
1/12 

ＥＶ・ＰＨＶタウン提案書 （様式１） 

タイトル 「ＥＶリーディング都市・大阪」戦略 ～「EV・PHVのまち大阪」の実現を目指して～ 

提案団体 大 阪 府 人口： ８８４万人（H22.8現在） 

担当者名及

び連絡先 

担当者の所属・氏名 環境農林水産部環境管理室交通環境課 矢倉 政雄 

          商工労働部新エネルギー産業課 岡田 一郎 

電 話 番 号 06-6941-0351（代表）内線3895（交通環境課）、内線6117（新エネルギー産業課）、 

ファックス番号 06-6941-5778（交通環境課）、06-6944-6721（新エネルギー産業課） 

メールアドレス （交通環境課）kankyokanri-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp 

（新エネルギー産業課）shinenesangyo@sbox.pref.osaka.lg.jp  

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ 

■大阪エコカー普及戦略（資料１） 

大阪府では、自動車部門におけるＣＯ２排出削減の包括的プランである「大阪エコカー普及戦略」をH21年12月に策定し、

H32（2020）年に大阪の自動車の2台に1台をエコカーとすることを目標に、EV・PHVを含む多様なエコカーの普及に取組ん

でいる。具体的には、H22年5月に「大阪エコカー協働普及サポートネット」（資料２）を発足し、エコカーの導入やインフラ整備、

啓発事業などの活動を官民協働で推進するとともに、EV・PHVに必要なインフラとして、H24（2012）年までに200V充電設

備を府内に1,300箇所整備する目標を掲げ、官民協働による基金を設立、充電インフラの設置助成等に取組んでいる。 

■大阪EVアクションプログラム（資料３） 

また、「産業都市ナンバー１」と「新エネルギー都市ナンバー1」を目指し、大阪が高いポテンシャルを有するリチウムイ

オン電池の有力市場であるEVを核とした産業振興を図るため、「大阪EVアクションプログラム」をH21年6月に策定する

とともに、オール大阪の産学官とEVのエキスパートを結集した「大阪EVアクション協議会」を設立。充電インフラ整備な

どの「まちづくり」、大阪産EVの開発を目指す「ものづくり」、EVの整備人材や開発人材を育成する「ひとづくり」の3つ

の基本方向で次のような様々な取組を展開し、「EVリーディング都市・大阪」を目指している。なお、H23年3月には国際

会議「大阪新エネルギーフォーラム2011 ～EVが切り拓く新たな社会の追究～」を開催し、そのブランド確立に向け、様々

な取組を世界に発信することとしている。 

【まちづくり】○充電インフラ（急速20基、200V40基、ともに通信機能有）の整備 

          ○世界初の充電予約・認証システム「おおさか充電インフラネットワーク」（資料４）の構築 

          ○将来の購買層開拓とEVタクシービジネスの定着を目的にEVタクシー50台への支援（EV魅力実感事業）

          ○国土交通省「環境対応車を活用したまちづくり実証地域」に選定 

【ものづくり】○大阪府立大学EV開発研究センター（資料５）の設置 

          ○大阪産EV開発プロジェクトの推進（EV及びコンバートEV開発6件、関連技術開発等9件） 

【ひとづくり】○南大阪高等職業技術専門校の自動車整備科でのEV整備訓練の検討 

■大阪でのEV・PHVタウンとしての位置づけ 

以上のような取組を継続して展開するとともに、今回の「EV・PHVタウン」の認定及び関連施策の推進によって、低炭素

社会の構築を目的としたEV・PHVの本格的な普及と、市場プルと技術プッシュによる産業振興の両立を目指すものである。

１．（２）現状分析 

１．（２）① 

地域特性 

■地理・都市特性 

○高度に都市化されているので、近距離移動がほとんどであり、かつ平野部が多いため、EV・PHV の利用

に適した地域である。 

■環境特性 

○関西電力の温室効果ガス実排出係数（0.355kg-CO2/kWh（H20年））は、全国で最も低く、EV・PHVの普及

を推進することにより、温室効果ガスの大幅な削減効果が期待できる。 

○混雑時平均旅行速度22km/hは全国で２番目に低く、渋滞に伴うエネルギー使用の非効率化が問題となっ

ている。また、自動車の保有台数が374万台と全国で5番目に多く、自動車排出ガスによる大気汚染防

止の観点からも、EV・PHVの普及が重要である。 

■産業特性 

○ソーラーパネルやリチウムイオン電池等の生産拠点があるベイエリアを中心に、部材メーカーやセット

メーカーなどの関連企業が集積しており、電池産業については、川上から川下まで揃っている。 

○大阪府立大学や大阪大学、（独）産業技術総合研究所関西センターなど国内有数の研究拠点も集積 

○それら関連産業や研究施設を基盤技術で支える、多様で層の厚いものづくり中小企業も集積 

○H21年6月には「産学官連携拠点」（経済産業省・文部科学省）に「大阪グリーンエネルギーインダスト
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リー拠点」が認定されている。 

○関西国際空港や高速道路網、阪神港などの物流インフラも充実しており、蓄電池を中心とした新エネル

ギー産業のポテンシャルが総合的に高い地域である。 

１．（２）② 

自動車の普

及状況、ＣＯ

２の排出実

態等 

 

