
周南市での取組について
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企業活動戦略室

平成２８年４月１５日（金）
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周南市は、山口県の東南部に位置し、北に中国山地を背に、周南市は、山口県の東南部に位置し、北に中国山地を背に、周南市は、山口県の東南部に位置し、北に中国山地を背に、周南市は、山口県の東南部に位置し、北に中国山地を背に、

南に瀬戸内海を望み、その海岸線に沿って大規模工業が立地し、南に瀬戸内海を望み、その海岸線に沿って大規模工業が立地し、南に瀬戸内海を望み、その海岸線に沿って大規模工業が立地し、南に瀬戸内海を望み、その海岸線に沿って大規模工業が立地し、

それに接して東西に比較的幅の狭い市街地が続いています。それに接して東西に比較的幅の狭い市街地が続いています。それに接して東西に比較的幅の狭い市街地が続いています。それに接して東西に比較的幅の狭い市街地が続いています。

北側には、なだらかな丘陵地が広がり、その背後の広大な山稜北側には、なだらかな丘陵地が広がり、その背後の広大な山稜北側には、なだらかな丘陵地が広がり、その背後の広大な山稜北側には、なだらかな丘陵地が広がり、その背後の広大な山稜

には農山村地帯が散在しています。には農山村地帯が散在しています。には農山村地帯が散在しています。には農山村地帯が散在しています。

また、島また、島また、島また、島しょしょしょしょ部は、瀬戸内海国立公園区域にも指定されており、部は、瀬戸内海国立公園区域にも指定されており、部は、瀬戸内海国立公園区域にも指定されており、部は、瀬戸内海国立公園区域にも指定されており、

美しい自然景観を有しています。美しい自然景観を有しています。美しい自然景観を有しています。美しい自然景観を有しています。

コンビナート夜景

人間魚雷「回天」訓練基地跡

徳山動物園の
ミリンダとナマリー

市市市市 章章章章 市の木：クスノキ市の木：クスノキ市の木：クスノキ市の木：クスノキ 市の花：サルビア市の花：サルビア市の花：サルビア市の花：サルビア

気候気候気候気候 周防山地以南は温暖少雨の瀬戸内型、その以北は内陸型

総面積総面積総面積総面積 656.32平方km【東西約37km、南北約39km】
（平成22年10月1日国土地理院調べ）

隣接地隣接地隣接地隣接地 下松市、光市、岩国市、防府市、山口市、島根県

人口人口人口人口 １４７，３８１ 人 （平成28年2月29日現在）

世帯数世帯数世帯数世帯数 ６７，７７２ 世帯（平成28年2月29日現在）

主要産業主要産業主要産業主要産業 化学工業、鉄鋼業、窯業 等

製造品出荷額製造品出荷額製造品出荷額製造品出荷額 １兆２９８４億１１２５万円（平成26年工業統計）

事業所数事業所数事業所数事業所数 ７，３５９ （平成26年経済センサス）

従業者数従業者数従業者数従業者数 ７３，４９７人 （平成26年経済センサス）

山口県周南市の紹介山口県周南市の紹介山口県周南市の紹介山口県周南市の紹介

大道理地区の芝桜

基本データ基本データ基本データ基本データ

産業関係データ産業関係データ産業関係データ産業関係データ
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１．「周南市水素利活用計画」の策定
２．「水素ステーションの整備」について
３．「燃料電池自動車普及促進補助金」について
４．「純水素型燃料電池」の実証
５．「燃料電池フォークリフト」の実証
６．「水素学習室」の開設
７．「地域連携・低炭素水素技術実証事業」

本日の内容
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１．１．１．１． 「周南市水素利活用計画」の策定「周南市水素利活用計画」の策定「周南市水素利活用計画」の策定「周南市水素利活用計画」の策定
◆周南市水素利活用協議会◆周南市水素利活用協議会◆周南市水素利活用協議会◆周南市水素利活用協議会

●平成●平成●平成●平成25252525年年年年8888月設立月設立月設立月設立
周南コンビナートで製造される水素を、まちづくり周南コンビナートで製造される水素を、まちづくり周南コンビナートで製造される水素を、まちづくり周南コンビナートで製造される水素を、まちづくり
に活かすための方策等を検討に活かすための方策等を検討に活かすための方策等を検討に活かすための方策等を検討

●平成●平成●平成●平成26262626年年年年4444月月月月
「周南市水素利活用構想」を策定「周南市水素利活用構想」を策定「周南市水素利活用構想」を策定「周南市水素利活用構想」を策定

