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ＥＶ・ＰＨＶタウン提案書 （様式１） 

タイトル ＥＶを活用したアメニティエコタウンの構築 

提案団体 鳥取県 人口： ５９１，１５０人 

※ （2009年10月1日現在推計人口） 

担当者名及

び連絡先 

担当者の所属 生活環境部環境立県推進課グリーンニューディール推進室 

氏名 松本 秀樹 

電話番号:0857-26-7879／ファックス番号:0857-26-8194／ 

メールアドレス: matsumotohi@pref.tottori.jp 

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ 

○○○○ＥＶＥＶＥＶＥＶ製造製造製造製造誘致企業誘致企業誘致企業誘致企業とととと連携連携連携連携したしたしたしたＥＶＥＶＥＶＥＶ普及普及普及普及    

・   ２０１０年７月に本県米子市に誘致した（株）ナノオプトニクス・エナジーが、２０１１年春に

ＥＶ製造工場の操業を開始する予定。当該会社が実施するＥＶ製造事業、太陽光発電システム（地

元プロサッカーチームの名を冠した「ガイナーレ・ソーラー」）の製造事業、再生可能エネルギー

をＩＣＴ技術を活用して地域供給する「地産地消型スマートグリッド」事業と連携してＥＶの普及

を加速的に進める。 

・  具体的には充電施設等のＥＶ普及に必要なインフラを整備するとともに、県・市町村等公共機関

における公用車のＥＶへの転換や公共交通機関の利便性の悪さを逆手に取った鳥取型カーシェア

リング事業を促進するなどしてＥＶの普及を図る。 

・  また、市街地近郊住宅地等で再生可能なエネルギーを活用したＥＶへの充電、ＥＶの蓄電機能を

活用したグリッド内の電力需給バランスの調整など、双方向の電力供給を実現できる低炭素型社会

システム、エネルギーの地産地消を目指した「とっとり発スマートグリッド」の構築を目指す。当

面、ＩＣＴを活用したエネルギーマネジメントシステムの構築などを検討、モデル地域での実証実

験へとつなげ、ＥＶの付加価値を高めることにより本格的普及を目指す。 

○○○○ホワイトスペースホワイトスペースホワイトスペースホワイトスペースとととと携帯端末携帯端末携帯端末携帯端末をををを併用併用併用併用したしたしたした充電設備充電設備充電設備充電設備のののの満空管理満空管理満空管理満空管理システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築    

・ (株)ナノオプトニクス・エナジーが構想しているテレビ放送波の「ホワイトスペース」を活用し

たスマートグリッドの管理システムにより、ソーラー発電所、企業、家庭、ＥＶなどを通信で結ぶ

ことによりＥＶを「移動式情報端末」に位置づけ、充電スタンドの情報等をＥＶに提供するシステ

ムと、各地で実証実験が進められている携帯端末を活用した充電器の満空管理との併用によりＥＶ

の利便性を高める。 

○○○○ＥＶＥＶＥＶＥＶのののの活用活用活用活用によによによによるるるる社会社会社会社会システムシステムシステムシステムのののの転換転換転換転換    

高価格のＥＶを共同で利用することによって各個人（事業所）の経済的負担を軽減するため、鳥取

型カーシェアリングを促進する。 

・ 営農活動における集落内での共同利用による農家の費用負担の軽減と地域コミュニティの活性化 

・ 通勤に利用するＥＶを駐車場近隣の住民が昼間利用（空き時間の有効活用） 

・ 公共交通ネットワークが縮小した地域でのデマンド交通に活用（高齢者の移動手段確保） 

・ 自家用車を保有しない大都市地域からの転勤者の多い社宅での活用 

○○○○ＥＶＥＶＥＶＥＶをををを活用活用活用活用したしたしたした観光観光観光観光ルートモデルルートモデルルートモデルルートモデルなどなどなどなどのののの広域連携広域連携広域連携広域連携のののの提案提案提案提案    

・ 世界ジオパークネットワーク加盟が決定した山陰海岸ジオパークでのパーク＆ＥＶライドの提案、

鳥取県・兵庫県・京都府にまたがるジオパーク内をＥＶで走行できる環境整備の検討 

・ 岡山県と連携したＥＶ観光ルートの設定、充電インフラの整備 

・ 着地型観光におけるＥＶの活用 
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・ 大阪府が提唱している、広域でのＥＶ利用促進に向けた携帯端末による充電インフラの利用予約シ