■自動車の販売、保有、利用について 

○大阪府における自動車の保有台数は、H20年度末現在で約374万台 

○このうち、次世代型の電気自動車は、142台（H22.9末） 

H22年6月からの3ヶ月で約40台の増、年内には新車種の市場投入も予定され、普及の加速が期待 

■充電インフラの整備について 

○府内では急速充電器28基(うち電力会社設置分9基)、普通充電器（200V）41基が整備（H22.9月末） 

○うち、大阪EVアクションプログラムの一環で整備された19基（急速17基、200V2基）には、共通の通

信プラットフォームを整備し、世界初の充電予約・認証システム「おおさか充電インフラネットワーク」

をH22年3月に構築。以降運用（H22.9末19基で運用中）している。 

■CO2の排出実態について 

○府内総排出量のうち、約15％が自動車部門から排出されており、この部門での排出削減が、低炭素社会

の実現には不可欠である。 

■地元企業、住民の意識について 

○府民・企業を対象にH21年9月に実施したモニターアンケートでは、全体のおよそ9割がエコカーに関

心を示す結果となり、車種別でもEV・PHVの割合は高く（71%）なっている。 

■総括 

○EV・PHVに対する府民意識の高まりのなかで「EV・PHVタウン」に認定され、提案した取組を進めること

は、EV・PHVに関する施策を広く浸透させる絶好の機会 

○EV・PHV 関連業界では一定の認知度を得た大阪の取組を、関連のない事業者や一般府民にもブレークダ

ウンして共有し、EV・PHVの加速的な普及やEVを核とした産業振興につながることが期待できる。 

計画の名称及び策定時期 内容 

将来ビジョン・大阪

（H20年12月） 

（資料６） 

大阪府の総合ビジョン。将来像のイメージとして「産業都市ナンバー１」、「新

エネルギー都市ナンバー１」などを掲げ、「新エネ・エコカーが大阪中にあふれる

戦略」などの施策事例を記載。 

大阪 EV アクションプ

ログラム（H21年6月） 

 大阪が高いポテンシャルを有するリチウムイオン電池の有望市場である EV を

核に、インフラ・社会システム整備や先進的モデル事業を展開することにより、

EVの普及を促進し、新エネルギー関連産業を振興するために策定 

大阪エコカー普及戦

略（H21年12月） 

地球温暖化対策の観点から、EV・PHVを含む多様なエコカーの今後10年間の普

及目標や取組み戦略を定めた包括的ビジョン。 

※多様なエコカー：EV・PHV をはじめとし、天然ガス自動車や超低燃費車（2010

年燃費基準＋25％以上の乗用車などが対象）など、CO2排出量の少ない自動車。

１．（２）③ 

策定済みの

ＥＶ・ＰＨＶ

普及計画 

（関係する

既存の行政

計画） 

EV・PHV のまち推進マ

スタープラン（H23 年

2月策定予定） 

 「大阪EVアクションプログラム」と、「大阪エコカー普及戦略」を上位計画と

位置付け、今後5年間の初期需要創出のための具体的施策や実行体制、各主体の

取組み事項等を定めるもの。 

１．（３）普及目標等 

１．（３）① 

目標 

■将来像 

○EV に関する大阪発イノベーションを数多く産み出すとともに、「EV リーディング都市・大阪」のブラン

ドを確立し、関連する企業・人材・資金の集積を図る 

■EV・PHVの普及目標 

○「大阪エコカー普及戦略」において、今後10年間の目標として、EV・PHVを含む多様なエコカーの普及

目標を設定 

・エコカーの普及目標H32（2020）年：約180万台（保有ベース） 

・この目標は、大阪府内の自動車２台に１台をエコカーにすること に相当 

・EV・PHVの車種別目標として、 

H32（2020）年：EV 31,000台、PHV 21,000台 計52,000台 

○また、中間目標を設定 

・H27（2015）年：EV 7,000台、PHV 5,000台 計12,000台 

■充電インフラの整備目標 

○急速充電：EV利用者の不安を解消し、安心して走行できることを目的に設置 

       H22（2010）年度末までに 20箇所（ただし、電力会社設置分は除く） 

       ※世界初の充電予約・認証システム「おおさか充電インフラネットワーク」に接続 
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 ○200V充電：まちなかでの継足し充電用として、商業・集客施設などに設置 

H24（2012）年度末までに 1,300箇所 

■CO2削減効果 

○「大阪エコカー普及戦略」によるCO2削減効果の予測 

・EV・PHVタウン構想の推進により、H32（2020）年にはEV・PHV52,000台、エコカー全体で約180万台の

普及を図り、H17（2005）年比で自動車部門のCO2排出量は21.9％削減できると予測 

１．（３）② 

目標の達成

についての

考え方 

■EV・PHVの初期需要の創出 

○EV・PHV普及の考え方 

・初期段階においては、行政や関係機関で構成する普及組織を中心にEV・PHV の率先導入や各種実証事業

などの先導的施策を展開。 

・中長期的には、初期に展開した取組みが社会全体に定着し、府民・事業者問わず、あらゆる主体が自発

的に普及活動に参加する普及モデルの確立を目指す。 

○官民協働による普及体制の構築 

・大阪府では、EV・PHVの普及推進に取組む官民協働の体制をすでに確立 

＜大阪EVアクション協議会＞ EVを核とした大阪の産業振興を図る組織（H21.6設立） 

＜大阪エコカー協働普及サポートネット＞EV・PHVを含むエコカー全般の普及を図る組織（H22.5設立）

○インセンティブ策の検討など効果的な普及策の推進 

・国の補助制度やグリーン税制を活用した導入促進を図りながら、府独自の経済的支援策に関する検討や

エコカー利用による駐車割引など誘導策の実施等を展開 

■充電インフラの整備 

○急速充電器 

・EVの初期需要創出のために不可欠な急速充電器を20基（電力会社分除く）と設定し、整備を図っている。 

・20基の根拠は、「15×8kmエリアに急速充電設備は2基必要」という東京電力の調査結果を引用。大阪府

域を15×8kmメッシュでカバーするためには、約10メッシュ必要である。 

・整備場所の選定方法については、大阪府立大学石亀教授によるボロノイ法を利用した効果的な配置シミ

ュレーション結果やEV利用者の利便性（主要幹線道路からの距離、公開時間等）を勘案し決定 

・全て、世界初の充電予約・認証システム「おおさか充電インフラネットワーク」に接続 

○200V充電設備 

・200V充電設備は、外出先や駐車時の継足し充電用としての利用が考えられる。 

・1,300箇所の目標は、まちなかに普及する目安として、商業・集客施設や民間駐車場の施設数から設定。

・「おおさかエコカー普及環境整備基金」（資料７）を創設、民間事業者に対する助成事業を実施し、1,300

箇所を目標に整備を図る。 

・あわせて、民間事業者等が保有する充電設備の一般開放を呼びかけ。 

・なお、急速充電器の補完用に、「おおさか充電インフラネットワーク」接続型40基を整備予定 

■EV・PHVの普及啓発 

○EV・PHV魅力体感の試乗会等の実施や各種広報媒体を通じた啓発周知。 

○また、実際のEVビジネスとして自立させつつ、EVの実感機会の創出を図る取組も展開 

■EVを核とした産業振興 

○EVに関与する大阪府内の全てのステークホルダーが、EV開発やEVビジネス創出を目指す際に、参考と

することができるロードマップの作成 

○大阪発のEVイノベーションを次々と産み出すための仕掛け（組織）づくり 

■効果評価 

○協議会組織による施策効果のPDCA検証 

○中間目標の達成に向けた「EV・PHVのまち推進マスタープラン」の策定と進捗管理 
 
【参考 大阪府の補助により設置された急速充電器】 

 

 （左） 

  アジア太平洋トレードセンター（大阪市） 

  「おおさか充電インフラネットワーク」の 

  本格運用セレモニー（H22年3月） 

 （右） 

  イオンモールりんくう泉南（泉南市） 
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取組み方針 普及・整備の程度及びその見込みの根拠

