030

合成メタンに関する検討
（水素やCO2の製造・調達方法、設備規模等）

大規模な
水素供給
に向けた
検討

実証体制構築・実証

合成メタンの供給企業と需要企業とのマッチング
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し、水素需要の拡大と水素利活用を促進します。 

市内で進められている水素製造実証等の事業化可能性を検討するととも

に、上述のマッチングを通じた需要の掘り起こしによる需要拡大を図るこ

とによって、2025 年までの水素の供給開始を目指します。 

ゼロカーボン物流の形成 【市】【企業】【他地域】 

ゼロカーボン物流の形成に向けて、陸上輸送と海上輸送の脱炭素化に向

けた取組を推進します。 

陸上輸送については、水素利用と自動運転等の先進技術を組み合わせた

長距離輸送用の FC19トラック等の活用を促進するとともに、地域内の近距

離の物流においては EV を活用した脱炭素化を進めていきます。これによ

って、物流の脱炭素化だけではなく、労働力不足の解消及び物流コストの

低減など、複数の課題を同時に解決していくことを目指します。 

具体的には、企業と連携して、FC トラック導入に向けた実証事業等を推

進します。当面は、中～長距離複数拠点間での FC トラックの実証に向け

て準備を進めます。加えて、市内企業の FC トラックのニーズを掘り起こ

し、FC トラックが商用化した段階で、市内輸送用の FC トラック導入を促

進します。 

また、自動運転等の実証に取り組み、実用化を後押しします。2025 年頃

以降を目途に、先進技術を持つ企業等とのマッチング等を通じて自動運転

等の実証を実施することを目指します。 

加えて、ゼロカーボン物流の形成に向けては、将来的には複数拠点間で

の輸送にも取り組むことが重要であることから、他地域とも連携して広域

的な取組を進めていきます。 

さらに、FC トラックを用いた物流網の形成に向けて、本州・九州をつな

ぐ物流の結節点における大型 FC トラック向けの水素ステーションの整備

等、水素供給インフラの検討を企業とともに進めます。 

海上輸送ついては、水素燃料船の運航に必要な水素が供給可能な企業と

のマッチング等を通じて、FC 船や水素エンジン船等の水素燃料船の導入に

係る事業形成を推進します。 
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ロードマップ（2030 年度） 

図表 7-3 ゼロカーボン物流の形成のイメージ 
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取組指標（2030 年度） 

項目 取組指標 

需要喚起による水素需要の創出 5,700ｔ/年 

水素需要企業・供給企業のマッチング 10 件 

FC トラック導入台数 80 台 

内航海運の消費エネルギー（水素置換） 0.01％ 
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8. イノベーション創出に向けた企業支援 