ステムの共通化等の検討に参画。 

・ 共通認証基盤（複数ネットワーク事業者の充電器が共通的に利用可能な環境）に向けた検討 

１．（２）現状分析 

１．（２）① 

地域特性 

【【【【地勢等地勢等地勢等地勢等】】】】    

東西に約１２０㎞、南北約２０～５０㎞と東西にやや細長く、面積は３，５０７k㎡で 

全国では４１番目。土地利用別に見ると森林が全体の７３．８％を占めている。 

 人口は２００９年１０月現在で５９１，１５０人と全国で最少。昭和６３年の６１万人余

をピークに減少傾向が続いている。高齢化率も平成２０年の２６．１％と全国平均を上回る

高齢化の進展が見られる。 

【【【【経済産業状況経済産業状況経済産業状況経済産業状況】】】】    

 本県産業は食料品関連産業と電気機械関連産業が主要産業となっており、製造品出荷額は

電気機械関連産業が約半分を占めている。本年３月にはナノテクノロジー、環境エネルギー

の研究開発型企業である株式会社ナノオプトニクス・エナジー（本社：京都市）が電気自動

車の本格的な開発・製造に着手するため、本県米子市に進出することが決定。明年春の操業

開始を目指しており、県内に電気自動車関連産業の集積を促進することとしている。 

【【【【電力電力電力電力、、、、交通交通交通交通、、、、環境環境環境環境】】】】    

鳥取県の電力自給率は約１５％であり、大部分の必要な電力を県外に頼っている一方で、

県内には新エネルギー（風力、水力、地熱、波力等）による発電可能な地域が多数存在して

いる。現在普及が進みつつある住宅用太陽光発電と大型風力発電の合計導入量では世帯あた

り全国２位。特に２００９年度から実施している、住宅用太陽光発電の導入に対する市町村

と連携した全国トップレベルの助成制度により家庭への普及が拡大。２００９年度は前年比

３倍となる２，４４９kW（６０９件）が導入され、２０１０年度も９月末現在で１，３０６

kW（３１６件）の導入が進んでおり、昨年を上回る導入量となる見込み。 

交通事情を見ると、県内公共交通機関の利用者がマイカーの普及や人口減少などで年々減

少することにより、公共交通ネットワークが路線廃止・減便などで縮小傾向にあり、利便性

低下で一層利用者離れが進むという悪循環が生じている。 

 

１．（２）② 

自動車の普

及状況、ＣＯ

２の排出実

態等 

 

自動車の新車販売台数は１９９６年の２９，２７４台をピークに全体として減少傾向にあ

る。軽自動車も２００２年の１２，５２１台をピークに同様に新車販売台数は減少している

が、軽自動車の保有台数は年々増加を続けており、２００９年３月時点の１００世帯あたり

の保有台数９７．２台は日本一。個人の通勤・買い物など比較的近距離での利用が多く、走

行可能距離が短いＥＶの利用とマッチしたユーザーが多いと推定される。 

県内の２００７年のＣＯ２排出量は、４，３６０千トン（１９９０年比９．７％増）。部

門別に見ると産業部門は１，０８９千トン（同１６．６％減）、運輸部門は１，１７５千ト

ン（同２．４％増）、民生部門２，０９６千トン（同３７．４％増）となっている。このう

ち全体の約２９％を占める運輸部門は、経済活動の低迷等によると思われる産業部門の排出

量の減少にもかかわらず、特に運輸（家庭）で１９９０年比で４３％増加しており、この分

野におけるＣＯ２の削減は喫緊の課題である。 
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計画の名称及び策定時期 内容 

とっとり発グリー

ンニューディール 

（2009年9月） 

「環境」をキーワードとして、これまで培われた技術や企業誘致に

よる技術の集積、技術革新による新技術をすすめ、次世代へつながる

鳥取県の社会成長を実現するために策定。 

 この中で、エコカー関連産業の集積及び産学官連携によるエコカー

活用社会創出のための協議会を通じた、県民がエコカーを身近に利用

しやすい地域づくりを目標として設定。 

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） 鳥取県経済成長戦

略 

（2010年4月） 

 

