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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 さが水素・再エネ理解促進事業 

補助事業者名 佐賀県 

補助事業の概要 県民や県内企業等に対して水素エネルギー等に関する

理解を促進し、水素・燃料電池分野への導入に向けた機運

を醸成し、県民や県内企業等の燃料電池自動車（以下「FCV」

という。）の導入意欲や、県内企業等の水素・燃料電池等

関連産業への参入意欲を高めることを目的に、以下の事業

を実施した。 

○FCV試乗会 

○水素ステーション見学会 

 また、次世代を担う子供たちやその保護者など若い世代

を主な対象として、将来のエネルギーの選択肢として再生

可能エネルギー等への理解を深めてもらい、県民全体に再

生可能エネルギー等導入の機運が波及することで、県内に

おける再生可能エネルギー等関連産業の振興と県内企業

の参入意欲を高めることを目的に、以下の事業を実施し

た。 

○再生可能エネルギー等への理解促進事業（新エネルギー

実験ショー） 

○太陽光発電施設における体験型理解促進イベント  

総事業費 2,346,427円 

補助金充当額 2,346,427円 

定量的目標 【FCV試乗会】 

・水素エネルギー及び燃料電池自動車への理解度： 

80％以上（アンケート結果による） 

・参加者数の総合計 180人以上 

【水素ステーション見学会】 

・水素エネルギーや燃料電池分野事業への関心度： 

80％以上（アンケート結果による） 

【再生可能エネルギー等への理解促進事業】 

〈再生可能エネルギー等導入促進イベント〉 

・再生可能エネルギー等への関心度：80％以上 

（アンケート結果による） 

〈太陽光発電施設における体験型理解促進イベント〉 

・太陽光発電に関する理解度：80％以上 

（アンケート結果による） 
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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） 

【FCV試乗会】 

 FCV の導入意欲の促進や水素エネルギーへの関心を高め

ることなどを目的として、県が公用車として率先導入した

FCV を活用し、多くの来場者が見込めるイベント等と併せ

て計 3回 FCV 試乗会を実施した。 

 目標値を超える 302人の方に FCVを自分で運転していた

だく、またはスタッフによる運転で試乗していただくこと

で、FCVのメリットを体感でき、FCVの認知度や関心を高め

ることができた。 

これにより、FCV や水素エネルギーに対する理解が促進

され、FCV の導入促進意欲が高められ、県内企業の水素・

燃料電池関連分野での産業創出の一助となることが期待

できる。 

〈定量的目標について〉 

・水素エネルギー及び燃料電池自動車への理解度： 

80％以上（アンケート結果による） 

  →結果：98.2％（アンケート項目 1による） 

91.3％（アンケート項目 5による） 

・参加者数の総合計 180人以上：302人（結果） 

 

【水素ステーション見学会】 

県内企業等を対象に、県内で実際に運用されている水素

ステーションにて運営業者から業界の現状などについて

説明を受け、設備や水素充填の様子を見学することで、水

素・燃料電池分野への関心を高め、県内企業等の同分野へ

の参入を促進することを期待し、実施した。 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響による企業等の

出張や会議等の出席自粛の動きもあり、参加申し込みが少

なく、また当日キャンセルもあったため少人数での実施と

なったが、参加者の細かな質問や要望にも対応でき、水素・

燃料電池関連分野への関心をより一層高めることができ

た。 

アンケートではエネルギー関連の他のセミナーにも参

加したいという声や、FCV についてもっと理解を深めたい

という声、水素エネルギーがより普及してほしいという声

が寄せられ、本見学会が水素・燃料電池関連分野への関心

を高め、今後の需要創出、参入促進のきっかけとなる効果

を生み出した。 

〈定量的目標について〉 

・水素エネルギーや燃料電池分野事業への関心度： 

80％以上（アンケート結果による） 
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  →結果：100％（アンケート項目 2による） 

 