イノベーション支援の在り方 

本市の脱炭素化を実現するためには企業・研究機関等におけるイノベーショ

ンの早期実現が必要となります。本市では、産学官連携の推進や制度設計・規

制緩和、企業の資金調達支援、人材育成などによって、企業・研究機関等の取

組を支援します。 

イノベーション支援における市の主な役割として、制度面の後押しによる

市場ニーズの創出（マーケット・プル）や、販路開拓・資金獲得支援、アイ

デア協議の場作り、人材育成支援等が考えられます。 

また、イノベーションの主な類型として、従来にない新製品・サービスを

生みだす「プロダクト・イノベーション」と、生産工程や配送方法、それら

を支援する活動（プロセス）を大幅に改善する「プロセス・イノベーショ

ン」があります。どちらのイノベーションも支援対象になる可能性はありま

すが、特にプロセス・イノベーションにおいては、新たな物流網の整備やリ

サイクルプロセスの構築など社会インフラに関わる活動が必要となるなど市

の果たす役割がより大きくなるため、重点的に支援していきます。 

イノベーションは技術開発のフェーズによって必要となる支援が異なりま

す。本戦略では、社会実装に向けて規制改革や標準化を行う「社会実装フェ

ーズ」、事業化を見据えて研究開発や実証を行う「研究開発・実証フェー

ズ」、イノベーションのアイデアを生み出す「環境整備（土台づくり）フェ

ーズ」の３つのフェーズを設定し、それぞれのフェーズの特性を考慮した支

援を検討し、その中でも、制度設計や規制緩和、国によるプロジェクトの獲

得支援、補助金の活用など、特に市の役割やニーズが高い「社会実装」と

「研究開発・実証」のフェーズを重点的に支援していきます。 

2030 年までの方向性 

本市のイノベーション支援の方向性として、「社会実装フェーズ」では、脱

炭素技術の社会実装のための国内の制度整備や規制緩和、国によるプロジェク

トなどの資金獲得支援、技術とビジネスの観点を併せ持つ企業の人材育成等を

行います。「研究開発・実証」フェーズでは、コーディネーターによるイノベ

ーションの事業化支援、脱炭素関連の取組に関する普及・啓発や国・市・民間

の資金調達・伴走支援、脱炭素関連スキルを持つ企業内の脱炭素人材育成・獲
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得支援を行います。「環境整備（土台づくり）フェーズ」では、意見交換の場

づくり、FS 調査 20実施用の公的資金調達、大学と連携した脱炭素関連人材のす

そ野の拡大等を行います。 

また、本市では、これらの方向性の実現に向けて、プラットフォーム構築・

産学官連携、資金調達支援、人材育成・獲得の 3つの支援メニューに取り組み

ます。 

更に、2050 年に向けては、本市で生まれたイノベーションによる市内企業の

脱炭素化及び国内外の市場獲得、海外の企業や金融機関と連携したグリーン成

長産業の更なる発展及び投融資拡大、グリーン成長産業の国際的な人材育成の

拠点化を目指します。 

2030 年までのアクションプランとロードマップ 

温室効果ガス排出削減に関する最新の動向や技術に係る情報共有や脱炭素

関連事業創出に向けた産学官連携を強化する場づくりとして、プラットフォ

ームを整備し、2030 年頃にかけて、プラットフォームを通じた新規ビジネス

創出・新制度の導入や、産学官連携の技術テーマが社会実装フェーズに移行

図表 8-1 イノベーション支援の方向性と支援メニュー
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することを目指します。 

プラットフォームの整備に向けて、北九州環境ビジネス推進会（KICS）や

北九州市環境産業推進会議の既存ネットワークや運営ノウハウを最大限活用

し、市内発のイノベーションの事業化につながる支援を行うコーディネータ

ーを検討・確保します。 

その上で、市内で成長が期待されるとして市内企業等からニーズが高い分

野（テーマ例：カーボンリサイクル、プラスチック・金属等のリサイクルの

高度化、メタネーション、ゼロカーボン物流等）を中心に、事業化の可能性

が見込まれるテーマについて、個別のプロジェクトチームの立上げ支援を行

います。その際、コーディネーターが中心となって、各テーマのステークホ

ルダーと実証事業化や産学官連携拠点化など、イノベーションの将来の姿に

関する協議のファシリテーションやテーマ毎の目標設定や取組の方向性に関

する議論をリードし、海外の動向も踏まえながら具体的な施策を検討してい

きます。 

さらに、プラットフォームの中では、市内外の企業や大学など多様な参加

者が脱炭素関連の取組について自由な意見交換ができる場として、イノベー

ション共創の場を設けます。イノベーション共創の場では、コーディネータ

ー等がグリーン成長産業の最新技術や大学の研究シーズに関する情報発信を

行い、意見交換を通じてイノベーションの芽が生まれるきっかけを作りま

す。 

また、制度面での障壁が課題となる場合においては、市の関連部局が連携

し、新たなイノベーションの利用を促進する制度整備や規制緩和の検討・実

現に向けた支援を行うとともに、研究成果を対外的に発信することで、市内

発の技術の普及を幅広く後押しします。 
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図表 8-2 実施イメージ：プラットフォーム構築・産学官連携推進
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ロードマップ（2030 年度） 