●平成●平成●平成●平成27272727年年年年4444月月月月

「周南市水素利活用計画」「周南市水素利活用計画」「周南市水素利活用計画」「周南市水素利活用計画」を策定を策定を策定を策定

区分 所属・役職

企
業
関
係

周南コンビナート関係

出光興産株式会社
東ソー株式会社
株式会社トクヤマ
徳山積水工業株式会社
日新製鋼株式会社
日本ゼオン株式会社

エネルギー関係
岩谷産業株式会社
高山石油株式会社
山口合同ガス株式会社

交通関係
周南近鉄タクシー株式会社
防長交通株式会社

自動車・産業用車両メー
カー関係

トヨタ自動車株式会社
株式会社豊田自動織機
本田技研工業株式会社

建築・機械関係 株式会社大林組

区分 所属・役職

商工関係団体
新南陽商工会議所
徳山商工会議所
周南地場産業振興センター

自治会関係 櫛浜地区自治会連合会

学識経験者

山口大学大学院 教授 稲葉和也
徳山大学 経済学部長 教授 石川英樹
徳山工業高等専門学校 教授 牧野俊昭
徳山工業高等専門学校 特命教授 吉岡健

国
経済産業省 中国経済産業局資源エネルギー環境部
新エネルギー対策室（オブザーバー）

山口県
産業戦略部
商工労働部 新産業振興課
山口県産業技術センター

周南市
政策企画課、庁舎建設課、防災危機管理課、
環境政策課、下水道施設課、商工振興課 等

【【【【平成平成平成平成28282828年年年年4444月月月月15151515日現在日現在日現在日現在 構成構成構成構成】】】】
◆企業関係◆企業関係◆企業関係◆企業関係 １５１５１５１５ 社社社社 ◆商工関係団体◆商工関係団体◆商工関係団体◆商工関係団体 ３３３３ 団体団体団体団体
◆自治会関係◆自治会関係◆自治会関係◆自治会関係 1 1 1 1 団体団体団体団体 ◆学識経験者◆学識経験者◆学識経験者◆学識経験者 ４４４４ 名名名名
◆行政機関◆行政機関◆行政機関◆行政機関 経済産業省、山口県、周南市経済産業省、山口県、周南市経済産業省、山口県、周南市経済産業省、山口県、周南市
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１．１．１．１． 「周南市水素利活用計画」の策定「周南市水素利活用計画」の策定「周南市水素利活用計画」の策定「周南市水素利活用計画」の策定
基本基本基本基本理念理念理念理念

水素エネルギーで未来を拓く水素エネルギーで未来を拓く水素エネルギーで未来を拓く水素エネルギーで未来を拓く 水素先進都市「周南」水素先進都市「周南」水素先進都市「周南」水素先進都市「周南」

計画計画計画計画の基本目標の基本目標の基本目標の基本目標

●●●● 水素水素水素水素利活用利活用利活用利活用のののの促進に向けた環境整備促進に向けた環境整備促進に向けた環境整備促進に向けた環境整備
●●●● 低炭素・省エネ・災害に強いまちづくりの推進低炭素・省エネ・災害に強いまちづくりの推進低炭素・省エネ・災害に強いまちづくりの推進低炭素・省エネ・災害に強いまちづくりの推進
●●●● 水素関連ビジネスの創出と企業連携・競争力強化水素関連ビジネスの創出と企業連携・競争力強化水素関連ビジネスの創出と企業連携・競争力強化水素関連ビジネスの創出と企業連携・競争力強化

施策の展開施策の展開施策の展開施策の展開 ①①①① 水素サプライチェーンの構築水素サプライチェーンの構築水素サプライチェーンの構築水素サプライチェーンの構築
②②②② モデルエリアの構築モデルエリアの構築モデルエリアの構築モデルエリアの構築
③③③③ 水素関連水素関連水素関連水素関連産業等に関する人材育成・事業所支援の充実産業等に関する人材育成・事業所支援の充実産業等に関する人材育成・事業所支援の充実産業等に関する人材育成・事業所支援の充実
④④④④ 市民・市内企業等への普及・啓発事業の強化市民・市内企業等への普及・啓発事業の強化市民・市内企業等への普及・啓発事業の強化市民・市内企業等への普及・啓発事業の強化

指標名
Step1

平成27～29年
Step2

平成30年～32年

水素ステーションの設置数 1か所か所か所か所 1か所か所か所か所

燃料電池自動車、水素自動車数
（燃料電池バスを含む） 70台台台台 670台台台台

定置用燃料電池数（エネファーム等） 600台台台台 1,400台台台台

基本指標基本指標基本指標基本指標

※前提条件：ユーザーのメリット（価格
・利便性等）が確保され、かつ水素利
活用機器の市場投入が順調に進んだ
場合

※経済産業省「次世代自動車戦略
2010」（2010.4.12）を参考に算出
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１．１．１．１． 「周南市水素利活用計画」の策定「周南市水素利活用計画」の策定「周南市水素利活用計画」の策定「周南市水素利活用計画」の策定

