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（様式３：全対象事業共通） 
 

平成３１年度第１回エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 
 

補助事業名 産業構造とエネルギー構造の高度化に向けた調査・研究事業 

補助事業者名 敦賀市 

補助事業の概要  原子力発電のパイオニア都市として、全国の立地自治体

に先駆け、「廃炉時代におけるあるべき立地地域の地域経

済等のあり方（新しい地域振興のあり方）」を示す上で、

産業構造・エネルギー構造の高度化の実現を目指す 

 そのために、地場産業である素材・リサイクル産業等の

さらなる高付加価値サプライヤー化と企業間マッチング

や、水素エネルギーの研究拠点化の調査等を実施 

総事業費 16,148,385円 

補助金充当額 16,148,385円 

定量的目標 技術開発マッチング企業件数 ６件以上 

補助事業の成果及び評価  ７件のマッチングを行った。 

 また、水素ドローンの敦賀市での社会実装に向けて、ニ

ーズ調査及び社会実装による経済効果の算出を行った。 

補助事業の実施に伴い締

結された売買、貸借、請

負その他の契約 

（※技術開発事業のみ：間

接補助を行った場合は、間

接補助先を記載） 

契約の目的 産業構造とエネルギー構造の高度化に

向けた調査・研究事業 

契約の方法 公募型プロポーザル 

契約の相手方 一般財団法人 電源地域振興センター 

契約金額 
16,148,385円 

来年度以降の事業見通し 別途申請し、支援する技術開発を死蔵案件とせず、本申請

事業にて、商用化に向けた具体的な販路を構築し、確実に

将来の経済効果等の発現につなぐ 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を記

載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定量

的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３１年度第１回エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 高機能性界面活性剤製品開発プロジェクト 

補助事業者名 敦賀市 

補助事業の概要  ① 省エネ、② 低環境負荷、③ 生体への使途に優れる、

新たな植物由来の界面活性剤の技術開発を支援する 

 これにより、製造プロセスで、従来比約 58％（約 17 万

GJ）の省エネ、敦賀市域における約 10 億円の投資効果・

約 10億円の経済効果・15名の雇用効果を実現する 

総事業費 29,015,996円 

補助金充当額 22,399,216円 

定量的目標 ・化審法及び Reachの申請、認可の取得 

・低コスト化に向けた生産技術の開発 

・産学との連携による用途開発 

補助事業の成果及び評価 令和 2年度末の技術開発完了に向けて、化審法の承認取得、

Reach 申請に必要なデータの収集、低コスト化に向けた生

産技術の開発、産学との連携による用途開発を進めた。 

補助事業の実施に伴い締

結された売買、貸借、請負

その他の契約 

（※技術開発事業のみ：間接

補助を行った場合は、間接補

助先を記載） 

間接補助の目的 技術開発 

契約の方法 － 

間接補助先 東洋紡 株式会社 

間接補助金額 22,399,216円 

来年度以降の事業見通し ・パイロットスケールでの生産実証実験 

・有用性試験等の実施による最終商品の開発 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を記

載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定量

的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３１年度第１回エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 再エネ由来水素ステーション開発プロジェクト 

補助事業者名 敦賀市 

東芝エネルギーシステムズ㈱ 

補助事業の概要  敦賀市と東芝 ESSの共同による全国初となる再エネ由来

水素ステーションの開発と実証事業の実施、及び R&D・PR

センターを設置し、あわせて普及・啓発事業を実施 

総事業費 359,240,284円 

補助金充当額 359,240,284円 

定量的目標  全国初となる再エネ由来水素ステーション及び R&D・PR

センターを設置するとともに、実証事業を開始する。 

また、普及・啓発事業として FCV体験乗車会を開催し、

50人/日の体験試乗を目標とする。 

補助事業の成果及び評価（事

業毎にあらかじめ設定した

事業目標を達成したかなど） 

 再エネ由来水素ステーション及び R&D・PRセンターの実

証事業を開始した。 

 また、FCV体験試乗及び燃料電池体験に約 70人（47組）

/日の参加があった。 

補助事業の実施

に伴い締結され

た売買、貸借、請

負その他の契約

（※技術開発事業

のみ：間接補助を

行った場合は、間

接補助先を記載） 

敦
賀
市 

１ 契約の目的 燃料電池普及啓発事業 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 NPO法人 福井クラシックカー協会 

契約金額 1,159,400円 

２ 契約の目的 啓発・広報用パンフレット印刷 

契約の方法 相見積り 

契約の相手方 有限会社 創広 

契約金額 112,860円 

東
芝
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
ズ
㈱ 

１ 契約の目的 無停電電源装置、ＳＴユニットコンテ

ナ、ＳＴユニットコンテナ倉庫保管費、

ＳＴユニット据付工事、ＳＴユニット試

運転（機械） 

契約の方法 相見積り、随意契約 

契約の相手方 (株)ウエキコーポレーション 

契約金額 172,819,400円 

２ 契約の目的 ＳＴユニット電気品、ＳＴユニット制御

ソフト、ＳＴユニットＩＦ改造、Ｈ２Ｏ

ｎｅユニット、ＳＴユニット試運転（電

気・制御） 

契約の方法 随意契約 
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契約の相手方 東芝ＩＴコントロールシステム(株) 