取組指標（2030 年度） 

項目 取組指標 

コーディネーターの活動によるプロジェクトチーム

立上げ件数

36 件以上（累計）

※年間 4件程度

市内企業が脱炭素イノベーションや脱炭素経営への転換に投資し、イノベ

ーションの社会実装や競争力強化、海外展開ができるよう、国・市の資金の

活用促進による切れ目のない支援、民間資金も含めた資金獲得に向けた市内

企業の伴走支援、金融機関との連携を通じた資金調達手段の多様化等を進め

ていきます。 

こうした取組を通じて、2030 年頃にかけて、北九州市の市内企業・大学の

シーズの社会実装や、伴走型の金融促進事業を利用した地域企業への投融資

増加を目指します。 

20232022 2024 2025 

プラットフォーム設立

実証事業の実施

期待する
成果

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

• プロジェクトチーム立上げを通じた新規ビジネス創出、新制度の導入

• 産学官連携の技術テーマが社会実装フェーズに移行

コーディネーターの活動による

プロジェクトチーム立上げ件数36件以上

新規事業立ち上げ推進
実証プラン
トの整備

目標

～2030

プロジェクトチームで事業化に向けた協議

実
証
事
業
化
・
産
学
官
連
携
拠
点
化

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

整
備

産学官連携拠点化テーマ例：カーボンリサイクル

実証事業化テーマ例：

リサイクル、ゼロカーボン物流（水素トラック）、メタネーション（低炭素都市ガス）

事業化

産学官連携研究開発の実施

事業化に向けた詳細設計

イノベーション共創の場によるアイデア創出

意
見
交
換

の
場
作
り

企業や地域のニーズに応じて

プロジェクトチーム立上げ

テーマ探索、参加者募集

新たなテーマでの実証事業化、産学官連携拠点化の順次開始

アイデアの
共有
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市の補助金の活用 【市】【他地域】 

以下に示す既存の市の様々な助成制度を活用して、市内企業における脱

炭素イノベーションに向けた技術開発支援やスタートアップ支援、投融資

支援を実施します。 

制度名 概要 支援するフェーズ 

北九州市環境未来

開発助成 

循環型社会・脱炭素社会の実現

に向けた環境技術の実証研究、

社会システム研究、FS 研究に対

する助成金 

環境整備、研究開

発・実証 

北九州市中小企業

技術開発振興助成

金 

市内で新技術・新製品などの研

究開発（資源・エネルギー部門

を含む 4部門対象）を行う中小

企業者または中小企業団体に対

して、研究開発にかかる経費の

一部を支援する助成金 

研究開発・実証 

スタートアップ

SDGs イノベーショ

ントライアル事業 

市が認定したベンチャーキャピ

タルが投資するスタートアップ

企業に対して、事業化や技術開

発に必要となる費用の一部を補

助する事業 

研究開発・実証、

社会実装フェーズ 

北九州市 SDGs 未来

基金 

環境分野をはじめとした市の

SDGs 達成に向けた事業に活用可

能な基金 

研究開発・実証、

社会実装フェーズ 

北九州市産業環境

投融資 

市内で環境・エネルギーに関す

る設備投資を行う企業等に対し

て金利等の面で有利な条件を設

定した資金の融資 

研究開発・実証、

社会実装フェーズ 

企業立地促進補助

金 

市内における工場、事業所等の

新増設に対する助成金 

研究開発・実証、

社会実装フェーズ 

なお、サステナブルファイナンスが国際的な流れであることを機会と捉

え、海外金融機関等による市内企業への投資促進の支援や、アジア低炭素

化センターと連携して途上国の温室効果ガス排出量削減の目標達成に寄与

するビジネスの仕組みづくりを検討するなど、国際的な取組についても今

図表 8-3 北九州市の助成制度
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後検討を進めます。 

国補助金等の獲得支援（研究開発・実証、社会実装フェーズ） 【市】 