 

 安定かつ持続的な経済成長を実現するために必要な中長期戦略を

策定。 

 戦略推進分野として先駆的ＥＶメーカーの立地、各種部品の供給、

ＥＶタウンの整備を進めることを位置づけ。 

１．（３）普及目標等 

１．（３）① 

目標 

 

目標設定 普及台数 ＣＯ２削減量 

短期（２０１５年） ３，０００台    ３．０千t-CO2 

中期（２０２０年） １３，５００台   １３．５千t-CO2 

長期（２０５０年） ２１５，０００台 ２１５．０千t-CO2 

※充電設備については、全国でも上限額トップクラスの県補助制度活用で市町村の負担を 

軽減することにより、県と市町村が連携して主要幹線道路沿いを中心に、３０～５０㎞の 

間隔で急速充電器の設置を推進。県庁舎への率先設置及び民間事業者の設置と合わせて、 

２０１１年までに２０箇所に急速充電器を設置。県内全域を安心してＥＶで走行できる環 

境を整備する。 

 

【短期（２０１５年）目標】 

 本年４月に経済産業省が発表した「次世代自動車戦略２０１０」により推計。２０２０年

時点での政府目標値の新車販売台数に占めるＥＶ・ＰＨＶのシェア１５％程度の普及を見込

む。この期間内には、本県に立地しているＥＶ製造工場におけるＥＶの生産・販売が開始さ

れ普及が拡大する見込み。ＥＶの航続距離に対するユーザーの不安を解消するため県と市町

村、民間企業が連携して急速充電器を設置しＥＶの走行環境を早期に整える予定であること

も勘案し、当面の目標を２０１５年に３，０００台とし、ＥＶ保有率日本一を目指す。 

  

 

【中期（２０２０年）・長期（２０５０年）目標】 

 中期・長期については、短期と同様の伸びで普及すると見込み、２０５０年には自動車保

有台数の約半数がＥＶに置き換わると想定。 

 

【ＣＯ２削減効果】 

 ＥＶの普及に伴うガソリン車からの転換によるＣＯ２削減効果は、年間１台あたり１ｔ

-CO2と試算。各目標年次の普及目標台数から削減見込みを試算。 
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【短期】 

 短期的には、ＥＶ普及のための基幹インフラとなる急速充電器のネットワークを県・市町

村・民間が連携して設置し、安心してＥＶで走行できる環境を整備して、県内でのＥＶの本

格的な製造・販売の開始を支援。 

また、自治体による公用車としてのＥＶの積極的な導入や、カーシェアリングの導入によ

り民間における需要創出を図る。 

 

【中期】 

 人口、新車販売台数とも減少傾向であるものの、公共交通機関が十分に発達していない状

況及び県内の高速道路には無料区間が多いことから自動車保有台数は一定の水準で推移す

ることが見込まれる。県内でのＥＶ製造・販売も本格化すること及びスマートグリッドの進

展、観光へのＥＶの活用やカーシェアリングの積極的な推進により普及を図る。  

 

取組み方針 普及・整備の程度及びその見込みの根拠 

県県県県とととと市町村市町村市町村市町村のののの共同共同共同共同によるによるによるによる急速充電器急速充電器急速充電器急速充電器のののの設置設置設置設置    

県内の主要幹線道路に最大５０㎞間隔で急速

充電器を県と市町村が費用を折半して共同で設

置を進め、県内全地域をＥＶで安心して走行でき

る環境を整備。 

 

 

 

 

 

 ２０１０年末までには７基設置され

ることが決まっており、全国でもトップ

クラスの補助金を活用してさらに設置

を推進。前向きな感触を得ている市町村

や民間企業とも協力し２０１１年まで

に２０箇所に設置される見込み。 

とっとりとっとりとっとりとっとり発発発発スマートグリッドスマートグリッドスマートグリッドスマートグリッドのののの構築構築構築構築    

    低炭素型社会システム、エネルギーの地産地消

を目指したスマートグリッドの構築を推進。ＥＶ

の付加価値を高めることにより本格的普及を目

指す。 

    

 

