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１．法人の概要 
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1.1 名称 

 

公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 

Hydrogen Energy Test and Research Center （略称：HyTReC） 

 

1.2 設立年月日 

 

 平成２１年３月６日 

 

1.3 所在地 

 

  福岡県糸島市富９１５－１ 

 

1.4 目的 

 

 水素エネルギーの開発促進、水素エネルギー新産業の育成、集積により、福岡県の産業

の活性化と県民生活の質的向上を目的とする。 

 

1.5 事業内容 

 

（１）水素エネルギー関連製品の製品試験事業 

（２）水素エネルギー関連製品の研究開発事業 

（３）水素エネルギーに関する研究交流事業 

（４）その他前各号に関連する事業 

 

1.6 基本財産 

 

 ３９７，０２６，５００円 

（福岡県出資５０，０００，０００円、寄付金２０，０００，０００円） 
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1.7 役員等 

 

（１） 評議員 

平成３０年３月３１日現在（五十音順） 

河合  大洋 （トヨタ自動車株式会社 先進技術統括部 担当部長） 

小島 良俊 （福岡県商工部長） 

佐々木克行 （ＪＸＴＧエネルギー株式会社 執行役員 新エネルギーカンパニー 水素事業推進部長） 

嶋田 泰造 （新日鐵住金株式会社 八幡製鐵所 エネルギー部長） 

鈴木  隆 （東洋エンジニアリング株式会社 プラント事業本部 事業本部長付） 

月形  祐二 （糸島市長） 

宮崎    淳 （岩谷産業株式会社 常務執行役員 中央研究所長） 

 

（２） 理事 

平成３０年３月３１日現在 

渡邊 正五  （(公財)水素エネルギー製品研究試験センター センター長） 

白根 義和  （(公財)水素エネルギー製品研究試験センター 副センター長） 

村上 盛喜  （(公財)水素エネルギー製品研究試験センター 事務局長） 

 

（３） 監事 

平成３０年３月３１日現在 

清水  剛  （公認会計士（福岡監査法人代表社員）） 

 

（４） 顧問 

平成３０年３月３１日現在 

  東     義   （SE フロンティア 代表） 

村上  敬宜  （九州大学 名誉教授） 

 

（５） 特別アドバイザー 

 平成３０年３月３１日現在 

  中村  博   （元 本田技研工業(株)渉外部主幹） 

 

注１）括弧内の所属･役職は就任時を表す。 
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注２）平成３１年３月３１日現在の状況（五十音順） 

評議員（７名） 岩永 龍治 福岡県商工部長 

河合 大洋 
トヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー 

先進技術統括部 環境技術企画室 主査 担当部長 

塩田 智夫 
JXTG エネルギー株式会社  

新エネルギーカンパニー 水素事業推進部長 

竹内 貴司 
新日鉄住金エンジニアリング株式会社 

常務執行役員 北九州技術センター所長 

月形 祐二 糸島市長 

福永  馨 新日鐵住金株式会社 八幡製鐵所 エネルギー部長 

宮崎  淳 岩谷産業株式会社 常務執行役員 中央研究所長 

理事（３名） 渡邊 正五 

（理事長） 

公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター  

センター長 

白根 義和 
公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター  

副センター長 

吉永 正樹 
公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター  

事務局長 

監事（１名） 清水  剛 公認会計士（福岡監査法人代表社員） 

顧問（３名） 東   義 ＳＥフロンティア代表 

松岡 三郎 九州大学 名誉教授 

村上 敬宜 九州大学 名誉教授 

特別アドバイ

ザー（１名） 
中村   博 元 本田技研工業株式会社 渉外部 主幹 

※敬称略 
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1.8 職員（平成３１年３月３１日現在） 

 

（１）職員数 

 

職 員 数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

男性 ２４名 ±０ ４３．２歳 ４年６か月 

女性 ４名 ±０ ３９．３歳 ３年３か月 

合計・平均 ２８名 ±０ ４２．６歳 ４年４か月 

 

（２）配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※職員のうち３名は役員を兼ねる。 

理事 
兼 副センター長 
（白根義和） 

理事 
兼 事務局長 
（県派遣） 

テクニシャン（ 技能員） 
（HyTReC 職員）９名 

理事長 
兼 センター長 
（渡邊正五） 

技術スタッフ 
（HyTReC 職員）７名、（県派遣）１名 

技術マネージャー 
（HyTReC 職員）２名、（企業出向）２名 

事務マネージャー 
（HyTReC 職員）１名、（県派遣）１名 

事務スタッフ 
（HyTReC 職員）１名、（糸島市派遣）１名 



 