■EV・PHVの初期需要の創出 

○公用車への率先導入 

・「大阪府エコカー導入指針」によるEV・PHVへの代替促

進 

・府内市町村におけるEV・PHVの導入促進 

○初期需要の創出に向けた誘導策の実施及び検討 

・エコカー利用のインセンティブモデルの構築 

・府独自の経済支援策に関する検討 

○公的財産活用や公共交通と連携したEV・PHVの普及推進 

・EV・PHV拠点として公共施設等を有効活用、カーシェア

リングなどのEVビジネス育成を図る 

・フェリカカード等を利用した、公共交通機関との連携 

○官民協働によるEV・PHVの普及推進 

・「大阪 EV アクション協議会」及び「大阪エコカー協働

普及サポートネット」の構成メンバーによる、EV・PHV

の導入促進、啓発活動等の取組み実施 

■「大阪エコカー普及戦略」の普及目標達成 

○EV・PHVの普及台数（合計） 

・H27（2015）年 12,000台（中間目標） 

・H32（2020）年 52,000台 

■充電インフラの整備 

○急速充電器 

・関係者と連携し、様々な財源を活用して整備を進める 

○200V充電設備 

・「おおさかエコカー普及環境整備基金」を活用した助成

事業を実施 

・民間事業者が保有する充電設備の一般開放 

・府内の公共施設や民間施設を対象に、新築改修など施

設整備にあわせた導入促進 

■充電インフラの普及台数 

○急速充電器 

・H22年9月末時点で17基整備 

・H22年度末までに6基分整備の財源あり 

○200V充電器 

・200V充電設備 H24（2012）年までに1,300

箇所（商業施設や民間駐車場などに整備） 

・基金事業はH24年度までの3ヵ年計画。この

財源として、H22年度大阪府も予算化 

■EV・PHVの普及啓発 

○EV・PHV魅力体感の機会創出 

・試乗会、啓発イベントの開催 

・府内市町村・民間イベントとの連携コラボ 

・EVタクシーへの支援 

○各種広報媒体を通じた啓発周知 

・ホームページによる関連施策の情報発信 

・民間広報媒体の積極活用（機関誌等） 

■「大阪エコカー普及戦略」の普及目標達成 

○EV・PHVの普及台数（合計） 

・H27（2015）年 12,000台（中間目標） 

・H32（2020）年 52,000台 

■EVを核とした産業振興 

○大阪EVアクション協議会では、「EVリーディング都市・

大阪」を目指し、大阪発のEVに関する様々なイノベー

ションを生み出していくため「大阪版EVロードマップ」

を作成中（H22年11月策定予定）。 

○あわせて、府内中小企業やサービス産業も含め、持続

可能な大阪発EVイノベーションを創出するための組織

「大阪EVIS（EV Innovators）」を設置予定（H22年11

月中旬から参加者公募開始予定） 

○さらに、大阪府立大学EV開発研究センターを中心とし

て、大阪産EV開発を目指す企業や大学、団体を集めた

「大阪産EV開発コンソーシアム」も同時期に設置予定

■大阪版EVロードマップ 

○H22年11月策定予定 

■大阪発イノベーションを産み出す仕組み 

○大阪EVIS 

H22年11月メンバー公募開始 

○大阪産EV開発コンソーシアム 

H22年11月メンバー公募開始 

 

■EV・PHVタウン構想取組みの効果評価 

○協議会組織によるEV・PHV普及の進捗管理 

○「大阪エコカー普及戦略」の取組みと定期評価 

・「EV・PHV のまち推進マスタープラン」の定期的な進捗

把握と施策効果の検証・フィードバック 

・大阪府庁の取組みは、庁内委員会でフォロー 

■「大阪エコカー普及戦略」の普及目標達成 

○EV・PHVの普及台数（合計） 

・H27（2015）年 12,000台（中間目標） 

・H32（2020）年 52,000台 
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１．（３）③ 

フォローア

ップの方法 

■協議会組織によるEV・PHV普及の進捗管理 

○「大阪エコカー協働普及サポートネット」や「大阪EVアクション協議会」を通じ、普及実績の定期調査、

提案取組みの進捗管理とともに、PDCAサイクルに基づく施策効果の検証を実施。 

○取組み情報の共有化により、構成メンバーの相互連携、普及取組みを拡大。 

■「大阪エコカー普及戦略」に掲げる普及目標の確実な達成 

○大阪府のこれまでの実績や取組みの課題、普及に関する意識調査、先進事例などを基に、本提案の内容

をブラッシュアップしながら「EV・PHVタウン」の推進に向けた具体的方策をとりまとめ、「EV・PHVの

まち推進マスタープラン」を策定。 

○H23年度以降は、本マスタープランに基づく取組みの実施状況や施策効果を随時とりまとめる。 

○H27（2015）年中間目標の確実な達成を見据え、当プランの内容を検証、必要に応じて見直しを行う。 

１．（４）自治体の活力の創出等 

■EV・PHVタウン構想推進の波及効果 

○「EV・PHVタウン」の推進により、府民や在阪企業の積極参加が促進され、EV・PHVや充電インフラが加速的に普及する。

○啓発イベントなどの集客効果により、地域全体の活性化を促す。 

○EV・PHV普及の取組みが人々の「エコ」意識を高め、自動車にとどまらない、省エネやリサイクルなど環境活動への参画

を促し、低炭素社会に向けたコミュニティが形成され、地域全体の低炭素化に貢献することが期待される。 

○さらに、インスタントラーメンや自動改札機などを産み出した進取の気性に富んだ大阪において、府内企業が大阪発のEV

イノベーションを次々と生み出し、大阪産業の活性化につながることが期待できる。 
 
【参考 大阪EVアクションプログラムの狙い】 

 

蓄 電 池 

■蓄電池メーカーだけでなく、材料 

メーカー、セットメーカー、研究機関 

など、大阪・関西のポテンシャルは 

高い！ 

大阪・関西の活性化！ 

ＥＶ特有部品 

■高性能モータ 

■パワー半導体 

■軽量シート・ボディ材料 

■静電気を貯めない材料 

■充電設備  など 

ものづくり中小企業 
への波及効果！ 

ＥＶデザイン 

■デザインフリー 

■多様なライフスタイルの提供 

ＥＶ開 発  

■大阪府立大学 

■大阪産業大学 

■優れたものづくり企業 

■優れた開発人材 

産 

業 

集 

積 

へ 

大阪産ＥＶ開発プロジェクト！ 

ソーラー 

■ソーラーパネルメーカー、材料メーカー、 

 セットメーカーなど、大阪のポテンシャルは高い！ 

新技術・新利用の拡大 
■太陽電池・燃料電池発電の蓄電 

■ＥＶの蓄電池を家庭電源へ 

■スマートグリッド 

■交流から直流へ 

蓄電池利用の 
社会変革！ 

人材の育成 

■開発・整備人材 

■コーディネータ 
雇用創出へ 

ＥＶビジネス・新ビジネス創出 

■充電インフラネットワーク 

■充電課金ビジネス 

■蓄電池のリユース・リサイクル 

■ＥＶタクシー・レンタカー 

・カーシェア 

全ての取組に 
フィードバック！ 

ＥＶの好循環！

ＥＶに関する国際会議 

■世界から人材、技術、資金を 

呼び込み産業集積を後押し！ 

■大阪から世界標準をアピール！ 

新エネ界の 
ダボス！ 

最先端のＥＶ技術！

優れた 
ＥＶデザイン！ 

ＥＶ社会・ 
蓄電池社会の 
世界標準！ 

ビジネス最先端！ 

大阪ＥＶアクションプログラムの狙い 
EV を核とした産業振興を技術プッシュ（研究開発や社会実証などによる供給側からの普及）と 

市場プル（インフラ整備や制度創設などによる需要側からの普及）の両面から展開 

 
 
【参考 大阪産EV開発プロジェクト 進行中の案件】 

 

 （左） 

  一充電で550km走行可能な 

  オープンエア型クラシカルスポーツEV 

 

 （右） 

  電機企業城下町で製作している 

牛車をイメージした「Meguru」 
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２．取組内容（※取組内容の整理にあたっては「１．（３）②目標の達成についての考え方」に記載され