水素ステーション

水素ステーションエリア
＜水素ステーション周辺モデル＞＜水素ステーション周辺モデル＞＜水素ステーション周辺モデル＞＜水素ステーション周辺モデル＞

（地方卸売市場・学校・支所・卸売商業団地・下水処理（地方卸売市場・学校・支所・卸売商業団地・下水処理（地方卸売市場・学校・支所・卸売商業団地・下水処理（地方卸売市場・学校・支所・卸売商業団地・下水処理
場・地場産業振興センター等での活用検討）場・地場産業振興センター等での活用検討）場・地場産業振興センター等での活用検討）場・地場産業振興センター等での活用検討）
燃料電池自動車・バス・タクシー・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・燃料電池自動車・バス・タクシー・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・燃料電池自動車・バス・タクシー・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・燃料電池自動車・バス・タクシー・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・
定置用燃料電池等定置用燃料電池等定置用燃料電池等定置用燃料電池等

動物園エリア＜観光地モデル＞＜観光地モデル＞＜観光地モデル＞＜観光地モデル＞

中心市街地エリア＜都市部モデル＞＜都市部モデル＞＜都市部モデル＞＜都市部モデル＞

（周南市役所・商店街・徳山駅・徳山港等での活用検討）（周南市役所・商店街・徳山駅・徳山港等での活用検討）（周南市役所・商店街・徳山駅・徳山港等での活用検討）（周南市役所・商店街・徳山駅・徳山港等での活用検討）
燃料電池自動車・定置用燃料電池等燃料電池自動車・定置用燃料電池等燃料電池自動車・定置用燃料電池等燃料電池自動車・定置用燃料電池等

液化水素
製造拠点施設

◆３つの水素利活用モデルエリア◆３つの水素利活用モデルエリア◆３つの水素利活用モデルエリア◆３つの水素利活用モデルエリア

徳山東ＩＣ
料金所

国道２号線

山陽自動車道

（動物園、ＫＲＹハウジングサイト等での活用検討（動物園、ＫＲＹハウジングサイト等での活用検討（動物園、ＫＲＹハウジングサイト等での活用検討（動物園、ＫＲＹハウジングサイト等での活用検討
定置定置定置定置用用用用燃料電池等燃料電池等燃料電池等燃料電池等
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開所日：平成２７年８月４日

●市用地の無償貸与
地方卸売市場の敷地約１，２５０㎡を１０年間無償貸与
●整備に係る整地費用の補助
ステーション整備用地の整地に係る費用を補助
●固定資産税のキャッシュバック（補助）
ステーションに課税される固定資産税をキャッシュバック
※固定資産税相当額の1/2を２年間（中小企業は固定資産税
相当額の全額を３年間）

２．水素ステーションの整備について２．水素ステーションの整備について２．水素ステーションの整備について２．水素ステーションの整備について

整備に係る市の支援整備に係る市の支援整備に係る市の支援整備に係る市の支援周南市地方卸売市場周南市地方卸売市場周南市地方卸売市場周南市地方卸売市場

水素ステーション水素ステーション水素ステーション水素ステーション

地方卸売市場全景地方卸売市場全景地方卸売市場全景地方卸売市場全景

●中四国初の水素ステーション
●国内初フォークリフト専用ディスペンサー併設
７０ＭＰａディスペンサー：車両専用
３５ＭＰａディスペンサー：フォークリフト専用

●液化水素は、市内の液化水素製造プラント「山口リキッドハイ
ドロジェン」よりローリーで運搬
●徳山東ＩＣから約３．５㎞、車で約５～６分

特長特長特長特長

●水素供給方式・・・液化水素貯槽（オフサイト方式）
●充填能力・・・３４０Ｎｍ３／ｈ

（１時間あたり６台の満充填可能）
●充填時間・・・３分／台（満充填約５㎏）

主な仕様主な仕様主な仕様主な仕様

◆イワタニ水素ステーション山口周南◆イワタニ水素ステーション山口周南◆イワタニ水素ステーション山口周南◆イワタニ水素ステーション山口周南
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補助対象補助対象補助対象補助対象

補助金額補助金額補助金額補助金額

予算措置予算措置予算措置予算措置

平成平成平成平成28282828年度年度年度年度 500500500500万円万円万円万円 （（（（5555台分）台分）台分）台分）
※※※※平成平成平成平成27272727年度年度年度年度 500500500500万円（万円（万円（万円（5555台分）台分）台分）台分）