契約金額 126,190,000円 

３ 契約の目的 先行工事設計図書作成業務、ＰＶ及び附

帯設備据付工事、Ｈ２Ｏｎｅユニット据

付工事 

契約の方法 相見積り 

契約の相手方 (株)ダイナテック 

契約金額 30,444,000円 

４ 契約の目的 水電解式水素発生装置、ＳＴユニット試

運転（ＰＥＭ） 

契約の方法 相見積り 

契約の相手方 (株)神鋼環境ソリューション 

契約金額 5,753,000円 

５ 契約の目的 水素充填評価 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 (一社)水素供給利用技術協会 

契約金額 1,081,090円 

６ 契約の目的 ＳＴユニット及び施設デザイン開発 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 (株)東芝 

契約金額 3,000,000円 

７ 契約の目的 純水素燃料電池 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 東芝エネルギーシステムズ(株) 

契約金額 10,178,736円 

来年度以降の事業見通し  令和元（2019）年度に実証事業及び普及・啓発事業を開

始し、令和２（2020）年度も引き続き実証事業及び普及・

言啓発事業を行う。 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を記載すること。

それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定量的な指標があればできる限り

数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行った場合は、記

載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３１年度第１回エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 世界初の高効率水素エンジン利用ドローン研究開発プロジェクト 

補助事業者名 敦賀市 

補助事業の概要  ヒト・モノの輸送が可能な出力の大きい世界初の高効率

水素エンジン利用ドローンの開発を支援し、大阪・関西万

博でのデモフライトの実現、敦賀セメントの水素製造との

敦賀市域における水素サプライチェーン構築、そして将来

における市遊休地を活用した研究開発・養成拠点化及び物

流等の実装社会実験を展開 

 これにより、約 3.3kl/年の石油使用量削減、約 90万 tCO2/

年の CO2削減の省エネ、敦賀市における約 11.5億円の経済

効果・約 39名の雇用効果を実現する。 

総事業費 21,597,989円 

補助金充当額 20,650,000円 

定量的目標 ・水素ロータリーエンジン試作機の開発 

・ドローン躯体の材料決定、構造解析、飛行解析及び基本設計  

補助事業の成果及び評価  水素ロータリーエンジンの試作機を開発し、実用化に向

けたデータ収集を行った。 

 また、機体の軽量化に向けた材料検討を進め、候補とな

る材料を特定した。 

補助事業の実施に伴い締

結された売買、貸借、請負

その他の契約 

（※技術開発事業のみ：間

接補助を行った場合は、間

接補助先を記載） 

間接補助の目的 技術開発 

契約の方法 － 

間接補助先 株式会社 日東工作所 

間接補助金額 20,650,000円 

来年度以降の事業見通し ・水素ロータリーエンジンの段階的な高出力化・軽量化 

・実機に向けたドローン躯体の詳細設計及び小型実証機の

開発・飛行 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を記載すること。

それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定量的な指標があればできる限り

数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行った場合は、記

載不要。 

（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

平成３１年度第１回エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 世界初の高効率水素エンジン利用ドローン研究開発プロジェクト  

補助事業者名 敦賀市 

補助事業の概要  ヒト・モノの輸送が可能な出力の大きい世界初の高効率

水素エンジン利用ドローンの開発を支援し、大阪・関西万

博でのデモフライトの実現、敦賀セメントの水素製造との

敦賀市域における水素サプライチェーン構築、そして将来

における市遊休地を活用した研究開発・養成拠点化及び物

流等の実装社会実験を展開 

 これにより、約 3.3kl/年の石油使用量削減、約 90万 tCO2/

年の CO2削減の省エネ、敦賀市における約 11.5億円の経済

効果・約 39名の雇用効果を実現する。 

総事業費 21,597,989円 

補助金充当額 20,650,000円 

定量的目標 ・水素ロータリーエンジン試作機の開発 

・ドローン躯体の材料決定、構造解析、飛行解析及び基本設計 

補助事業の成果及び評価  水素ロータリーエンジンの試作機を開発し、実用化に向

けたデータ収集を行った。 

 また、躯体の材料検討、構造解析、飛行解析及び基本設

計を実施し、目的である機体の軽量化に向けて、候補とな

る材料を特定した。 

補助事業の実施に伴い締

結された売買、貸借、請負

その他の契約 

（※技術開発事業のみ：間

接補助を行った場合は、間

接補助先を記載） 

間接補助の目的 技術開発 

契約の方法 － 

間接補助先 株式会社 日東工作所 

間接補助金額 20,650,000円 

来年度以降の事業見通し ・水素ロータリーエンジンの段階的な高出力化・軽量化 

・実機に向けたドローン躯体の詳細設計及び小型実証機の

開発・飛行 

（備考） 

（１）定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

（２）補助事業の成果及び評価の欄には、（１）で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を記載すること。

それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定量的な指標があればできる限り

数値を用いて記載すること。 

（３）契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行った場合は、記

載不要。 
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（４）来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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