
  

 

（様式３：全対象事業共通） 

 

令和２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 水素エネルギーを活用した再エネ成形 VPP実証プロジェク

ト 

補助事業者名 敦賀市 

関西電力 

補助事業の概要 嶺南地域のメガソーラーと自立型水素エネルギー供給設

備を組み合わせた全国初の再エネ成形 VPP実証に向けたシ

ステム構築を行い、シミュレーション実証を実施 

総事業費 68,488,950円 

補助金充当額 68,488,950円 

定量的目標 複数年度をかけて再エネ成形実証を実施し、嶺南地域への

需要規模 400kW程度の企業誘致と RE100電力供給を目指す 

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） 

 再エネ成形 VPP実証の実施に必要な各種システムを開発

し、実フィールド実証を見据え、シミュレーションを実施

した。 

 また、エネルギー構造高度化への理解促進に向けてイメ

ージパース作成を行った。 

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） 

敦
賀
市 

１ 

 

契約の目的 イメージパース作成 

契約の方法 随意契約 

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 488,950円 

関
西
電
力
㈱ 

１ 契約の目的 ＶＰＰ制御システム開発 

Ｈ２Ｏｎｅシステム連携 

再エネ成形シミュレーションの実施 

契約の方法 相見積り 

契約の相手方 株式会社ダイヘン 

契約金額 60,000,000円 

２ 契約の目的 ＲＥ１００トラッキングシステム開発 

契約の方法 相見積り 

契約の相手方 日本ユニシス株式会社 

契約金額 800,000円 

来年度以降の事業見通し 今年度のシミュレーション実証の成果をもとに、来年度以

降、実フィールドのリソースを用いて再エネ成形 VPP実証

を実施する予定 

（備考） 

１ 事業完了した日から３ヶ月以内の提出をお願いします。 



  

 

 ２ 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。 

 ３ 補助事業の成果及び評価の欄には、公募要領８．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。 

４ 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。 

５ 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。 

  



  

 

（様式３：全対象事業共通） 

 

令和２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活用プロジェクト 

         （VPP調整力・BCP強化プロジェクト） 

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  令和元年度に開発した再エネ由来水素ステーションへ

の水素払出機能の追加など、水素貯蔵能力等を強化によ

り、国内初の水素を調整力とした再エネ成形 VPP実証を展

開し、再エネ主力電源化やエネルギー転換を推進する。 

総事業費 166,324,018円 

補助金充当額 166,324,018円 

定量的目標  敦賀市公設卸売市場のエネルギー転換として

24,511kWh/年、行政コスト 735千円/年の削減、災害時の延

べ 900人への電力供給 

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を VPPリソースに追加する

ための通信制御システムを構築した。併せて、水素払出機

能を追加し、ステーションから離れた場所で水素充填でき

る簡易充填機を開発した。 

 また、水素需要先の調査を行い、需要創出に必要な理解

促進のため、調査内容をまとめた広報パンフレットを策定

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） 

敦
賀
市 

１ 契約の目的 需要創出等調査 

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 2,057,000円 

東
芝
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
ズ
㈱ 

１ 契約の目的 水素容器払出し設備、簡易水素充填機計

装用窒素ガス他、EV スタンド、設備点

検・改良改修工事、マルチ ST 現地運転

検証、プレクールチラー制御性改善検

討、水素容器払出し設備及び VPP制御配

線工事、H2One附帯配管工事 

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 75,430,600円 

２ 契約の目的 VPP 制御盤製作及び附帯調整、H2One 用

PVPCS、リモートアクセス機能追加、ヒ

ストリカルトレンドデータ抽出機能追



  

 

加、マルチ ST 試運転（電気・制御）、

EMSデータ収集機能改善 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 東芝 ITコントロールシステム(株) 

契約金額 25,600,000円 

３ 契約の目的 PV及び H2One附帯設備工事、H2One附帯

電気工事、付帯設備設置工事 

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 22,896,000円 

４ 契約の目的 簡易水素充填機、簡易水素充填機への遠

隔監視機能・意匠追加作業 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 (株)鈴木商館 

契約金額 15,010,950円 

５ 契約の目的 R&Dセンターセキュリティシステム、設

備点検・改良改修工事、ポリッシャー交

換他作業、R&Dセンター管理委託業務 

契約の方法 相見積り、随意契約 

契約の相手方 日本海産業(株) 