脱炭素社会の実現に向け、技術開発から社会実装、実用化、ビジネス展

開と図っていくためには、資金規模も大きな国の補助金の活用が重要とな

ります。脱炭素イノベーションの実現に向け、前述の市補助金から国の補

助金の活用まで、切れ目のない支援を実施していきます。国補助の活用に

関しては、プロジェクトの体制づくりやプロポーザルの作成など、前述の

プラットフォームなどを活用した支援を行います。また、脱炭素イノベー

ションの実現に向けては、研究開発や設備投資など多額のコストを要する

ため、国等による支援状況を踏まえながら、新たな制度の設計や既存制度

の拡充など、国へ必要な要望を行います。 

国の補助金の具体例としては、官民で野心的かつ具体的な目標を共有し

た上で、これに経営課題として取り組む企業等に対して、10 年間、研究開

発・実証から社会実装までを継続して支援する総額 2兆円規模の「グリー

ンイノベーション基金」や、石油石炭税などを原資として、省エネルギー

対策や再生可能エネルギーの利用促進、これらの関連の技術開発、社会実

装を支援する総額約 2兆円規模のエネルギー対策特別会計があります。 
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名称 概要 事業・テーマ例 

グリーンイノベ

ーション基金 

2050 年カーボンニュートラルの

実現に向け、NEDO に 2 兆円の基

金を造成し、野心的な目標にコミ

ットする企業等に対して、10 年

間、研究 開発・実証から社会実

装までを継続して支援する 

・洋上風力発電の低

コスト化 

・大規模水素サプラ

イチェーンの構築 

・CO2 の分離・回収

等技術開発 

エネルギー対策

特別会計 

石油石炭税や電源開発促進税を財

源とし、エネルギー需給構造高度

化対策などの目的・使途に用いる

例えば、温室効果ガスの削減を目

的としてイノベーションの創出

と、経済・社会・環境課題の同時

解決を図る補助・委託事業など 

・再エネ価格低減等

を通じた地域の再エ

ネ主力化・レジリエ

ンス強化促進事業 

・水素活用による運

輸部門等の脱炭素化

支援事業 

脱炭素関連金融メニューの創設・PR（研究開発・実証、社会実装フェー

ズ） 【市】【金融機関】 

金融機関における脱炭素関連の資金メニューの創設や、当該メニューを

市内企業に PR することで、民間資金の活用を推進します。 

福岡ひびき信用金庫が、環境省委託事業vの一環として、市内の中小企業

の脱炭素化や SDGs の推進に向けた伴走型支援を実施することを計画して

います。本市では、脱炭素関連の融資商品パッケージの導入に向けた検討

が進められている地域金融機関と連携した資金メニューの PR や、企業の

ニーズに合った民間資金や公的資金の支援内容を検討・助言します。ま

た、市内企業が金融機関の脱炭素関連資金にスムーズにアクセスできるよ

う、金融機関向けの環境面の情報開示等についても支援していきます。 

v 「環境省令和 3 年度地域における ESG 金融促進事業：北九州市と地域民間団体との連携による ESG を考慮した伴走型支援の

仕組化」

図表 8-4 国の補助金等
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ロードマップ（2030 年度） 

取組指標（2030 年度） 

項目 取組指標 

市内企業・大学等による国の補助金申請件数 18 件以上（累計）

※年間 2件程度 

市内企業・大学等による市の補助金利用件数 90 件以上（累計）

※年間 10 件程度 

脱炭素イノベーションを担う人材を育成し、市内企業がそうした人材を確

保できるよう、脱炭素に係る企業人材や技術とビジネスの観点を併せ持つ人

材の育成、脱炭素に関心・素養のある市内大学生と市内企業の接点強化等を

支援します。 

こうした取組を通じ、2030 年に向けて、脱炭素人材の獲得・育成に向けた

プログラムを産学官連携でプログラムを順次開始していくことを目指しま

す。 
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企業内の脱炭素人材育成・獲得支援 【市】【企業】【大学等】 