（平成（平成（平成（平成27年度新規創設）年度新規創設）年度新規創設）年度新規創設）

１．市内に主たる住居、事務所若しくは事業所を有する個人１．市内に主たる住居、事務所若しくは事業所を有する個人１．市内に主たる住居、事務所若しくは事業所を有する個人１．市内に主たる住居、事務所若しくは事業所を有する個人
２．市内に事務所若しくは事業所を有する法人２．市内に事務所若しくは事業所を有する法人２．市内に事務所若しくは事業所を有する法人２．市内に事務所若しくは事業所を有する法人
３．１又は２の公人又は法人と補助金の交付対象となる燃料電池自動車に係るリース契約等を締結したリース業者３．１又は２の公人又は法人と補助金の交付対象となる燃料電池自動車に係るリース契約等を締結したリース業者３．１又は２の公人又は法人と補助金の交付対象となる燃料電池自動車に係るリース契約等を締結したリース業者３．１又は２の公人又は法人と補助金の交付対象となる燃料電池自動車に係るリース契約等を締結したリース業者

平成平成平成平成27年度申請件数年度申請件数年度申請件数年度申請件数

３件３件３件３件

１．当該年度の１．当該年度の１．当該年度の１．当該年度の3333月月月月23232323日までに新規購入、新規日までに新規購入、新規日までに新規購入、新規日までに新規購入、新規 登録された燃料電池自動車登録された燃料電池自動車登録された燃料電池自動車登録された燃料電池自動車
２．主として市内を走行する車両２．主として市内を走行する車両２．主として市内を走行する車両２．主として市内を走行する車両

補助対象車種補助対象車種補助対象車種補助対象車種

１台につき、１台につき、１台につき、１台につき、１００万円（上限）１００万円（上限）１００万円（上限）１００万円（上限）
※※※※内内内内 県補助金県補助金県補助金県補助金５０万円５０万円５０万円５０万円

周南市役所周南市役所周南市役所周南市役所 ２台２台２台２台
山口県庁（市外）山口県庁（市外）山口県庁（市外）山口県庁（市外） １台１台１台１台
市内事業者市内事業者市内事業者市内事業者 ２台２台２台２台
個人（市内、市外）個人（市内、市外）個人（市内、市外）個人（市内、市外） ２台２台２台２台
市内ディーラー市内ディーラー市内ディーラー市内ディーラー ２台２台２台２台

広島市ディーラー広島市ディーラー広島市ディーラー広島市ディーラー 2222台台台台
広島県内個人広島県内個人広島県内個人広島県内個人 1111台台台台

水素ステーション ＦＣＶ利用台数
計12台 （平成28年3月31日現在）

県内 県外

３３３３．．．．燃料電池自動車普及促進補助金について
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４．純水素型燃料電池システムの実証４．純水素型燃料電池システムの実証４．純水素型燃料電池システムの実証４．純水素型燃料電池システムの実証

山口県の「やまぐち産業戦略研究開発等補助金」の助成を受け山口県の「やまぐち産業戦略研究開発等補助金」の助成を受け山口県の「やまぐち産業戦略研究開発等補助金」の助成を受け山口県の「やまぐち産業戦略研究開発等補助金」の助成を受け
て、て、て、て、岩谷産業株式会社、東芝燃料電池システム株式会社、長府工岩谷産業株式会社、東芝燃料電池システム株式会社、長府工岩谷産業株式会社、東芝燃料電池システム株式会社、長府工岩谷産業株式会社、東芝燃料電池システム株式会社、長府工
産株式会社、山口リキッドハイドロジェン株式会社産株式会社、山口リキッドハイドロジェン株式会社産株式会社、山口リキッドハイドロジェン株式会社産株式会社、山口リキッドハイドロジェン株式会社が開発。が開発。が開発。が開発。
現在、「地方卸売市場」、「徳山動物園」にて実証中。現在、「地方卸売市場」、「徳山動物園」にて実証中。現在、「地方卸売市場」、「徳山動物園」にて実証中。現在、「地方卸売市場」、「徳山動物園」にて実証中。

概要概要概要概要

周南市地方卸売市場周南市地方卸売市場周南市地方卸売市場周南市地方卸売市場

◆設置◆設置◆設置◆設置 平成２７年３月２２日平成２７年３月２２日平成２７年３月２２日平成２７年３月２２日
◆出力◆出力◆出力◆出力 ７００Ｗ７００Ｗ７００Ｗ７００Ｗ

◆利用方法◆利用方法◆利用方法◆利用方法 【【【【電気電気電気電気】】】】卸売市場内電力卸売市場内電力卸売市場内電力卸売市場内電力
【【【【湯湯湯湯】】】】市場関係者共用市場関係者共用市場関係者共用市場関係者共用