【再生可能エネルギー等への理解促進事業（新エネルギー

実験ショー）】 

 小学生とその保護者等を対象に、再生可能エネルギー等

への理解促進に資する内容の実験ショーを実施した。 

 ショーにおいては様々な再生可能エネルギー等に実験

やクイズを通して触れており、参加者は楽しみながら理解

や関心を深めることができた。 

本イベントに参加した小学生等にとっては楽しい記憶

として残り、イベント終了後もエネルギーについて関心を

持ち続けるきっかけとなり、また保護者とともに鑑賞した

ことで、幅広い世代で再生可能エネルギー等への理解促進

や導入に向けた機運の醸成が図られた。 

〈定量的目標について〉 

・再生可能エネルギー等への関心度：80％以上 

（アンケート結果による） 

  こども向けアンケートでは実験パフォーマンスにつ

いて「楽しかった」、「ためになった」との回答が 94.5％

を占め、達成できたと考える。 

 

【太陽光発電施設における体験型理解促進イベント】 

 実際に太陽光発電が行われている施設で、ソーラーパネ

ルを見たり、触ったりしながら説明を受け、ソーラーモー

ターカー作りを行い太陽の下で走らせることで、太陽光発

電に関する考え方や仕組み、太陽光発電を取り巻く環境等

についての理解が深まった。 

 また、太陽光発電だけでなく、様々な発電方法や特徴に

ついて DVDを見ながらクイズ形式で学ぶことで、太陽光発

電以外の発電方法についても理解の深まりや関心が高ま

ったといえる。 

 親子で同じ体験をしたことで、イベント終了後も各家庭

でエネルギーについて話したり、各家庭単位での太陽光発

電等再生可能エネルギーの導入や利活用が促進されるこ

とや、イベント後も当日作成したソーラーモーターカーで

友人等と遊ぶことで、参加者以外にも太陽光発電への理解

の深まりが期待できる。 

〈定量的目標について〉 

・太陽光発電に関する理解度：80％以上（アンケート結

果による）としていたが、こども向けアンケートではイ

ベントの感想について、「つまらなかった」と回答する
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者はおらず、「楽しかった」「ためになった」と回答す

る者が 85.5％おり、楽しみながら太陽光発電に関して理

解を深めることができたといえる。 

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① 

契約（間接補助）

の目的 

FCV 試乗会業務 

契約の方法 随意契約 

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

NPO 法人温暖化防止ネット 

契約金額（間接

補助金額） 

607,662円 

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② 

契約（間接補助）

の目的 

佐賀水素ステーションを活用した水素

エネルギー普及啓発業務 

契約の方法 随意契約 

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

日本エア・リキード合同会社 

契約金額（間接

補助金額） 

495,000円 

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③ 

契約（間接補助）

の目的 

再生可能エネルギー等への理解促進事

業（新エネルギー実験ショー）業務 

契約の方法 随意契約 

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

NPO 法人温暖化防止ネット 

契約金額（間接

補助金額） 

672,645円 

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④ 

契約（間接補助）

の目的 

太陽光発電施設における体験型理解促

進イベント事業 

契約の方法 随意契約 

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

NPO 法人温暖化防止ネット 

契約金額（間接

補助金額） 

571,120円 

来年度以降の事業見通し 以下の事業を実施予定。 

○FCVを活用した水素・燃料電池関連分野の普及啓発活動 

○ショッピングモールや県有地を活用したメガソーラー

発電所における再生可能エネルギー等の展示・体験型イベ

ント 

○再生可能エネルギー等への理解を促進する WEBコンテン

ツの作成 

（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。 
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（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２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 佐賀大学の海洋温度差発電技術を応用した温泉発電技術