契約金額 7,446,605円 

６ 契約の目的 H2Oneロゴ製作・取付 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 エレマテック(株) 

契約金額 155,790円 

７ 契約の目的 水素ガスカードル費 

契約の方法 相見積り 

契約の相手方 北酸(株) 

契約金額 534,000円 

８ 契約の目的 R&Dセンター水道光熱費等 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 福井県農業協同組合 

契約金額 375,282円 

９ 契約の目的 R&Dセンター水道光熱費等 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 富山県綜合警備保障(株) 

契約金額 20,000円 

10 契約の目的 設備点検・改良改修工事 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 オリックス・レンテック(株) 



  

 

契約金額 207,320円 

11 契約の目的 設備点検・改良改修工事 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 (株)神鋼環境ソリューション 

契約金額 134,000円 

12 契約の目的 FC-FL 

契約の方法 随意契約 

契約の相手方 トヨタ L&F東京(株) 

契約金額 430,000円 

来年度以降の事業見通し  今年度の機能拡充を踏まえ、次年度以降、再エネ成型 VPP

実証の継続とより低コストな水素託送設備等の調査研究

を実施し、水素サプライチェーンの広域化を図る予定 

（備考） 

１ 事業完了した日から３ヶ月以内の提出をお願いします。 

 ２ 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。 

 ３ 補助事業の成果及び評価の欄には、公募要領８．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。 

４ 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。 

５ 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。 

 

  



  

 

（様式４：全対象事業共通） 

 

令和２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 26,090,596円 

補助金充当額 22,400,000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（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） 

・国内及び欧州の新規化学物質の許認可取得完了 

・遺伝子工学技術による生産コストのコストダウンに向けた開

発・評価を実施 

・他社との協業により不織布等の用途開発を行い、商用化に必要

なニーズ開発実施。 

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 ２２，４００，０００円 

来年度以降の事業見通し ・有用性試験等の実施による最終商品の開発 

・抗ウイルス性試験 

・中国市場の許認可取得 

（備考） 

１ 事業完了した日から３ヶ月以内の提出をお願いします。 

 ２ 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。 

 ３ 補助事業の成果及び評価の欄には、公募要領８．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。 

４ 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。 

５ 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。 

  



  

 

（様式４：全対象事業共通） 

 

令和２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 HyDroneプロジェクト 

補助事業者名 敦賀市 

補助事業の概要 ・敦賀市及び関西電力の民間連携にて、嶺南地域を広

域フィールドにし全国初の水素エネルギーを活用

した再エネ成型 VPP 実証を行い、スマートエリア

の形成を目指す。 

・これにより敦賀市に貯蔵される再エネ由来のグリ

ーン水素の活用・需要創出として、新たな CO2フリ

ーモビリティとして水素を燃料とするドローン

“HyDrone”の開発を支援し、その社会実装に取り

組み、再エネ主力電源化や水素エネルギーの普及・

拡大に貢献する 

総事業費 ６０，５３４，９８０円 

補助金充当額 ５９，７２９，９２２円 

定量的目標 ガソリンロータリーエンジン機（20cc）でのデモフラ

イト 

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） 

検査用ドローンを開発し、バッテリー動力によるデ

モフライトを実施した。また、800W 燃料電池による

プロペラ回転試験を実施した。 

なお、80cc 水素ロータリーエンジンについては、

1kWの出力で安定して回転させることに成功した。 

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） 

１ 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 

２ 間接補助の目的 技術開発 

契約の方法 － 

間接補助先 一般財団法人 大阪科学技術セン

ター 

間接補助金額 ３９，０７９，９２２円 

来年度以降の事業見通し 水素ロータリーエンジン搭載プロトタイプ(小型機)

の開発等 

（備考） 

１ 事業完了した日から３ヶ月以内の提出をお願いします。 



  

 

 ２ 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。 

 ３ 補助事業の成果及び評価の欄には、公募要領８．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。 

４ 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。 

５ 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。 

 

 

 

 

 

 