◆供給方法◆供給方法◆供給方法◆供給方法 圧縮水素ボンベ圧縮水素ボンベ圧縮水素ボンベ圧縮水素ボンベ
※※※※平成２８年３月より平成２８年３月より平成２８年３月より平成２８年３月より水素ステーションのボ水素ステーションのボ水素ステーションのボ水素ステーションのボ

イルオフガスを直接供給（後述）イルオフガスを直接供給（後述）イルオフガスを直接供給（後述）イルオフガスを直接供給（後述）

徳山徳山徳山徳山動物園動物園動物園動物園

◆設置◆設置◆設置◆設置 平成２７年３月２１日平成２７年３月２１日平成２７年３月２１日平成２７年３月２１日
◆出力◆出力◆出力◆出力 ７００Ｗ７００Ｗ７００Ｗ７００Ｗ

◆利用方法◆利用方法◆利用方法◆利用方法 【【【【電気電気電気電気】】】】ゾウ舎電力ゾウ舎電力ゾウ舎電力ゾウ舎電力
【【【【湯湯湯湯】】】】ゾウのシャワーゾウのシャワーゾウのシャワーゾウのシャワー

◆供給方法◆供給方法◆供給方法◆供給方法 圧縮水素ボンベ圧縮水素ボンベ圧縮水素ボンベ圧縮水素ボンベ
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５．燃料電池フォークリフトの実証５．燃料電池フォークリフトの実証５．燃料電池フォークリフトの実証５．燃料電池フォークリフトの実証

（１）環境性
・フォークリフト稼動中のＣＯＣＯＣＯＣＯ2222排出ゼロ排出ゼロ排出ゼロ排出ゼロ

副生成物として水のみ排出

（２）作業効率向上
・鉛バッテリ充填時間（６－８時間）に比べ

短時間（３分間）での水素充填が可能短時間（３分間）での水素充填が可能短時間（３分間）での水素充填が可能短時間（３分間）での水素充填が可能
・満充填で８時間の連続稼働を実現

（鉛バッテリ車同等）

（３）省スペース
・予備バッテリの購入・保管不要

⇒ 充電作業不要・省スペース充電作業不要・省スペース充電作業不要・省スペース充電作業不要・省スペース

燃料電池フォークリフトについて燃料電池フォークリフトについて燃料電池フォークリフトについて燃料電池フォークリフトについて
開発：株式会社開発：株式会社開発：株式会社開発：株式会社 豊田自動織機豊田自動織機豊田自動織機豊田自動織機

特長

スペックスペックスペックスペック

FCFCFCFCスタック

( ー 2.5t電動フォークリフト)

FCFCFCFCユニット

出力 連続出力 8 kW

短時間出力 22 kW ×2秒

水素 充てん圧 35 MPa
(約350気圧)

満充てん量 1.2 kg

充てん時間 約3分

稼働時間 ※ 8時間

※測定条件：電動車JISパターン（稼働率55%）

＜周南実証車 仕様＞
全長： 3,810mm （ﾌｫｰｸ長 1,520mm含む）
全幅： 1,170mm
全高： 2,385mm （ﾏｽﾄ下降時）
揚高： 3,700mm
重量： 4,290kg
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５．燃料電池フォークリフトの実証５．燃料電池フォークリフトの実証５．燃料電池フォークリフトの実証５．燃料電池フォークリフトの実証

燃料電池フォークリフト実証開始燃料電池フォークリフト実証開始燃料電池フォークリフト実証開始燃料電池フォークリフト実証開始
キックオフイベントキックオフイベントキックオフイベントキックオフイベント （平成（平成（平成（平成27272727年年年年9999月月月月16161616日開催）日開催）日開催）日開催）

燃料電池フォークリフト試乗会燃料電池フォークリフト試乗会燃料電池フォークリフト試乗会燃料電池フォークリフト試乗会

実証実験の概要実証実験の概要実証実験の概要実証実験の概要

１．目的
周南市の水素需要の拡大及び地方卸売
市場のクリーンな環境を目指すことを目的
に、燃料電池フォークリフトを導入し、二酸
化炭素の削減効果等を実証。

２．期間
平成２９年３月３１日（金）まで

３．燃料電池フォークリフト
㈱豊田自動織機の燃料電池フォークリフ
ト1台を、周南市の管理のもと、徳山青果㈱
が日常の作業に使用。

４．実証内容
主として、夜間に行われる市場内での青
果の荷卸し作業等に燃料電池フォークリフト
を使用し、導入に伴う市場内のフォークリフ
トの二酸化炭素削減効果や、経済性及び作
業効率を実証。

実証開始セレモニー実証開始セレモニー実証開始セレモニー実証開始セレモニー
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６．６．６．６． 「水素学習室」の開設「水素学習室」の開設「水素学習室」の開設「水素学習室」の開設