 スマートグリッドフォーラムの開催、

ＷＧ会議の開催、クリーンエネルギー資

源の賦存量・利用可能量等の調査を実施

中。２０１１年３月を目標に本県の特性

にあったスマートタウンモデルの策定

を進めている。 

ＥＶＥＶＥＶＥＶ製造会社製造会社製造会社製造会社とととと連携連携連携連携したしたしたしたＥＶＥＶＥＶＥＶ普及普及普及普及モデルモデルモデルモデルのののの提案提案提案提案    

    (株)ナノオプトニクス・エナジーが製造・販売

を行うＥＶの普及を推進 

 

 (株)ナノオプトニクス・エナジーが２

０１１年春にも県内工場でＥＶの製

造・販売を行う見込み。 

１．（３）② 

目標の達成

についての

考え方 

 

ＥＶＥＶＥＶＥＶカーシェアリングカーシェアリングカーシェアリングカーシェアリングのののの導入導入導入導入    

 平日は県が公用車として率先使用を行い、休

日・祝日は一般県民に貸し出すことにより、ＥＶ

を気軽に体験してもらうことにより、需要の創出

につなげる。 

 また、様々な鳥取型のカーシェアリングを提案

し、ＥＶの普及を推進する。 

 

 ２０１１年度までは公共機関や事業

所がモデル的に導入することが中心と

なるが、その間に県内の充電インフラネ

ットワークを整備、カーシェアリングに

よる積極的な導入につなげる。 
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ＥＶＥＶＥＶＥＶをををを活用活用活用活用したしたしたした広域観光広域観光広域観光広域観光ルートモデルルートモデルルートモデルルートモデルのののの提案提案提案提案    

世界ジオパークネットワークに加盟が決定し

た山陰海岸ジオパークや岡山県と連携したＥＶ

観光ルートの設定でＥＶレンタカー等の導入を

提案。 

隣県と連携し米子から京都までの約３００㎞

をＥＶで安心して走行できるルートを確立する

予定。 

充電器のネットワーク化により、利用実績が全

て一元集約化して管理でき、その利用実績を利用

した、PDCAサイクルの最適配置計画の検討・運用

管理を実施。 

 

 世界ジオパークネットワークへの加

盟が認められたことで、観光客の増大が

期待されるほか、岡山県との共同で観光

関係者によるＥＶモデルルートの走行

調査を実施し、参加者からは好感触を得

ており、レンタカー事業者等への導入を

推奨していく。 

１．（３）③ 

フォローア

ップの方法 

 庁内に設置しているＥＶタウンプロジェクトグループで充電インフラの整備状況を中心

に適宜進捗を管理。ＥＶ・ＰＨＶの販売状況については毎月状況確認を行っており、今後も

継続して把握に努める。 

１．（４）自治体の活力の創出等 

○○○○ＥＶＥＶＥＶＥＶのののの活用活用活用活用によるによるによるによる観光振興観光振興観光振興観光振興    

 ＥＶ観光モデルルートの設定、ジオツアーの実施などによる誘客の促進 

○○○○カーシェアリングカーシェアリングカーシェアリングカーシェアリングによるによるによるによるコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティのののの活性化活性化活性化活性化    

 小集落、マンションなどの地域コミュニティに先導的にＥＶカーシェアリングを提案。地域の活性化に

つなげる。 

○○○○電気自動車関連産業電気自動車関連産業電気自動車関連産業電気自動車関連産業のののの集積集積集積集積    

 ＥＶ製造業者が進出するのを機に、県内に電気自動車関連産業の集積が見込まれ、経済発展が期待され

る。 
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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 

○スマートグリッドの構築によりＥＶを組み込んだ先進的な低炭素型社会システム、エネルギーの地産池

消モデルの展開。 

○山陰海岸ジオパークでＥＶを活用したジオツアーの展開。 

○岡山県との連携によりＥＶ観光ルートを設定し、観光に活用できるレンタカーへの導入を推進。 

○自治体によるＥＶ公用車の率先導入。 

○ＥＶカーシェアリングにより平日に公用車としての活用と、土日祝日の県民・観光客へのレンタルによ 

りＥＶに乗車する機会を提供、ＥＶの認知度を高める。 

○県と市町村が共同で行政主導で県内に急速充電器のネットワークを整備。航続距離に対する不安を解消

し、普及促進につなげる。 

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)スマートグリッドの構築検討 県 

H22～ 

県 必要な調査を実施中。

庁内プロジェクトチ

ーム、外部有識者を交

えた WG で検討、フォ

ローアップ 

(b)ＥＶ製造会社との連携 県・民間 

H22～ 

県・民間 工場進出に対する補

助金による支援 

(c)自治体によるＥＶ公用車の率先導入 県・市町村 

H22～ 

県・市町村 

H22～ 

既に２町がＥＶ公用

車の導入を決めてお

り、ＥＶ製造工場の稼

働により加速度的に

普及が見込まれる。 

(b）カーシェアリングの実施 

 