 

 

 

 

 

２．事業概要 
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2.1 まえがき 

当財団は、水素エネルギー技術の開発促進、水素エネルギー新産業の育成、集積によ

る福岡県産業の活性化と雇用機会の創出を目的として、平成２１年３月６日に一般財団

法人として設立された団体である。同年９月１日には、水素エネルギー関連製品の製品

試験、研究開発、研究交流を事業内容として福岡県で第１号となる公益財団法人の認定

を受けた。当該団体は、福岡県が掲げる福岡水素戦略（Hy-Life プロジェクト）における

「水素エネルギー新産業の育成・集積」を推進する中核的機関の役割を担うものである。 

 

水素エネルギー新産業の育成・集積のためには、多様な企業の参入促進・競争環境の

創出により、各種関連製品の低コスト化・高性能化を図ることが必要である。また、民

間企業が水素エネルギー新産業へ新規参入するためには、水素ガス環境下での製品試験

により、自社製品の性能・信頼性を証明することが不可欠である。しかしながら、水素

ガス環境下における製品試験には高額な初期投資が必要であることから、特に中小・ベ

ンチャー企業が水素エネルギー新産業に新規参入する際の大きな妨げとなっている。 

当財団では、このような課題を解決し、国立大学法人九州大学水素材料先端科学研究

センターの世界最先端の研究成果をもとに、企業等が開発を行う水素関連製品の研究試

験を通して、産業界の水素エネルギー関連製品の開発を支援している。 

 

平成３０年度は、製品試験事業においては、安全で効率的かつ的確な試験の企画提案、

実施を通して「リピーター顧客の獲得」及び「新規顧客の拡大」に努めたが、試験受託

件数及び金額は前年度を下回る結果となった。その要因としては、平成３０年度から国

立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の新事業がスタート

したものの、初年度のため企業の事業採択に時間を要し、それにより特に上期における

ＮＥＤＯ関連のインフラに係る試験受託が減少したこと、さらに、試験装置のトラブル

による運転停止等により、一部の試験室において一定期間、試験の受託ができなかった

ことが挙げられる。 

研究開発事業は、該当なし。 

研究交流事業においては、展示会等での当センターのＰＲ及び営業活動を実施し、水

素エネルギーの普及啓発活動を展開した。 

また、国内企業や行政機関、海外の政府機関や研究機関から多くの視察者を受け入れた。 
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2.2 組織運営 

 

（１） 評議員会の開催状況及び主要審議事項 

第１回評議員会（臨時） 平成３０年４月２７日※書面開催  

第１号議案 評議員の改選 

 

第２回評議員会（定時）  平成３０年 ５月３０日 

第１号議案  平成２９年度事業報告 

第２号議案  平成２９年度決算 

第３号議案  理事の改選 

第４号議案  役員報酬の決定 

報告事項   平成３０年度事業の進捗状況報告 

 

    第３回評議員会（臨時） 平成３１年１月１０日※書面開催 

     第１号議案 評議員の改選 

 

    第４回評議員会（臨時） 平成３１年３月１３日 

     報告事項   平成３０年度事業実施状況報告 

     第１号議案  平成３１年度事業計画 

     第２号議案  平成３１年度収支予算 

 

    第５回評議員会（臨時） 平成３１年３月２８日※書面開催 

     第１号議案 評議員の改選 

第２号議案 理事の辞任 

第３号議案 役員の退職慰労金支給額の決定 

 

（２）理事会の開催状況及び主要審議事項 

 

第１回理事会 平成３０年４月２３日 

第１号議案 評議員の改選 

第２号議案 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター臨時職員任用規 

則の一部改正について 

  

第２回理事会 平成３０年５月８日 

第１号議案  平成３０年度第２回評議員会の開催日時及び議事事項等について 

 



7 

 

第３回理事会 平成３０年５月１５日 

第１号議案  平成２９年度事業報告及び決算 

第２号議案  平成３０年度第２回評議員会議事事項 

 

第４回理事会 平成３０年５月３０日 

第１号議案  代表理事の選定について 

 