水素の製造・輸送・貯蔵・利活用にわたる水素サプライチェーン全体を学べる場所水素の製造・輸送・貯蔵・利活用にわたる水素サプライチェーン全体を学べる場所水素の製造・輸送・貯蔵・利活用にわたる水素サプライチェーン全体を学べる場所水素の製造・輸送・貯蔵・利活用にわたる水素サプライチェーン全体を学べる場所と、と、と、と、水素に関する水素に関する水素に関する水素に関する
多彩なコンテンツを提供することで、多彩なコンテンツを提供することで、多彩なコンテンツを提供することで、多彩なコンテンツを提供することで、水素需要の喚起水素需要の喚起水素需要の喚起水素需要の喚起や、や、や、や、来るべき来るべき来るべき来るべき水素社会水素社会水素社会水素社会について理解をについて理解をについて理解をについて理解を深めても深めても深めても深めても
らうらうらうらうことを目的とする。ことを目的とする。ことを目的とする。ことを目的とする。

目的目的目的目的

・周南市の職員による、・周南市の職員による、・周南市の職員による、・周南市の職員による、市の水素に関する取組等に関市の水素に関する取組等に関市の水素に関する取組等に関市の水素に関する取組等に関
する講話する講話する講話する講話ややややＤＶＤ等による学習ＤＶＤ等による学習ＤＶＤ等による学習ＤＶＤ等による学習

・周南コンビナートとエネルギーについて、水素につい・周南コンビナートとエネルギーについて、水素につい・周南コンビナートとエネルギーについて、水素につい・周南コンビナートとエネルギーについて、水素につい
て、国、県、市の水素に関する取組、企業の取組等につて、国、県、市の水素に関する取組、企業の取組等につて、国、県、市の水素に関する取組、企業の取組等につて、国、県、市の水素に関する取組、企業の取組等につ
いてのパネル学習いてのパネル学習いてのパネル学習いてのパネル学習 等等等等

内容内容内容内容

事前の事前の事前の事前のご予約が必要ご予約が必要ご予約が必要ご予約が必要です。です。です。です。
ご利用を希望される方は、ご利用を希望される方は、ご利用を希望される方は、ご利用を希望される方は、

周南市経済産業部商工振興課企業活動戦略室周南市経済産業部商工振興課企業活動戦略室周南市経済産業部商工振興課企業活動戦略室周南市経済産業部商工振興課企業活動戦略室
０８３４（２２）８２２３０８３４（２２）８２２３０８３４（２２）８２２３０８３４（２２）８２２３ までご連絡をお願いします。までご連絡をお願いします。までご連絡をお願いします。までご連絡をお願いします。

ご利用についてご利用についてご利用についてご利用について
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環境省が地方自治体と連携し、地域の特性を活かした、水素の製造から輸送、貯蔵、供給、利用にいたる各段階に
おいて低炭素化されたサプライチェーンを構築・実証する。
※平成27年4月17日 採択決定 【応募件数16件のうち採択は採択は採択は採択は4件件件件（横浜市、川崎市、周南市周南市周南市周南市、北海道鹿追町） 】
※平成27年6月30日 2次募集採択決定 【応募件6件のうち採択は1件（北海道釧路市、白糠（しらぬか）町）】

苛性ソーダ由来の未利用な高純度副生水素を活用した地産地消・地域間連携モデルの構築」
採択事業名採択事業名採択事業名採択事業名

平成２７年度～３１年度（５年間）
実施予定年度実施予定年度実施予定年度実施予定年度

５年間５年間５年間５年間で総額約１５億円約１５億円約１５億円約１５億円
全体全体全体全体事業費事業費事業費事業費

［代表申請者］ (株)トクヤマ ［共同実施者］ 東ソー(株)、山口県、下関市、周南市周南市周南市周南市
コンソーシアムメンバーコンソーシアムメンバーコンソーシアムメンバーコンソーシアムメンバー

●トクヤマ：全体総括、未利用副生水素の回収、水素の直接供給
●東 ソ ー：未利用副生水素の回収
●山 口 県：全体総括の補佐、他地域展開戦略の実行
●下 関 市：ＦＣＶ・ＦＣバス、ＦＣフォークリフト、ＦＣゴミ収集車、純水素型燃料電池等の実証
●周周周周 南南南南 市：ＦＣＶ・ＦＣバス、ＦＣフォークリフト市：ＦＣＶ・ＦＣバス、ＦＣフォークリフト市：ＦＣＶ・ＦＣバス、ＦＣフォークリフト市：ＦＣＶ・ＦＣバス、ＦＣフォークリフト、ＦＣゴミ収集車、純水素型燃料電池等、ＦＣゴミ収集車、純水素型燃料電池等、ＦＣゴミ収集車、純水素型燃料電池等、ＦＣゴミ収集車、純水素型燃料電池等の実証の実証の実証の実証