 

県・民間事業

者 

H22～H26 

県・民間事業

者 

本年7月から実施中。

利用状況を適宜フォ

ローアップしている。 

さらに鳥取型のカー

シェアリングの導入

により普及が見込ま

れる。 

(e)県と市町村の共同による急速充電器の設置 県・市町村 

H22 

県・市町村 県と市町村で 16 基設

置見込み 

庁内プロジェクトチ

ームで適宜フォロー

アップ 
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(f)山陰海岸ジオパークでＥＶを活用したジオツ

アーの展開 

 

 

民間 

H23～ 

民間 今後観光客の増加が

予想され、環境に配慮

したＥＶジオツアー

の需要が見込まれる。 

(g)岡山県との連携によりＥＶ観光ルートを設定 

 

 

 

県 

H22 

県 岡山県と共同で蒜

山・大山地域において

観光関係者によるＥ

Ｖ観光モデルルート

の走行調査を実施。参

加者からは好感触を

得ており、実際のモデ

ルルートの設定につ

なげる。 

２．（１）③課題 

(a) カーシェアリングの普及に当たっては、経済的メリットの提案が必要。 

(b) 急速充電器の設置にあたっては電気料金の基本料金が増額する場合があるなど、維持費が課題。 
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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 

○県内を安心してＥＶで走行できるよう県と市町村が共同で主要幹線道路を中心に３０～５０㎞間隔で 

 急速充電器の設置を推進（２０１１年までに２０箇所設置） 

○普通充電器は民間事業者が主体となって設置を推進、県はそれに対して助成を実施。 

○他県と連携していく中でＩＴを活用した課金、満空管理などのできるネットワークの共通認識基盤の導

入を検討、ＥＶの広域移動ができる環境を整備 

 

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)充電設備導入推進補助金の創設 県・市町村・

民間事業者 

H22 

県・市町村・

民間事業者 

補助金の活用による

設置見込み数 

 急速充電器15基 

 普通充電器25基 

庁内プロジェクトチ

ームでフォローアッ

プ 

(b)他の自治体や民間企業と連携した携帯端末に

よる充電インフラの利用予約システムの共通化

等の検討、共通認証基盤に向けた検討 

県 

H22～ 

県 大阪府が提唱してい

る、広域でのＥＶ利用

促進に向けた携帯端

末による充電インフ

ラの利用予約システ

ムの共通化等の検討

に参画。 

庁内プロジェクトチ

ーム（適宜外部有識者

が参画）でフォローア

ップ 

２．（２）③課題 

(a)急速充電器の設置にあたっては電気料金の基本料金が増額する場合があるなど、維持費が課題。 

(b)利用予約システムの統一化とハード整備に要する費用負担 
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２．（３）普及啓発に関する事項 

２．（３）①取組方針 

 現時点で県内のＥＶ保有台数は１２台であり、県民がＥＶを目にする機会がほとんどないのが実情。 

高価で航続可能距離も短い等との認識により、ＥＶの良さが評価されていない現状を改善するために、

積極的に展示・試乗機会の提供を図るとともに、地域や学校に出かけていき、環境配慮への取り組みと連

携したＥＶを活用した出張授業等を実施していく。さらにホームページやブログなども積極的に活用した

情報発信により普及啓発を推進する。 

 

 

 

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)展示・試乗会の実施 

（実施例） 

 各種シンポジウムでの展示・試乗 

 とっとりエコフェスタでの展示・試乗 

 食のみやこ鳥取県フェスタでの展示・試乗 

 とっとり産業フェスティバルでの展示・試乗 

 七夕ライトダウンイベントでの展示・試乗 

 鳥取県交通安全県民大会での展示・試乗 

 市町村役場を巡回しての試乗会 

県 

H22～ 

県 試乗車数の把握、アン

ケートの実施 

(b)学校や地域などへの出張授業の実施 

 