第５回理事会 平成３０年１２月２６日 

  第１号議案 評議員の改選 

 第２号議案 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター職員の給与及び 

旅費等支給規則及び公益財団法人水素エネルギー製品研究試験セン 

ター嘱託職員給与規則の一部改正について 

報告事項  平成３０年度技術者育成セミナー「水素専門コース」の共催について 

 

第６回理事会  平成３１年１月２３日 

  第１号議案 平成３０年度第４回評議員会の開催日時及び議事事項等について 

 

第７回理事会  平成３１年３月６日 

  第１号議案 平成３０年度第４回評議員会 議事事項について 

第２号議案 規則等の一部改正等について 

 

第８回理事会  平成３１年３月２５日 

  第１号議案 評議員会への提案について 

 

第９回理事会  平成３１年３月２８日 

 第１号議案 副センター長の選任について 

第２号議案 規則の一部改正について 

 

2.3 製品試験事業 

 

（１）製品試験 
①試験受託件数 

    当初計画  ３００件 

  実績件数  ２５６件（４４社）【３０３件（５２社）】 

（うち国プロジェクト関連１７件【８０件】） 

             ※【 】は平成２９年度実績件数 
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＜試験委託企業・機関＞ 

    自動車製造業、自動車部品製造業、高圧容器製造業、バルブ製造業、シール製造業、 

その他水素関連部品製造業、大学、研究機関 等 

 

②試験受託金額 

当初計画  ８５０，０００千円 

実績金額   ６２４，６９０千円【８６５，０５３千円】 

(うち国プロジェクト関連５９，２８７千円【３３３，３９６千円】) 

             ※【 】は平成２９年度実績金額 

 ＜試験分類＞ 

  ・高圧水素試験（ガス圧サイクル試験、ガス気密試験 ） 

  ・その他の高圧水素試験（透過試験、曝露試験、水素侵入量測定試験 等） 

  ・低圧水素試験（ガス流通試験 等） 

  ・水圧破裂・耐久試験（水圧破裂試験、水圧サイクル試験 等） 

 

（参考）開所以降試験実施状況推移 

 

 



9 

 

2.4 広報活動等 

①技術展への出展 

 水素エネルギー関連の技術展に出展し、センターの周知及び営業活動を行った。 

・ＦＣ ＥＸＰＯ ２０１９ 第１５回国際水素・燃料電池展 

（平成３１年２月２７日～３月１日：東京ビッグサイト） 

 

②視察・見学 

  ・視察・見学者数   ６５７名【９９５名】 ※【 】は平成２９年度実績人数 

                      

＜主な視察者（来所順）＞  

【団体・企業等】  計１１件、６７名 

・トヨタ L＆Ｆ福岡株式会社 

・一般財団法人 日本自動車研究所（ＪＡＲＩ）永井所長 

・日本水素ステーションネットワーク 合同会社（ＪＨｙＭ）菅原代表、小宮山部長 

・福岡県 小川知事 

・住友理工株式会社 西村会長、九州大学、糸島市商工観光課 

・経済産業省 資源エネルギー庁 水素燃料電池戦略室 

・新日鉄住金エンジニアリング 株式会社 

・一般社団法人 水素供給利用技術協会（ＨｙＳＵＴ） 

・九州経済産業局 塩田局長 他 

・株式会社 タカギ 髙城会長、清水所長、九州大学 久保総長、村上先生 

・トヨタ自動車株式会社、トヨタ自動車九州株式会社 

                                     

【地方自治体】  計４件、４２名 

・岩手県議会「エネルギーを考える議員連盟」 

・岡山県 企業局、岡山県 工業用水協会 

・室蘭市 経済部 産業振興課、九州大学 秋葉先生 

・公益財団法人 長崎県産業振興財団 

 

【糸島市関係】  計５件、１９９名 

・糸島市立 二丈中学校（未来のいとしま学チャレンジ教室） 

・糸島市立 前原東中学校 

・糸島市役所 新規採用職員 

・糸島市立 前原中学校 

・糸島市立引津公民館（公民館講座） 
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【海外】  計１３件、８５名 

・ロシア ウリヤノフスク州知事 他 

・フランス 原子力・代替エネルギー庁（ＣＥＡ）、 

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 

・中国石油化工（ＳＩＮＯＰＥＣ）、トヨタ自動車研究開発センター（中国）有限会社 

（ＴＭＥＣ）、トヨタ自動車（中国）投資 有限会社 他 

・野村総合研究所、中国中車 

・台湾総合研究所 

・韓国ＧＡＳ公社、ＰｗＣＫＯＲＥＡ 他 

・福岡県知事、駐福岡総領事・主席領事等 

 