各各各各メンバーメンバーメンバーメンバーの主な役割の主な役割の主な役割の主な役割（実施予定のものも含む）（実施予定のものも含む）（実施予定のものも含む）（実施予定のものも含む）

事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

７．７．７．７．地域連携・低炭素水素技術実証事業地域連携・低炭素水素技術実証事業地域連携・低炭素水素技術実証事業地域連携・低炭素水素技術実証事業（環境省委託事業）（環境省委託事業）（環境省委託事業）（環境省委託事業）
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製造製造製造製造 輸送輸送輸送輸送

実証エリアは実証エリアは実証エリアは実証エリアは周南市内周南市内周南市内周南市内

実証エリアは実証エリアは実証エリアは実証エリアは周南市内周南市内周南市内周南市内（地産地消モデル）（地産地消モデル）（地産地消モデル）（地産地消モデル）

貯蔵・供給貯蔵・供給貯蔵・供給貯蔵・供給

実証エリアは下関市内（地域連携モデル）

＜FCV、FCゴミ収集車、FCフォークリフト、FCバスの実証＞
＜純水素型燃料電池の設置＞
・【カードル】漁港施設

＜水素ガス回収ドラ
ム

の設置＞

＜液化水素ＳＴ＞
・FCVやFCフォークリフト等へ供給
・地方卸売市場の純水素型燃料電池
へパイプライン供給

１００ｋｍ

液
化
水
素

＜苛性ソーダ工場＞
・未利用副生水素を回収

圧縮水素工場から
道の駅「ソレーネ周南」

へ直接供給

＜カードル＞
・純水素型燃料電池へ供給

＜液化水素（ローリー）＞
・液化水素STへ供給

＜FCV、ＦＣゴミ収集車、ＦＣフォークリフト、
ＦＣバスの実証＞
＜純水素型燃料電池の設置＞
・【水素STからパイプライン】地方卸売市場
・【工場からパイプライン】
スポーツクラブの温水プール等

・【カードル】道の駅「ソレーネ周南」

利用利用利用利用

圧
縮
水
素

７．７．７．７．地域連携・低炭素水素技術実証事業地域連携・低炭素水素技術実証事業地域連携・低炭素水素技術実証事業地域連携・低炭素水素技術実証事業（環境省委託事業）（環境省委託事業）（環境省委託事業）（環境省委託事業）

＜液化水素（ローリー）＞
・簡易水素充填設備へ供給

◆◆◆◆5年間の実証事業の概要（イメージ図）年間の実証事業の概要（イメージ図）年間の実証事業の概要（イメージ図）年間の実証事業の概要（イメージ図）

※実施施設や利用形態については、今後、変更の可能性があります
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液化水素ステーションのボイルオフガス（以下、ＢＯＧ）抑制実証及び地方卸売市場における液化水素ステーションのボイルオフガス（以下、ＢＯＧ）抑制実証及び地方卸売市場における液化水素ステーションのボイルオフガス（以下、ＢＯＧ）抑制実証及び地方卸売市場における液化水素ステーションのボイルオフガス（以下、ＢＯＧ）抑制実証及び地方卸売市場における
水素パイプラインの敷設事業水素パイプラインの敷設事業水素パイプラインの敷設事業水素パイプラインの敷設事業

＜実施状況＞＜実施状況＞＜実施状況＞＜実施状況＞
○水素ステーションから0.7kWFC及び100kWFC整備

予定箇所までの間のパイプラインの敷設
○水素ステーションで発生するＢＯＧの回収機器類

の整備

BOG回収機器回収機器回収機器回収機器
（新設）（新設）（新設）（新設）

水素供給配管（新設）水素供給配管（新設）水素供給配管（新設）水素供給配管（新設）

０．７ｋ０．７ｋ０．７ｋ０．７ｋWWWWＦＣ（既設）ＦＣ（既設）ＦＣ（既設）ＦＣ（既設）

※ボイルオフガス（ＢＯＧ）・・・液化水素貯蔵中等に発生する気化ガス

周南市地方卸売市場

電気：市場卸売場
湯：市場関係者共用

100kWFC

整備箇所へ整備箇所へ整備箇所へ整備箇所へ

【【【【事業概要事業概要事業概要事業概要】】】】

水素ステーションで発生するBOGを回収し、地方卸
売市場で稼働中の０．７kWFCまでパイプラインで供
給。このことによる低炭素効果と経済性を実証。

《《《《実施年度実施年度実施年度実施年度》》》》

平成27年度～平成31年度

整整整整 備備備備 状状状状 況況況況
BOG回収機器回収機器回収機器回収機器 設置設置設置設置 水素供給配管水素供給配管水素供給配管水素供給配管 敷設敷設敷設敷設