た取組内容の整理の枠組みを基礎とした柱に沿って取組を分類すること。） 

２．（１）ＥＶ・ＰＨＶの初期需要の創出に関する事項 

２．（１）①取組方針 

■EV・PHVの導入促進に向けた官民協働の取組み 

○「大阪エコカー協働普及サポートネット」や「大阪EVアクション協議会」の構成メンバーを中心に、EV・PHVの率先導

入を図るとともに、普及取組みの企画実施や啓発活動に協働で取組む。 

○府公用車への導入については、「大阪エコカー導入指針」に基づく代替を促進。府域全体で公用車への導入促進を図る。

○公有財産の有効活用 

・EVを利用したカーシェアリングビジネスの最大の課題はEVの拠点（ポート）の整備である。特に大阪のような大都市

では地価が高く、拠点を見つけにくい上に、充電器の設置工事が大掛かりのものとなってしまう。 

・そこで、府有施設や公営駐車場を有効活用するとともに、シェアリングEVを公用車として活用することの検討も行う 

・これらの取組を進める際には、「おおさか充電インフラネットワーク」等の既存施策との連携や規模感を重要視して進

め、ビジネスとしての成立可能性を高めつつ、自動車を手放す所有者も増やして、CO２排出量削減量の大幅増加を図る。

■インセンティブ策の検討など効果的な普及策の推進 

○国の補助制度やグリーン税制を活用した導入促進を図りながら、府独自の経済支援策に関する検討を行う。 

○EV・PHVユーザーに対し駐車割引などの優遇策を実施し、エコカー利用のインセンティブモデルを構築する。 

２．（１）②３年以内に実施する予定の取組に関する事項 

取組の内容・場所 主体・時期 費用負担 普及見込み・フォローアップの方法

(a) EV・PHVの普及及び利用促進に向けた取組み 

○協議会の構成メンバーを中心に、官民協働でEV・PHVの

率先導入を図る。 

○府内の市町村に対し、公用車導入の働きかけを行う。 

○大阪府本庁駐車場において30分の駐車場割引を実施。 

大阪府 

民間事業者 

時期 

H22年度～ 

大阪府、 

府内市町村 

民間事業者 

EV利用者等 

・H27（2015）年にEV・

PHV計12,000台普及

・達成状況については、

協議会や企業ヒアリ

ングにより把握。 

(b)公共施設活用型EVシェアリング 

○シェアリングEVの拠点として公共施設を有効活用 

○公用車としての活用も。「新たな公共」モデルを目指す 

民間事業者等 

時期 

H23年度～ 

民間事業者 

府など自治体 

EV利用者 

― 

(c）効果的な経済支援策の検討や国の支援による普及促進

○府独自の経済支援策について、施策効果に関する予測検

討を行うほか、国の補助制度やグリーン税制を有効活用

した導入促進を図る。 

大阪府 

時期 

H23年度～ 

国 

大阪府 

(d)エコカー利用のインセンティブ創出 

○エコカー利用により、提携施設で駐車割引や優待サービ

スを提供する仕組みを構築（EV利用者には「おおさか充

電インフラネットワーク」の認証機能を活用） 

大阪府、 

民間事業者 

時期 

H23年度～ 

大阪府 

民間事業者 

・H27（2015）年にEV・

PHV計12,000台普及

・普及状況については、

ユーザーや協賛企業

へのアンケートによ

り調査。 

(e)日本版Autolib（資料８） 

 パリで始まりつつあるEVのワンウェイトリップ方式（乗り捨て

利用）カーシェアリング「Autolib」のシステムを開発。おおさ

か充電インフラネットワークを活用し、充電量に応じたエコア

クションポイントの付与等も実施 

カーシェア事

業者等 

時期 

H22年度～ 

カーシェア事

業者等 

環境省 

大阪府 

・H24年度までに50台

のシェアリングEVの

導入 

(f)大阪ハンドレッドモニター事業 

○府内中小企業が製作したEVをモニター貸与 

○府内中小企業製作EV のよさを感じてもらい、EV の地産

地消を促し、「大阪ハンドレッド」（100種）を目指す 

府内中小企業 

府など自治体 

時期 

H23年度～ 

府など自治体 ・府内中小企業製作

EV100種 

２．（１）③課題 

■車両価格の低減 

○開発製造の技術革新、充電池の性能向上、コストダウンなど 

■国による経済的支援策の実施 

○車両購入補助やエコカー減税など購入支援策の継続 

■EVシェアリング拠点の確保 

○駅前など特定の路上をEVカーシェア拠点として長時間駐車が可能となるよう、車庫法、道路法について規制緩和 
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２．（２）充電インフラの整備に関するに関する事項 

２．（２）①取組方針 

■急速充電器 

○EVの初期需要創出のために不可欠な急速充電器を20基（電力会社分除く）と設定し、整備を図っている。 

○いわゆる｢いらち｣（関西弁で「短気」のこと）と言われる大阪人気質も考慮し、世界初の充電予約・認証システム「おお

さか充電インフラネットワーク」を構築し、EVタクシービジネスにも活用してもらう。 

○あわせて、H22年6月の近畿ブロック知事会議において、当該ネットワークを共有化することで各府県知事とも賛同して

いただいており、今後、京都府をはじめ、近畿圏に広げていくこととしている 

■200V充電設備 

○家庭や事業所などの駐車拠点、または出先での充電のために、今後3年間で1,300箇所の整備目標を設定している。 

○官民協働による「おおさかエコカー普及環境整備基金」を設置し、200V充電設備を対象とした助成事業を実施することに

より、事業所など駐車場施設への充電設備設置を促進する。 

○民間事業者が保有する充電設備の一般開放や公共施設への充電設備導入など、社会全体での取組みを推進する。 

２．（２）②３年以内に実施する予定の取組に関する事項 

取組の内容・場所 主体・時期 費用負担 普及見込み・フォローアップの方法

(a)急速充電器最適配置シミュレータの開発 

○EV実走行データを基に、ボロノイ法等を用いた、急速充

電器の最適配置シミュレータを他都市での適用も見据え

て開発中 

大阪府立大学 

時期 

H21年度～ 

国 

大阪府立大学 

－ 

(b)「おおさか充電インフラネットワーク」の広域化 

○世界初の充電予約・認証システムを近畿圏で共有化 

○H22 年度には国土交通省実証事業で京都と神戸にネット

ワーク構築予定 

各自治体 

施設管理者等 

時期 

H22年度～ 

各自治体 

施設管理者等 

（H22年度末までに、 

府内において、 

約60基強がNW化） 

(c)公共施設における充電設備の導入整備 

○府有施設を中心とした公共施設を対象に、建物の新築や

改修等に合わせた設置を促進する。 

大阪府 

府内市町村 

時期 

H22年度～ 

大阪府、 

府内市町村 

・府営駐車場（３箇所）

について、H23年度中の

設置を検討中。 

・その他には順次導入。

(d)官民共同基金による充電インフラの整備促進 

○「おおさかエコカー普及環境整備基金」を活用し、民間

施設を対象とした200V充電設備の助成事業を実施する。

○充電設備を有する民間事業者に対し一般利用への提供を

求めることにより、既存ストックを有効活用する。 

大阪府 

民間事業者 

時期 

H22年度～ 

大阪府、 

民間事業者 

・H24（2012）年までに200V

充電1,300箇所の整備

・基金による補助実績や

一般利用可能な充電設

備の提供件数 

(e)会員制急速充電サービスビジネスの検証 

○複数EVユーザーから会費を徴収し、その会費により充電

サービス提供者への経済的負担を軽減する仕組みの試験

実証を検討 

○実証にあたっては、「おおさか充電インフラネットワー

ク」を活用 

大阪府 

CHAdeMO協議会

大阪府 

CHAdeMO協議会 

－ 

２．（２）③課題 

■充電設備の整備に関する課題 

○充電設備の設置に係る電力契約の規制緩和、優遇措置の創設 

・１需要１引込の条件緩和、特約料金体系の新設等 

○充電システム（プラグ等）の規格統一化（ＪＩＳ認定など） 

○充電設備の管理・運用ガイドラインの策定（課金ルール含む） 

■充電設備の普及に関する課題 

○充電インフラの整備に伴う制度メリットの創設 

・都市計画や建築要件等の緩和策、 

・国の定める各種建築計画、整備方針における充電設備設置の義務付け記載 等 

○一般電気事業者（電力会社）設置の充電設備の開放利用容認 

○既存住宅・集合マンションへの充電インフラの導入促進（管理組合等の合意形成） 
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２．（３）普及啓発に関する事項 