 【その他】  計３９件、２６４名 

 

2.5 その他の活動 

 

（１）共催・後援事業 

・福岡県、北九州市、経済産業省九州経済産業局、公益財団法人西日本産業貿易コンベン

ション協会が主催する「エコテクノ２０１８～地球環境ソリューション展／エネルギー

先端技術展～（第２３回）」に対して後援した。 

⇒エコテクノ２０１８～地球環境ソリューション展／エネルギー先端技術展～ 

   （平成３０年１０月１０日～１２日：西日本総合展示場） 

 

  ・福岡水素エネルギー人材育成センターが主催する平成３０年度「技術者育成セミナー 

 水素専門コース」を共催した。 

  ⇒平成３０年度「技術者育成セミナー 水素専門コース」 

  （平成３０年１１月２８日：九州大学伊都キャンパス ウェスト １号館 

平成３０年１１月２９日：水素エネルギー製品研究試験センター） 

 

・九州大学水素材料先端科学研究センター、九州経済産業局が主催、福岡水素エネルギー

戦略会議、福岡県が共催する「九州水素・燃料電池フォーラム＆水素先端世界フォーラ

ム２０１９」に対して後援した。 

⇒九州水素・燃料電池フォーラム＆水素先端世界フォーラム２０１９ 

（平成３１年１月２９日：アクロス福岡（世界フォーラム） 

平成３１年１月３０日：九州大学伊都キャンパス 椎木講堂（研究シンポジウム）） 
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（２）対外活動 

 

＜国際標準化推進活動＞ 

・ISO/TC197（水素技術）水素エネルギー技術標準化委員会委員長  ：渡邊 

・ISO/TC197（水素技術）WG19（ディスペンサー）コンベナー    ：渡邊 

・ISO/TC197（水素技術）WG20（バルブ類）コンベナー    ：渡邊 

・ISO/TC197（水素技術）WG15（蓄圧器）国内対応委員会委員   ：渡邊 

・ISO/TC197（水素技術）WG19（ディスペンサー）国内対応委員会主査  ：渡邊 

・ISO/TC197（水素技術）WG20（バルブ類）国内対応委員会主査   ：渡邊 

・ISO/TC197（水素技術）WG21（コンプレッサー）国内対応委員会委員  ：渡邊 

・ISO/TC197（水素技術）WG22（ホース）国内対応委員会委員   ：渡邊 

・ISO/TC197（水素技術）WG23（フィッティング）国内対応委員会委員  ：渡邊 

・ISO/TC197（水素技術）WG24（水素ステーション）国内対応委員会委員  ：渡邊 

 

＜その他委員等活動＞ 

  ・一般社団法人水素エネルギー協会理事                         ：渡邊 

・福岡水素エネルギー戦略会議幹事会 副幹事長            ：渡邊 

 



 

 

 

 

 

 

３．財務 





















 

 

 

 

 

 

４．付表 
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4.1 行事年表 

 

（平成３０年） 

４月 ３日 職員辞令交付式 

４月２３日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第１回理事会（臨時） 

４月２７日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第１回評議員会（臨時） 

５月 ８日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第２回理事会（臨時） 

５月１５日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第３回理事会（通常） 

５月３０日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第２回評議員会（定時） 

５月３０日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第４回理事会（臨時） 

６月 １日 福岡水素エネルギー戦略会議総会・講演会出展 

８月 ６日～ ７日 職員人権同和研修 

８月 ６日 職員消防訓練 

９月１７日 いとしま学イベント協力（MIRAI・CLARITY FUEL CELL貸出） 

１０月 １日 職員辞令交付式 

１１月２９日 平成３０年度「技術者育成セミナー 水素専門コース」 

       （主催：福岡水素エネルギー人材育成センター） 

１２月２６日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第５回理事会（臨時） 

１２月２８日 仕事納め式 

 

（平成３１年） 

１月 ７日 仕事始め式・安全祈願 

１月１０日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第３回評議員会（臨時） 

１月２３日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第６回理事会（臨時） 

２月２７日～３月 １日 「FC EXPO 2019」出展 

３月 ６日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第７回理事会（通常） 

３月１３日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第４回評議員会（臨時） 

 ３月２５日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第８回理事会（臨時） 

 ３月２８日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第５回評議員会（臨時） 

３月２９日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第９回理事会（臨時） 

 