の可能性調査 

補助事業者名 佐賀県 

補助事業の概要 佐賀大学が有する海洋温度差発電とその関連技術の研究シ

ーズを基礎として、小規模な温泉発電技術を開発し、ＵＰＺ

を中心とした県内地域に関連産業を創出するため、以下の可

能性調査等を実施した。 

（ⅰ）フラッシュ蒸発技術の可能性及び有効性評価 

（ⅱ）市場調査及び開発要件定義 

（ⅲ）実証フィールドとして想定される嬉野温泉の現状把握 

（ⅳ）基本設計 

総事業費 5,375,221円 

補助金充当額 5,375,221円 

定量的目標 佐賀大学と共同で立ち上げる予定のプラットフォームを活用

し、県内企業等 20 社以上に調査結果を説明し、得られた意見

を研究開発や今後の事業開発に活用する。 

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） 

令和元年 10 月に佐賀大学と共同で立ち上げた再生可能エネ

ルギー等イノベーション共創プラットフォーム（CIREn）の

海洋温度差発電関連技術分科会において、参加企業等（７社

11 名）に対して取組成果を報告し、今後の研究開発や事業開

発を促した。 

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） 

契約（間接補助）

の目的 

海洋温度差発電技術を応用した温泉発

電技術の可能性調査業務委託 

契約の方法 随意契約 

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

国立大学法人佐賀大学 

契約金額（間接

補助金額） 

5,375,221円 

来年度以降の事業見通し フラッシュ蒸発技術を活用し、温泉発電システムのスケー

ル析出による性能低下を防止又は大幅に緩和するスケー

ル付着防止装置を開発する。 

（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。 
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（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 地中熱の導入可能性調査事業 

補助事業者名 佐賀県 

補助事業の概要 佐賀平野での地中熱の率先導入事例を創出し、再生可能エネ

ルギーの熱利用について県民等の理解促進を図るとともに、

地中熱導入の機運を醸成するため、県が新たに整備する国民

スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会関連施設（ＳＡＧＡ

サンライズパーク）への地中熱利用システムの導入を検討す

るために必要なＴＲＴ調査や事業性評価を行った。また、佐

賀平野以外の地域のポテンシャルマップを作成し、関連ビジ

ネスを県内全域に拡大するため、唐津地域をモデルに、マッ

プの作成手法の検討に必要なＴＲＴ/ＴＣＰ調査を実施し

た。 

総事業費 30,347,014円 

補助金充当額 30,347,014円 

定量的目標 地中熱利用を事業化しようとする県内企業等 20 社以上に

調査結果を説明し、研究開発や今後の事業開発に活用する 

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） 

当県のホームページにおいて、本事業の成果報告を行っ

た。（令和２年３月４日に、地中熱関連事業者の集まる「再

生可能エネルギー等イノベーション共創プラットフォー

ム 未利用熱利用空調システム分科会」において、成果の

報告を行う予定だったが、新型コロナウイルスの影響によ

り延期となったため。） 

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（間接補助）

の目的 

ＳＡＧＡサンライズパークへの地中熱

設備の導入に向けた調査・検討業務委託 

契約の方法 随意契約 

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

梓・石橋・三原設計共同企業体 

契約金額（間接

補助金額） 

10,746,000円 

契約（間接補助）

の目的 

唐津地区における地中熱ポテンシャル

評価のための調査業務委託 

契約の方法 随意契約 

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

（株）ワイビーエムサービス 

契約金額（間接

補助金額） 

19,601,014円 
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来年度以降の事業見通し エネルギー構造の高度化・転換への県民の理解を促進す

るため、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の会

場として県が整備を進めている「ＳＡＧＡサンライズパー

ク」に、次の設備を整備する。 

・ 地中熱利用設備（冷/暖：201/241kW） 

・ 井水熱利用設備（冷：130kW） 

・ 太陽熱利用設備（冷/暖：70/97kW） 

・ 太陽光発電設備（20kW） 

・ ＢＥＭＳ設備 

 

 また、唐津市をモデルに、新たな地中熱ポテンシャル評

価手法の開発に資する基礎調査及び基本方針の策定等を

行うとともに、既存の地層情報を当該開発に効率的に活用

するため、地層情報のデータベースを構築する。 

 