２．（３）①取組方針 

■EV・PHV魅力体感の機会創出 

○府民・事業者にEV・PHVの魅力を直接体感してもらう機会を創出するため、環境関連や地域イベントなどを積極活用する。

○エコドライブ、グリーン配送などの推進と併せて、EV・PHV利用の有用性をアピールするなど、関連施策とも連携する。

■EV実感（感じる、見る）とEVビジネス確立の両立 

○EVタクシーなど、実際の乗車や視覚への訴求を通した実感機会を創出しつつ、EVビジネスの確立も図る 

■各種広報媒体を通じた啓発周知 

○大阪府ホームページをはじめ、協議会メンバーとも連携し、各種広報媒体を活用した情報発信を行う。 

■あらゆる主体が参加する「EV・PHVタウン」の推進 

○EV・PHVの普及には、行政だけでなく、府民・民間事業者など官民連携した地域全体での取組みが重要である。 

○上記啓発イベントなどの機会を通じ、すべての府民・事業者に「EV・PHVタウン構想」への参加を促していく。 

○「大阪エコカー協働普及サポートネット」では、EV・PHVの導入や充電インフラの整備、啓発事業などに協力する企業・

事業者を随時会員として募集している。 

○「おおさかエコカー普及環境整備基金」を創設し、基金への寄付募集や 200V 充電設備を対象とした補助事業の実施を通

じて、充電インフラの整備促進を図っている。 

２．（３）②３年以内に実施する予定の取組に関する事項 

取組の内容・場所 主体・時期 費用負担 普及見込み・フォローアップの方法

(a）環境関連イベントを活用した試乗会や啓発活動の実施

○車両展示や試乗会の開催、取組み紹介等 

○府内市町村や民間イベントへの積極参加 

（例）ネキスポ関西（毎年9月開催） 

   中環をきれいにする日（毎年9月開催） 

   堺まつり（毎年10月開催） 

防災キャラバン（毎年10月開催） など 

○府民への広報啓発、アンケート調査の実施等 

大阪府 

府内市町村 

イベント主催

者等 

時期 

H22年度～ 

大阪府 

府内市町村 

イベント主催

者 

自動車メーカ

ー等 

・イベントへの来客数、

アンケート集計などに

より啓発効果を検証 

(b) 広報媒体を活用した普及取組みの啓発周知 

○ホームページ、定期刊行物など各種メディアを活用した

情報提供（協議会の取組み、充電インフラの整備状況等）

○業界誌など各種広報媒体の活用 

大阪府 

府内市町村 

府内事業者等 

時期 

H22年度～ 

大阪府、 

府内市町村、 

府内事業者等 

・アンケート調査による

効果測定など 

(c)EVタクシーへの支援 

○中心市街地でEVタクシーを3年間営業 

○最大111万人が乗車して実感 

○EVビジネスのノウハウを蓄積し、府内全域へ拡大を図る

タクシー事業

者 

時期 

H23年1月～

タクシー事業

者、 

国土交通省、 

大阪府 

－ 

(d）あらゆる主体参加による「EV・PHVタウン」の推進 

○啓発イベントなどの機会を通じ、あらゆる主体に「EV・

PHVタウン構想」への参画を呼びかけ 

○「おおさかエコカー普及環境整備基金」を活用した助成

事業の実施や民間所有の充電設備の一般開放を促進 

大阪府、 

民間事業者 

時期 

H22年度～ 

大阪府、 

民間事業者 

・達成状況については、

協議会組織や企業ヒア

リング、基金による補

助実績により把握 

２．（３）③課題 

■的確な啓発効果の把握 

○アンケート項目、分析手法の統一化など（２．（４）③にも再掲） 

■普及協力企業の拡大 

○広報媒体の活用など効果的な周知方法や企業メリットの検討 
 

【参考 啓発活動のようす】 

 （左） 

ネキスポ関西（H22年9月） 

 （中・右） 

  堺まつり（H22年10月） 
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２．（４）効果評価に関する事項 

２．（４）①取組方針 

■協議会組織によるEV・PHV普及の進捗管理 

○「大阪EVアクション協議会」や「大阪エコカー協働普及サポートネット」を通じ、EV・PHVの導入台数や充電インフラの

整備状況などを随時調査することにより、普及状況の的確な把握を行う。 

■「大阪エコカー普及戦略」の取組みと定期評価 

○H27（2015）年の中間目標達成に向けた実行計画として、現在「EV・PHVのまち推進マスタープラン」を策定中。 

○策定後は、当プランによる取組みの進捗状況を定期的に把握し、その施策効果を検証するとともに、必要に応じて取組み

の見直し、拡充を行うなどのPDCAフォローアップを実施。 

２．（４）②３年以内に実施する予定の取組に関する事項 

取組の内容・場所 主体・時期 費用負担 普及見込み・フォローアップの方法

(a）「大阪エコカー普及戦略」の進捗管理 

○協議会の定期開催により、普及状況調査や取組みの進捗

把握、効果検証等を実施。 

○情報共有による相互連携、取組みの拡大を図る。 

大阪府、 

民間事業者 

時期 

H22年度～ 

大阪府 

民間事業者 

 

(b)「EV・PHVのまち推進マスタープラン」の実施フォロー

○定期的な進捗状況の把握と施策効果の検証を通じ、取組

み内容を随時ブラッシュアップし、計画の実効性を確保。

大阪府 

時期 

H23年度～ 

大阪府 

 

・普及状況については、

協議会組織や企業ヒア

リングにより把握。 

施策実施毎に効果検証

を実施。 

(c)「大阪EVアクション協議会総会」における経営層から

のトップダウン・ダイアローグ 

○大阪における EV を核とした産業振興の取組内容につい

て、毎年一回開催することとしている「大阪EVアクショ

ン協議会」メンバーの経営層から、トップダウンの意見

を聴取し、フィードバック。 

協議会メンバ

ー 

時期 

H21年度～ 

大阪府 

 

・年1回開催予定 

２．（４）③課題 

■施策実施や普及啓発に係る効果評価の手法確立 

○施策実施の効果が一目で分かる分析評価、検証方法の確立 

（例）建設工事のB/Cのような統一的な概念を検討（予算額、新車販売台数など、どのパラメータを利用するか等） 

○各種統計データの適時把握の利便性向上 

（例）効果検証に不可欠な新車販売台数を、車種（軽 or 乗用貨物など）に関わらず、府県別、年次別で即座に検索でき

るシステムの確立（現状各団体に分散している統計データの一括管理等） 
 
 
 

【参考 大阪EVアクション協議会キックオフ総会のようす（H21.6.19）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平松邦夫 大阪市長 