a 企業と人材のマッチング支援（環境整備、研究開発・実証フェーズ） 

市内企業における人材獲得の推進に向け、市内企業と人材をマッチン

グする既存のプラットフォームや、マッチング機能を備えたコワーキン

グスペースの活用を推進し、脱炭素人材と市内企業の接点創出を支援し

ます。 

このほかにも、主に首都圏に本社を持つ大企業に対しては、本社採用

の条件により、本市で働き続けることが可能（配属先が本市）な採用制

度の導入を働きかけます。これに伴い、地方での働き方を考慮し、企業

と連携した採用についての制度づくりの検討も進めていきます。 

また、市内企業で働く市内大学出身の OB を通じ、市内大学からの採用

を促進する取組や、「北九州市 SDGs スタートアップエコシステムコンソ

ーシアム」との連携を通じ、市内スタートアップと市内企業とを結びつ

ける取組等も展開していきます。 

併せて、風力発電分野における「脱炭素電力推進都市」に記載の人材

育成戦略と連携したマッチング支援等を行います。 

b 脱炭素人材育成（環境整備、研究開発・実証フェーズ） 

脱炭素イノベーションを支える人材の育成を広く支援することで、企

業の脱炭素化を後押しします。具体的には、企業が自社の CO2 排出量算

定を行うための人材育成プログラムや、企業経営者などを対象に脱炭素

経営の取組を促進するセミナーなどの開催を実施します。 

技術とビジネスの観点を併せ持つ人材育成支援［脱炭素高度人材育成］

（研究開発・実証、社会実装フェーズ） 【市】【企業】【大学等】 

脱炭素イノベーションの創出・実現に向けて、技術的な観点とともにビ

ジネスの観点からも社会の将来の姿や方向性を考えられる主導的役割を担

う高度人材の育成・獲得を、産学官連携で推進します。 

具体的には、脱炭素関連領域における社会人マスター・ドクターの取得

や、大学・企業間の共同研究を通じた学生と企業の接点強化や学位取得等

を後押しします。これらの実施に際しては、「脱炭素関連事業創出に繋が

るプラットフォームの整備」の産学官連携拠点との連携を図ります。ま

た、大学・企業間の共同研究に対して、市やコーディネーターが内容の検

討を支援します。 

中長期的には、脱炭素分野におけるグローバル人材の育成を視野に、海

外研究機関との連携にも取り組みます。 
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大学と連携した脱炭素人材のすそ野の拡大（環境整備フェーズ） 【市】

【大学等】 

すそ野の拡大による脱炭素関連人材の育成に向けて、脱炭素分野に関

心・素養のある市内大学生に対し、市内企業への就職を意識づけるための

支援を行います。本市では、北九州市立大学を対象に 1 年生の段階から市

内企業でインターンを行う「未来地域産業インターンシップ」等を行って

います。今後は、大学教員も参加するインターンシップ等の実施も視野

に、脱炭素分野に関心を持つ市内大学生と市内企業を結び付ける取組を拡

充していきます。 

ロードマップ（2030 年度） 

取組指標（2030 年度） 

項目 取組指標 

市が主催・共催する人材育成・獲得プログラムへの参

加人数 

900 人（累計） 

※年間 100人程度
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9. 海外ビジネス展開 

本市が目指す「環境と経済の好循環」の取組は、現在、急激な成長を遂げている

アジア諸国や他の途上国にとっても重要なモデルとなりえます。「アジア低炭素化セ

ンター」が中心となり、市内企業の海外ビジネス展開を加速させながら、新たなモ

デルとして広く展開することで、海外マーケットの更なる獲得を目指します。 

具体的には、第三者所有方式による PV 等の導入などの市内における取組の経験・

ノウハウを活かしながら、姉妹都市であるハイフォン市（ベトナム）等、北九州市

と関係の深いアジア諸都市との都市間連携を通して、都市マスタープラン策定支援

や工業団地のグリーン化への協力等を行うことで、都市まるごと・工業団地単位の

脱炭素化を推進します。 

また、市内の中小企業等が所有する脱炭素化・省エネ技術・製品について、海外

でのニーズに合わせた現地での実証試験や、海外展開のビジネスモデル構築のため

の FS 調査を支援し、中小企業等の価格競争力・資金力・ブランド競争力を補うこと

により、海外での販路拡大を積極的に後押しします。 

さらに、ダバオ市（フィリピン）の廃棄物発電導入支援等、海外への都市インフ

ラの輸出や、市内企業の脱炭素技術や新たなビジネスモデルなど先進的な取組の海

外展開を推進することにより、アジアにおける脱炭素化と地域経済の活性化を進め

ます。 

10.戦略の推進（まとめ） 

本戦略の推進に当たっては、市内の企業、大学、金融機関等、幅広いステークホル

ダーと最新の科学的知見や社会経済情勢の変化についての情報を共有し、連携及び対

話を行いながら、取組を推進します。 

また、「北九州市地球温暖化対策実行計画（令和３年８月改定）」と整合的に、各取

組の取組指標を用いて進捗状況の評価を行うとともに、その進捗結果や同計画の見直

し状況などを踏まえて、適宜、戦略の見直しを行うこととします。 

なお、上記の見直しに係らず、2050 年のカーボンニュートラルに向けては、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