 

 

（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 洋上ウインドファーム理解促進事業 

補助事業者名 佐賀県 

補助事業の概要 誘致海域近隣の住民、漁業関係者等の地域関係者を対象

とした説明会等を開催し、地域に応じた内容（洋上風力発

電に関する理解を深めるとともに、洋上風力発電設備を地

域の新たな資源として活用することにより、地域外からの

交流人口を増やす方策を検討することで、洋上風力発電事

業誘致の地域へのメリットを最大化し、洋上風力発電事業

誘致への機運を醸成する等）により、地域関係者の方の理

解促進を図った。 

総事業費 8,311,960円 

補助金充当額 4,187,330円 

定量的目標 〇 当該事業による利害関係者の理解促進を図ることに

より、再エネ海域利用法に係る促進区域指定のための法

定協議会の早期設置が可能となる。 

〇 洋上風力発電事業者の誘致により、以下の地域への波

及効果が想定される。 

・洋上風力発電施設の部品点数は基礎部も含めて約２万点

と言われ、産業としてのすそ野が広く、事業者誘致に伴

い、洋上ウインドファーム建設時の周辺インフラ整備

や、運営時には長期的な修繕・定期点検等のメンテナン

スが必要となるため、県内の建設業・運輸業・製造業等

への経済波及効果や雇用創出効果も見込まれる。 

・事業者誘致に伴い、建設時の周辺のインフラ整備、運営

時には長期的に修繕・定期点検等のメンテナンスが必要

となるため、県内の建設業・運輸業・製造業等への経済

波及効果や雇用創出効果も見込まれる。 

・洋上ウインドファームが観光資源化できれば、更に幅広

い産業分野への効果の波及が期待される 

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） 

〇 住民説明会や地域関係者への個別訪問等により、地域

関係者の理解促進に取り組むことがき、地域関係者の構

成、特徴、課題等を確認することができた。 

○ 更なる理解促進のためには、今後、本事業の成果を活用

し、以下の具体的な取組を実施する必要があることを確認

することができた。 

・ 域内関係者が観光を中心とした地域振興策を主体的に
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検討するための体制として地域振興検討会を構築し、地域