「EVに関しては大阪にい

かなあかん」という街に

したい！ 

片山幹雄 シャープ㈱社長 

太陽電池発電が普及すると直流

電流の家電が増え、EV との相性

もよくなる！ 

益子修 

三菱自動車工業㈱社長 

EV は新しいビジネスモデルがで

きる可能性がある！ 

大阪府知事 橋下徹 

EVの普及に伴って、関連する事業

をどんどん大阪で拡げていきた

い！ 
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２．（５）その他の事項 

２．（５）①取組方針 

■EVを核とした産業振興の基本的考え方 

○次のような観点から、電気自動車（ＥＶ）を核とした産業振興を一つの柱として進めている。 

・ＥＶの普及により、大阪・関西に集積しているリチウムイオン電池産業の活性化につながる 

・EVにはモータや軽量シート・ボディー、静電気をためない内装、パワーデバイス、充電装置、新たなデザインなど、もの

づくり中小企業への潜在的波及効果が大きい 

・太陽光発電の蓄電やスマートグリッド、交流の直流化など、蓄電池を利用した社会変革が期待 

・タクシーやレンタカーなど、EVを利用した既存ビジネスの転換も期待 

・充電設備のネットワーク化や蓄電池のリサイクルなど新たなビジネスの創出可能性が高い 

■大阪発のEVイノベーションを創出する仕組みづくり 

○平成21年6月に、オール大阪の産学官とEVに関するエキスパートを結集した「大阪EVアクション協議会」を設置。本

協議会では「EVリーディング都市・大阪」を目指し、大阪発のEVに関する様々なイノベーションを生み出していくため

「大阪版EVロードマップ」を作成中（H22年11月策定予定）。 

○あわせて、府内中小企業やサービス産業も含め、持続可能な大阪発EVイノベーションを創出するための組織「大阪EVIS

（EV Innovators）」を設置予定（H22年11月中旬から参加者公募開始予定） 

■大阪産EV及びEV関連技術の開発 

○平成22年4月に設立された大阪府立大学EV開発研究センターを中核拠点とし、府内ものづくり中小企業が行うEV及び

関連技術の開発を支援 

○大阪府立大学EV開発研究センターを中心として、大阪産EV開発を目指す企業や大学、団体を集めた「大阪産EV開発コ

ンソーシアム」も設立予定（H22年11月中旬から参加者公募開始予定） 

○さらに、「大阪グリーンエネルギーインダストリー拠点」が「産学官連携拠点」（経済産業省・文部科学省）に認定された

ことを活用して、府内大学等の研究者が行うEV関連研究についても側面支援を実施 

■EVに関する人材育成 

○大阪府立南大阪高等職業技術専門校の自動車整備課程において、EV整備のカリキュラム導入を検討中 

２．（５）②３年以内に実施する予定の取組に関する事項 

取組の内容・場所 主体・時期 費用負担 普及見込み・フォローアップの方法

(a)大阪EVISの設立・運営 

○府内中小企業やサービス産業も含め、持続可能な大阪発

EVイノベーションを創出するための組織「大阪EVIS（EV

Innovators）」を設置 

○メンバーからの優れた提案については大阪府が徹底支援

参加メンバー 

大阪府 

時期 

 H22.11～ 

参加メンバー 

国プロジェク

ト 

・大阪EVISメールニュー

ス等でメンバーへ報告

(b)大阪産EV開発プロジェクト 

○平成22年4月に設立された大阪府立大学EV開発研究セ

ンターを中核拠点とし、（独）中小企業基盤整備機構や金

融機関、大阪府が出資して組成した「おおさか地域創造

ファンド」を活用し、府内ものづくり中小企業が行うEV

及び関連技術の開発を支援 

府内ものづく

り企業 

大阪府立大学 

時期 

 H22～ 

おおさか地域

創造ファンド 

府内ものづく

り企業 

・H22実績 

 EV開発6件 

 EV関連部品6件 

 EV周辺機器3件 

（助成総額6千万円）

(c)EV関連研究の支援 

○府内大学が参加するEV 関連研究（高効率モータ、EV 用

固体 LiB、超軽量炭素繊維成型プロセス等）について側

面的に支援 

府内大学 

大阪府等 

時期 

H21～ 

府内大学 

国プロジェク

ト 

大阪グリーンエネルギー

インダストリー拠点にて

進捗管理 

(d)EVメーカーと府内ものづくり企業とのマッチング 

○EV メーカーと府内ものづくり企業とのオープンイノベ

ーションマッチング商談会を開催 

府内ものづく

り企業 

EVメーカー 

大阪府  

－ 

(e)EV人材の育成 

○大阪府立南大阪高等職業技術専門校の自動車整備課程に

おいて、EV整備のカリキュラム導入を検討中 

府立技術専門

校 

府立技術専門

校 

 

－ 

２．（５）③課題 

■EV製造のための措置 

○電気（EV）ミニカーの乗車人員の規制の緩和と型式指定手続きの簡素化 
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３．平成22年度中に行う事業の内容 

取組の内容 主体・時期 費用負担 

■官民協働によるEV・PHVの普及促進 

○大阪エコカー協働普及サポートネット 

・EV・PHVの導入や充電インフラの普及整備、啓発活動などを推進するとともに、

これらの取組みに協力する企業・事業者を広く募集し、さらなる普及促進を図る。

大阪府、 

協議会の構成企業 

時期 

H22.5～ 

大阪府、 

協議会の構成企

業等 

■充電インフラの普及整備 

○200V充電設備 

・「おおさかエコカー普及環境整備基金」を創設し200V充電設備の助成事業を実施。

・次世代自動車振興センターが実施する充電器の補助事業とも協調。 

・民間事業者による充電設備の一般開放や、公共施設への充電設備導入を推進。 

○通信機能付200V充電器 

・「おおさか充電インフラネットワーク」に接続できる通信機能付き200V充電器整

備40基分を助成（上限25万円、1/3）。初期需要創出のため当面の間、無料開放

○急速充電器の整備 

・「おおさか充電インフラネットワーク」に接続し、ソーラー併設型の急速充電設

備を今年度中に5基設置予定。初期需要創出のため、当面の間、無料開放 

大阪府 

民間事業者等 

時期 

H22.8～ 

 

大阪府 

民間事業者等 

時期 

 H22.12～ 

国、 

大阪府、 

民間事業者等 

 

 