７．７．７．７．地域連携・低炭素水素技術実証事業地域連携・低炭素水素技術実証事業地域連携・低炭素水素技術実証事業地域連携・低炭素水素技術実証事業（環境省委託事業）（環境省委託事業）（環境省委託事業）（環境省委託事業）

１．平成27年度の実施内容
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道の駅「ソレーネ周南」における圧縮水素関連機器設置運用及び道の駅「ソレーネ周南」における圧縮水素関連機器設置運用及び道の駅「ソレーネ周南」における圧縮水素関連機器設置運用及び道の駅「ソレーネ周南」における圧縮水素関連機器設置運用及び3.5k3.5k3.5k3.5kＷ級純水素燃料電池実証事業Ｗ級純水素燃料電池実証事業Ｗ級純水素燃料電池実証事業Ｗ級純水素燃料電池実証事業

圧縮水素工場

カードル２基カードル２基カードル２基カードル２基

カードル保管庫カードル保管庫カードル保管庫カードル保管庫
（新設）（新設）（新設）（新設）

3kW3kW3kW3kW級ＦＣ級ＦＣ級ＦＣ級ＦＣ（新設）（新設）（新設）（新設）

ソレーネ周南トラックにより輸送

※カードル・・・ガス容器を集結させた機器

電気、湯： ベーカリーレストラン「彩」

《《《《実施年度実施年度実施年度実施年度》》》》

平成27年度～平成30年度

【【【【事業概要事業概要事業概要事業概要】】】】

圧縮水素工場からカードルによる水素供給を行い、
道の駅「ソレーネ周南」で3.5kW級FCを運用。この
ことによる低炭素効果と経済性を実証。

＜実施状況＞＜実施状況＞＜実施状況＞＜実施状況＞
○カードル保管庫関連設備の整備

○3.5kW級FC等実証機器及びカードルからのパイプ
ライン等を設置

整整整整 備備備備 状状状状 況況況況

カードル保管庫 カードル（２基）

水素配管及び電気配線 3.5ｋｗ級燃料電池及び給湯設備

１．平成27年度の実施内容
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２．平成28年度の計画

地方卸売市場における水素の直接供給による１００ｋ地方卸売市場における水素の直接供給による１００ｋ地方卸売市場における水素の直接供給による１００ｋ地方卸売市場における水素の直接供給による１００ｋWWWW純水素燃料電池運用純水素燃料電池運用純水素燃料電池運用純水素燃料電池運用

水素供給配管（既設）水素供給配管（既設）水素供給配管（既設）水素供給配管（既設）

【【【【新設新設新設新設】】】】１００ｋＷＦ１００ｋＷＦ１００ｋＷＦ１００ｋＷＦＣＣＣＣ

周南市地方卸売市場

電気：市場冷凍庫等
熱 ：花き保管スペースの暖房

水素利用機器による実証水素利用機器による実証水素利用機器による実証水素利用機器による実証

《《《《道の駅「ソレーネ周南」道の駅「ソレーネ周南」道の駅「ソレーネ周南」道の駅「ソレーネ周南」》》》》

3kＷ級純水素燃料電池から発生する熱量と電力量のデータ

収集及び検証

《《《《液化水素ステーション液化水素ステーション液化水素ステーション液化水素ステーション》》》》

水素STから発生するBOGの発生量、再利用量、ベント量の

データ収集及び検証

《《《《地方卸売市場地方卸売市場地方卸売市場地方卸売市場》》》》

100kＷ純水素燃料電池から発生する熱量と電力量のデータ

収集及び検証

液化水素ステーション

水素供給配管（既設）

１００kＷ純水素燃料電池

花き保管スペース（１階）

液化水素ステーション

【【【【新設新設新設新設】】】】
暖房機器暖房機器暖房機器暖房機器

燃料電池自動車を活用した実証事業燃料電池自動車を活用した実証事業燃料電池自動車を活用した実証事業燃料電池自動車を活用した実証事業
【【【【新規リース新規リース新規リース新規リース】】】】
燃料電池自動車（５人乗り）燃料電池自動車（５人乗り）燃料電池自動車（５人乗り）燃料電池自動車（５人乗り）

運用については、市民等を対象に、様々な運転形態を想定した運用については、市民等を対象に、様々な運転形態を想定した運用については、市民等を対象に、様々な運転形態を想定した運用については、市民等を対象に、様々な運転形態を想定した
「カーシェアリング方式」を予定している。「カーシェアリング方式」を予定している。「カーシェアリング方式」を予定している。「カーシェアリング方式」を予定している。
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