振興策を検討 

・ 関係者理解促進のための国内先進事例視察（地域振興検

討会や漁業者） 

〇 洋上風力発電事業者の誘致により、以下の地域への波

及効果が想定される。 

・ 洋上風力発電施設の部品点数は基礎部も含めて約２万

点と言われ、産業としてのすそ野が広く、事業者誘致に伴

い、洋上ウインドファーム建設時の周辺インフラ整備や、

運営時には長期的な修繕・定期点検等のメンテナンスが必

要となるため、県内の建設業・運輸業・製造業等への経済

波及効果や雇用創出効果も見込まれる。 

・ 事業者誘致に伴い、建設時の周辺のインフラ整備、運営

時には長期的に修繕・定期点検等のメンテナンスが必要と

なるため、県内の建設業・運輸業・製造業等への経済波及

効果や雇用創出効果も見込まれる。 

・ 洋上ウインドファームが観光資源化できれば、更に幅広

い産業分野への効果の波及が期待される 

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（間接補助）

の目的 

唐津市等沖洋上風力発電事業に係る理

解促進業務委託 

契約の方法 随意契約 

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

株式会社 JTB コミュニケーションデザ

イン 

契約金額（間接

補助金額） 

7,054,300円 

来年度以降の事業見通し 洋上ウインドファーム早期誘致のため、域内関係者等で

構成する地域振興検討会での地域振興策の検討、漁業関係

者対象の先進地視察及び、県内経済波及効果調査分析等を

実施することにより、地元の理解促進を図る。 

（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 洋上風力発電事業関連産業創出に向けた拠点港調査事業 

補助事業者名 佐賀県 

補助事業の概要 〇 洋上風力関連産業は輸送等の制約や効率性重視によ

り、事業適地エリア近傍に集積する傾向が高く、洋上風力

発電設備の設置・維持管理での近傍港湾を拠点港として活

用することにより地元への経済波及が見込まれ、洋上ウイ

ンドファームの早期導入を確実にするためには、拠点港の

整備が必要不可欠。 

〇 その拠点港候補として佐賀県北部に位置する唐津港、

呼子漁港等を想定し、拠点港としての役割である建設基地

港（洋上ウインドファーム建設時に必要となる十分な仕様

を備えた港湾）及びＯ＆M 港（発電設備の完成後長期にわ

たる運転・保守の拠点として活用する港湾）としてのポテ

ンシャルの確認及び事業適地エリア近傍の拠点港として

の役割・整備条件等を調査、検討した 

総事業費 12,127,767円 

補助金充当額 12,127,767円 

定量的目標 〇 洋上風力発電事業者の誘致により、以下の地域への波

及効果が想定される。 

・洋上風力発電施設の部品点数は基礎部も含めて約２万点

と言われ、産業としてのすそ野が広く、事業者誘致に伴

い、洋上ウインドファーム建設時の周辺インフラ整備

や、運営時には長期的な修繕・定期点検等のメンテナン

スが必要となるため、県内の建設業・運輸業・製造業等

への経済波及効果や雇用創出効果も見込まれる。 

〇 県では 150MW 級洋上ウインドファーム（5MW 風車×30

基）をモデルに直接的な経済効果（「産業連関表」は未

作成）を算出（NTTデータ経営研究所による分析） 

・建設段階で 885億円の直接投資、運営段階（20年）で 60

億円／年（メンテナンス費 45億円／年、地域自治体税収

約 7億円／年含む）の支出が見込まれる。 

〇 上記分析結果を参考として、県独自に、仮に「投資額

等の 10％が県内で発注される」と想定した場合、少なく

とも建設段階で約 90 億円、運営段階で 6 億円／年の県

内への経済効果が考えられる。 

・また、固定価格買取制度（風力発電の買取期間の最長 20
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年想定）により、運営段階の県内への経済効果は 20年間

で総額 120億円（6億円×20年）が見込まれる。 

〇 この事業の実施により、拠点港に関する現状を確認

し、洋上ウインドファーム誘致に向けた取組を検討する

ために必要な拠点港に関する課題を整理して、次年度以

降の取組に繋げる。 

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） 

○ 各港湾・漁港の現時点の拠点港としてのポテンシャル

を定量的に確認し、役割・整備条件等を検討することが

できた。 

〇 拠点港として活用することにより地元への経済波及が

見込まれるため、事業の成果を基に、今後の洋上風力発

電事業誘致及び拠点港利用に関する調整等に活用する。 

〇 洋上風力発電事業者の誘致により、建設時の周辺イン

フラ整備や、運営時には長期的な修繕・定期点検等のメ

ンテナンスが必要となるため、県内の建設業・運輸業・

製造業等への経済波及効果や雇用創出効果も見込まれ

る。 

〇 県では 150MW 級洋上ウインドファーム（5MW 風車×30

基）をモデルに直接的な経済効果（「産業連関表」は未

作成）を算出（NTTデータ経営研究所による分析） 

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（間接補助）

の目的 

洋上風力発電事業に係る拠点港整備調

査業務委託 

契約の方法 随意契約 

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

国際航業株式会社 佐賀営業所 

契約金額（間接

補助金額） 

10,879,000円 

来年度以降の事業見通し 拠点港として活用することにより地元への経済波及が

見込まれるため、事業の成果を基に、今後の洋上風力発電

事業誘致及び拠点港利用に関する調整等に活用する。 

洋上ウインドファーム早期誘致のため、域内関係者等で

構成する地域振興検討会での地域振興策の検討、漁業関係

者対象の先進地視察及び、県内経済波及効果調査分析等を

実施することにより、地元の理解促進を図る。 

（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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