大阪府 

民間事業者等 

環境省（GND基金）

■普及に向けた啓発イベント等の開催 

○環境関連イベントとの合同開催 

・9/1～3「ネキスポ関西2010」において、EV・PHV車の展示会を開催 

○府内市町村やサポートネットメンバーと連携したイベントの企画・実施 

・10/16～17「堺まつり」にて、EV・PHV 車がパレードに参加、「エコブースシン

ボルゾーン」（堺市役所前広場）にもEV・PHV車を展示 

・市町村向けエコドライブ講習会でＥＶ試乗会を同時開催予定（１月中旬） 

大阪府 

市町村 

民間事業者等 

時期 

H22年度～ 

大阪府、 

協議会の構成企

業 

その他協力企業

等 

■駐車場等への充電施設の適切な設置・配置に関する実証実験 

○国土交通省「環境対応車を活用したまちづくりに関する実証実験地域」に選定さ

れ、次の調査を実施 

・大阪市内のコンビニ等の充電施設の配置、利用実態を調査 

・京阪神の都市間移動において急速充電器の予約システムの運用調査 

国交省 

大阪府 

京都市・神戸市 

コンビニ事業者等 

時期 

 H22.11～ 

国交省 

一部事業者 

■高速道路SAへの蓄電池併設型急速充電システム実証調査 

○名神高速道路吹田SA（上り）において、NEXCO西日本協力のもと、大掛かりな電

気工事を要しない蓄電池を電源とした急速充電システムを整備 

○将来の蓄電池リユースを見据え、適正な充電容量等を調査 

充電器メーカー 

NEXCO西日本 

大阪府 

時期 

H22.12～ 

大阪府 

総務省「緑の分権

改革推進事業」 

■事業用小型電動車両普及モニター事業 

○原付一種保有台数全国一位の大阪府において、事業用二輪車の使用実態調査を実

施（約2,000事業所） 

○小型電動車両（二輪）の導入意向ある事業所に、電動車両を貸し出し、試乗モニ

ターを依頼。インプレッション調査と走行実態調査を実施 

人材派遣会社 

EVバイクメーカー 

時期 

 H22.10～ 

大阪府 

■EVタクシー50台への支援 

○都心部で3年間営業するEVタクシー50台に100万円/台を支援 

○最大111万人が乗車して実感し、何百万人が走行シーンを目撃 

○「おおさか充電インフラネットワーク」の予約機能を活用し、EV ビジネスとし

ての確立も目指す 

タクシー事業者 

大阪府等 

タクシー事業者 

国交省 

大阪府 

■大阪産EV開発プロジェクト 

○府内ものづくり中小企業を対象に、EV及びEV関連技術開発に助成 

○平成22年度は次のように15件の技術開発を支援（助成額6千万円） 

・EV及びコンバートEV 6件 

・EV関連部品 6件 

・EV周辺機器 3件 

府内中小企業等 

大阪府立大学 EV

開発研究センター 

大阪府 

時期 

H22.10～ 

おおさか地域創

造ファンド 
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■EV耐久レース 

○就職先が決まらない高校・大学卒業者を新たに雇用し、「ＥＶ耐久レース」開催

○エンジニア系業務と営業・事務系業務の両方を経験させることで、新エネルギー

分野で活躍する府内の企業が求める人材を育成 

人材派遣会社等 

時期 

 H22.11～ 

大阪府 

■EVを核とした産業振興イベントへの参加 

○EVを核とした産業振興の取組と府内ものづくり企業の技術力をアピール 

 ・電気自動車開発技術展（EVEX）（H22.7.14～16、パシフィコ横浜） 

 ・新エネルギーEXPO（H22.10.6～8、インテックス大阪） 

 ・国際二次電池展（バッテリージャパン）（H23.3.2～4、東京ビッグサイト） 

大阪府 

時期 

 H22年度～ 

大阪府 

■大阪新エネルギーフォーラム2011～EVが切り拓く新たな社会の追究～（資料９）

○平成23年3月24日（木）～26日（土） 大阪国際会議場にて開催 

○国際会議、ビジネスマッチング、EV試乗会等のイベント 

○実行委員会：大阪府、大阪市、堺市、近畿経済産業局、近畿運輸局、大阪商工会

議所、関西経済連合会、日本貿易振興機構大阪本部 

実行委員会 実行委員会 

■家庭用新エネルギー設備普及事業 

○20万件を目標にEVやソーラー等の対面アンケート調査を府内全市町村で実施 

○アンケ-トを通した、EV等のメリットを普及啓発 

民間企業 

時期 

H22.9～ 

大阪府 

４．取組体制等 

自治体内の連携体

制 

○EV・PHVの普及取組み全般について関連部局で連携して実施、庁内委員会でフォロー 

・構成部局（商工労働部、環境農林水産部、都市整備部、住宅まちづくり部） 

自動車メーカーと

の連携 

○EV・PHVの優先配備、技術開発や普及動向に関する情報提供、啓発イベントへの協力、技術支援等

○技術開発動向についての情報提供だけでなく、府内ものづくり中小企業とのマッチング等も検討 

電力会社との連携 ○EV・PHVの率先導入、車両普及・充電インフラ整備への技術アドバイス、普及に向けた課題検討等

地元企業との連携 

○EV・PHVの率先導入、充電設備の設置、技術情報等の交換、府民啓発・イベント等への参加協力等

○持続可能な大阪発EVイノベーションを創出するための組織「大阪EVIS（EV Innovators）」を設置

予定 

○また、大阪産EV開発を目指す「大阪産EV開発コンソーシアム」を大阪府立大学EV開発研究セン

ターを中核機関として設立予定 

地元住民との連携 ○普及に関する意識調査（アンケート等）への協力、啓発イベント等への参加等 

市区町村との連携 

○EV・PHVの率先導入、充電設備の設置、啓発イベントの共催、普及施策に関する情報交換等 

○大阪市、堺市、市長会、町村長会が参画（大阪EVアクション協議会） 

○泉大津市、河内長野市、東大阪市は「おおさか充電インフラネットワーク」に参画、 

その他の関係者と

の連携 

○「大阪エコカー協働普及サポートネット」の会員拡大、協働による普及取組み 

 

 

【参考 大阪新エネルギーフォーラム2011  

～EVが切り拓く新たな社会の追究～】 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL：http://www2.convention.co.jp/oneforum/ 
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１－１ ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ

１－３．普及目標等
■将来像
○EVに関する大阪発イノベーションの創出、関連企業・人材・資金の集積
■普及目標
○EV・PHVの普及目標（EV・PHVの合計値）
・H2７（2015）年：計12,000台（中間目標） → H32（2020）年：計52,000台
・H32（2020）年のCO2排出削減量：21.9％（2005年比）
○充電インフラの整備目標
・急速充電：H22（2010）年度末までに 20箇所（大阪ＥＶアクションプログラム）
・200V充電：H24（2012）年度末までに 1,300箇所

１－３．普及目標等
■将来像
○EVに関する大阪発イノベーションの創出、関連企業・人材・資金の集積
■普及目標
○EV・PHVの普及目標（EV・PHVの合計値）
・H2７（2015）年：計12,000台（中間目標） → H32（2020）年：計52,000台
・H32（2020）年のCO2排出削減量：21.9％（2005年比）
○充電インフラの整備目標
・急速充電：H22（2010）年度末までに 20箇所（大阪ＥＶアクションプログラム）
・200V充電：H24（2012）年度末までに 1,300箇所

１－２．現状分析
■地理・環境特性
○CO2総排出量のうち、自動車からの排出は約15％。
○自動車の保有台数は374万台と全国で5番目
○混雑時平均旅行速度22km/hは全国でワースト２
○高度に都市化、近距離移動がほとんど。
→CO2削減、エネルギー効率化にEV・PHVは効果的。
■産業特性
○ベイエリアを中心にリチウムイオン電池等の生産拠点が集積。
○国内有数の研究拠点、多様で層の厚いものづくり中小企業も集積。
→蓄電池を中心とした新エネルギー産業のポテンシャルが高い地域。
■普及状況
○EV普及台数は142台（H22.9末時点）
○急速充電設備28基、200V充電設備41基を整備済み（H22.9） 。
○うち19基（急速17基、200V2基）には、世界初の充電予約・認証システム
「おおさか充電インフラネットワーク」を構築し、現在運用中。
○府民・地元企業の約７割がEV・PHVに高い関心
→すでにEV・PHV、充電器の導入に実績があり、さらなる普及の素地がある。