が伴うものであるという認識の下、最新の技術動向や社会経済情勢等を踏まえた柔

軟な検討と必要なアップデートを加えながら、各取組を推進することとします。 
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用語集 

＃ 用語 定義・説明 

1 カーボンニュートラル 市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の

構成員が、自らの責任と定めることが一般に合理

的と認められる範囲の温室効果ガス排出量を認識

し、主体的にこれを削減する努力を行うととも

に、削減が困難な部分の排出量について、他の場

所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等

を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を

実現するプロジェクトや活動を実施すること等に

より、その排出量の全部を埋め合わせた状態で

す。 

2 ESG 投資 従来の財務情報だけでなく、環境

（Environment）・社会（Social）・ガバナンス

（Governance）要素も考慮した投資です。 

3 デジタル・トランスフ

ォーメーション（DX） 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、デー

タとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニー

ズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変

革するとともに、業務そのものや、組織、プロセ

ス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を

確立することです。 

4 高温の熱需要 本書において高温の熱需要は、主に金属加工など

の重工業プロセス等で使われる 200℃～1700℃の

熱需要を指します。 

5 ニッチトップ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独

自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理

などにより差別化を行い、トップの地位を築いて

いる企業です。 

6 CO2 フリー水素 再生可能エネルギー由来の電力を用いて水電解で

水素を製造するなど、利用時だけでなく製造段階

でも CO2 を排出しない水素のことです。 
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＃ 用語 定義・説明 

7 グリーン産業 持続可能な方法で生産された投入物、再利用の原

材料、水・エネルギー・鉱物の使用を抑えた有害

物質のない生産プロセス、廃棄物の再利用とリサ

イクル、温室効果ガスと汚染物質の排出削減、耐

久性が高く長寿命の製品といった特徴を持つ産業

のことです。国の「2050 年カーボンニュートラル

に伴うグリーン成長戦略」では、成長が期待され

る 14 の重要分野を定めています。 

8 メタネーション 水素と CO2 からメタンを合成する技術です。 

9 副生水素 主として産業用途として工場等で副産物として生

み出される水素です。 

10 特定卸供給契約 発電者を特定した再生可能エネルギー電気を、送

配電事業者が維持及び運用する供給設備を介し

て、事前に発電者と合意した小売電気事業者に卸

供給する契約です。 

11 北九州都市圏域 「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

をもとに連携する連携中枢都市です。 

12 再エネ 100%電力 本書においては、施設で使用する電力のうち、ま

ず PV 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（「非化石電源からつくら

れた電気である」という「非化石価値」を見える

化した証書で、小売電気事業者と取引が可能。）

を組み合わせて利用するものを指します。 

13 地理情報システム

（GIS) 

地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持

ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工

し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を

可能にする技術です。 

14 固定価格買取制度

（FIT） 

再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社

が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束す

る制度です。 
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＃ 用語 定義・説明 

15 オンサイト PV 屋根や駐車場に設置し、発電した電力を建物内

で消費するための太陽光発電設備です。 

16 一般海域 特定の法令で管理されていない海域をいいま

す。港湾法や漁港漁場整備法等、特定の法令で

管理されている海域以外の海域のことです。 

17 日本版セントラル方式 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、洋上風力発

電の導入を加速化するための仕組みです。 

18 O&M Operation and Maintenance の略称です。運用

管理及び保守点検のことを指します。 

19 FC 燃料電池（Fuel Cell）の略称です。水素と空

気中の酸素を反応させて電気を起こします。 

20 FS 調査 実現可能性調査（Feasibility study）の略称

で、実現可能性を検討するための調査です。 
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