１－２．現状分析
■地理・環境特性
○CO2総排出量のうち、自動車からの排出は約15％。
○自動車の保有台数は374万台と全国で5番目
○混雑時平均旅行速度22km/hは全国でワースト２
○高度に都市化、近距離移動がほとんど。
→CO2削減、エネルギー効率化にEV・PHVは効果的。
■産業特性
○ベイエリアを中心にリチウムイオン電池等の生産拠点が集積。
○国内有数の研究拠点、多様で層の厚いものづくり中小企業も集積。
→蓄電池を中心とした新エネルギー産業のポテンシャルが高い地域。
■普及状況
○EV普及台数は142台（H22.9末時点）
○急速充電設備28基、200V充電設備41基を整備済み（H22.9） 。
○うち19基（急速17基、200V2基）には、世界初の充電予約・認証システム
「おおさか充電インフラネットワーク」を構築し、現在運用中。
○府民・地元企業の約７割がEV・PHVに高い関心
→すでにEV・PHV、充電器の導入に実績があり、さらなる普及の素地がある。

１－５．取組体制等
■普及体制
○EV・PHVの普及に取組む官民協働の体制を構築済み。
・「大阪EVアクション協議会」（H21.6）
・「大阪エコカー協働普及サポートネット」（H22.5）。
■自治体内の連携体制
○庁内各部局で組織する庁内委員会により取組みフォロー

１－５．取組体制等
■普及体制
○EV・PHVの普及に取組む官民協働の体制を構築済み。
・「大阪EVアクション協議会」（H21.6）
・「大阪エコカー協働普及サポートネット」（H22.5）。
■自治体内の連携体制
○庁内各部局で組織する庁内委員会により取組みフォロー

１－４．取組内容
■EV・PHVの初期需要の創出
○協議会による率先導入、公用車への導入促進
○エコカー利用のインセンティブモデルの構築
○公共施設のEVポート活用、新ビジネスの育成
○日本版Autolibに関する実証（ワンウェイ運用・充電システム等との連携
○大阪産EVのモニター貸与（大阪ハンドレッドモニター事業）
■充電インフラの整備
○急速充電器
・最適配置シミュレータの開発
・「おおさか充電インフラネットワーク」の広域化
○200V充電設備
・「おおさかエコカー普及環境整備基金」による助成事業の実施
・民間事業者が保有する充電設備の一般開放を促進
・公共施設における充電設備の導入整備
○会員制充電サービスビジネスの検証
■普及啓発
○環境イベントにおける試乗会・啓発活動の実施
○ホームページなど広報媒体を活用した啓発周知
○EVタクシー支援、EV実感とEVビジネス確立の両立
■EVを核とした産業振興
○大阪発EVイノベーションのためのロードマップとしくみ「大阪EVIS」づくり
○府立大学EV開発研究センターを中心とした大阪産EV開発プロジェクト
○EV国際会議（大阪新エネルギーフォーラム）の継続開催
■効果評価
○協議会組織による進捗管理と施策効果の検証
○「EV・PHVのまち推進マスタープラン」の策定とPDCAフォロー

１－４．取組内容
■EV・PHVの初期需要の創出
○協議会による率先導入、公用車への導入促進
○エコカー利用のインセンティブモデルの構築
○公共施設のEVポート活用、新ビジネスの育成
○日本版Autolibに関する実証（ワンウェイ運用・充電システム等との連携
○大阪産EVのモニター貸与（大阪ハンドレッドモニター事業）
■充電インフラの整備
○急速充電器
・最適配置シミュレータの開発
・「おおさか充電インフラネットワーク」の広域化
○200V充電設備
・「おおさかエコカー普及環境整備基金」による助成事業の実施
・民間事業者が保有する充電設備の一般開放を促進
・公共施設における充電設備の導入整備
○会員制充電サービスビジネスの検証
■普及啓発
○環境イベントにおける試乗会・啓発活動の実施
○ホームページなど広報媒体を活用した啓発周知
○EVタクシー支援、EV実感とEVビジネス確立の両立
■EVを核とした産業振興
○大阪発EVイノベーションのためのロードマップとしくみ「大阪EVIS」づくり
○府立大学EV開発研究センターを中心とした大阪産EV開発プロジェクト
○EV国際会議（大阪新エネルギーフォーラム）の継続開催
■効果評価
○協議会組織による進捗管理と施策効果の検証
○「EV・PHVのまち推進マスタープラン」の策定とPDCAフォロー

「大阪エコカー普及戦略」と「大阪EVアクションプログラム」に基づく取組みを展開するとともに、「EV・PHVタウン」の推進力を活用し、
低炭素社会の構築を目的としたEV・PHVの本格的な普及と、市場プルと技術プッシュによる産業振興の両立を図ることにより、「EVリー
ディング都市・大阪」のブランド確立を目指す。

部門別CO2排出割合(2005年)

自動車
15％

産業部門
廃棄物部門

鉄道

民生部門

38％
42％

3％

2％

ものづくり中小企業が活躍

大阪新エネルギーフォーラム2011
EVが切り拓く新たな社会の追究
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効果評価

産業振興

充電インフラ

普及啓発

初期需要創出

官民率先・協働

急速・ネットワーク

試乗・イベント

200V・整備基金

イノベーション創出
先進的モデル事業

優遇策

公共施設活用

大阪産EV開発

協議会組織

人材育成

現状

初期需要創出
■EV１４２台
■EVタクシー５０台

初期需要創出
■EV１４２台
■EVタクシー５０台

充電インフラ
■急速充電器２８基
■２００V充電器４１基
■世界初・充電予約認証可
能な「おおさか充電インフラ
ネットワーク」運用中

充電インフラ
■急速充電器２８基
■２００V充電器４１基
■世界初・充電予約認証可
能な「おおさか充電インフラ
ネットワーク」運用中

普及啓発
■普及啓発イベント、広報
■20万件の対面アンケート

普及啓発
■普及啓発イベント、広報
■20万件の対面アンケート

産業振興
■大阪EVアクション協議会
■イノベーション創出組織
■大阪産EV開発プロジェクト
■各種実証事業
■EV国際会議

産業振興
■大阪EVアクション協議会
■イノベーション創出組織
■大阪産EV開発プロジェクト
■各種実証事業
■EV国際会議

魅力体感

効果評価
■大阪エコカー普及戦略
■大阪エコカー協働普及サ
ポートネット
■大阪EVアクション協議会
総会

効果評価
■大阪エコカー普及戦略
■大阪エコカー協働普及サ
ポートネット
■大阪EVアクション協議会
総会

展開（ローリング）

初期需要創出
■EV ７，０００台
■PHV ５，０００台

（２０１５年）

初期需要創出
■EV ７，０００台
■PHV ５，０００台

（２０１５年）

充電インフラ
■２００V充電器１，３００基
■「おおさか充電インフラネット
ワーク」が近畿圏に拡大

充電インフラ
■２００V充電器１，３００基
■「おおさか充電インフラネット
ワーク」が近畿圏に拡大

普及啓発
■EV/PHVへの興味 ８割

普及啓発
■EV/PHVへの興味 ８割

産業振興
■大阪産EV２０車種
■大阪発EVイノベーション

１０件
■EV国際会議継続開催

産業振興
■大阪産EV２０車種
■大阪発EVイノベーション

１０件
■EV国際会議継続開催

効果評価
■適正なフォローアップ

効果評価
■適正なフォローアップ

将来像
EVに関する大阪発イノベーションを数多く産み出すとともに、「EVリーディング都市・大阪」ブランドを確立！
○低炭素社会に向けたコミュニティが形成され、地域全体の低炭素化に貢献
○府内企業が大阪発のEVイノベーションを次々と産み出し、大阪産業を活性化

概ね３年後

EV・PHVのまち
推進マスタープラン

広報啓発

PDCA管理