 

 

県 

H22～ 

県 参加者数の把握、アン

ケートの実施 

(c)ホームぺージ、ブログなどを活用した情報発信 

（情報発信例） 

 県の環境部局で運営しているエコブログ「トリ 

ピーのTEAS（テス）生活」で恒常的に情報発信 

http://ecotoripy.blog32.fc2.com/ 

 

試乗機会を提供した団体ホームページへの体験

記の掲載依頼 

http://www.daisenking.net/ 

県 

H22～ 

県  

２．（３）③課題 

(a) ＥＶの性能を実感できる試乗コースを提供できる機会が限られる。 
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２．（４）効果評価に関する事項 

２．（４）①取組方針 

○公用車の走行データ取得、利用状況調査 

○一般向けレンタルの利用状況調査 

 

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）公用車の走行データ取得、利用状況調査 県 

H21～25 

県 適宜データ収集、分析

を実施 

(b)一般向けレンタルの利用状況調査 民間事業者 

H21～25 

民間事業者 適宜データ収集、分析

を実施 

２．（４）③課題 
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２．（５）その他の事項 

２．（５）①取組方針 

 次世代電気自動車の開発への参画、ＥＶに関する人材育成等を通じてＥＶ普及の環境を整備するととも

に、新エネルギーの研究、ＥＶの導入によって削減されるＣＯ２のクレジット化を研究する。 

 

 

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)(a)(a)(a) 鳥取県次世代電気自動車共同研究協議会鳥取県次世代電気自動車共同研究協議会鳥取県次世代電気自動車共同研究協議会鳥取県次世代電気自動車共同研究協議会のののの設設設設

立立立立    

   (株)SIM-Drive（慶応大発ベンチャー）が行 

う電気自動車開発共同研究事業に参画するた 

め、鳥取県、地方独立行政法人鳥取県産業技 

術センター、県内企業１０社により協議会を 

設立。県内中小企業への先端的なＥＶ関連技 

術・知識の導入を支援することで、県内にＥ 

Ｖ産業の創出を図っている。 

 

民間等 

H22.1～ 

民間等  

 

協議会でフォローア

ップを行う。 

(b)(b)(b)(b)ＥＶＥＶＥＶＥＶ人材育成人材育成人材育成人材育成カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム開発事業開発事業開発事業開発事業 

   産学官が連携してＥＶに関する人材育成カ 

リキュラムを開発し、ＥＶ及びその周辺産業、 

ＥＶを取り巻く社会的背景に関する基礎的な 

知識を持ち、ＥＶ製造企業及びＥＶ関連の部 

材製造企業において将来中心的な役割を担う 

ことのできる人材を育成することにより、県 

内ＥＶ関連産業の集積を促進する。 

 

 

県 

H22 

県  

カリキュラムの開発

委員会を設置し、本年

度の実証講義を踏ま

えてフォローアップ 

(c)(c)(c)(c)鳥取県新鳥取県新鳥取県新鳥取県新エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー活用研究会活用研究会活用研究会活用研究会のののの設立設立設立設立    

   スマートグリッドの構築に不可欠な新エネ 

ルギーの技術開発・普及導入に係る産学官連 

携を進め、相互の取り組みを促進させるため 

に設立。 

 

県 

H22 

県  

研究会でフォローア

ップを行う。 

(d)(d)(d)(d)CO2CO2CO2CO2排出量取引制度排出量取引制度排出量取引制度排出量取引制度のののの活用活用活用活用をををを研究研究研究研究    

   ＥＶの導入によって削減されるＣＯ２のク

レジット化を研究 

 

県 

H23～ 

  

２．（５）③課題 

 

 



12/12 

必ず改ページ 

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 

スマートタウン推進可能性調査、スマートグリッド構築検討 

 

 

県 県 

カーシェアリングの実施 

 

 

県・民間事業者 

 

県・民間事業者 

充電設備導入推進補助金の創設 

 

 

県・市町村・民

間事業者 

県・市町村・民

間事業者 

岡山県とのＥＶ観光モデルルート調査 

 

 

県 県 

イベントでの展示・試乗機会の提供 

 

 

県 県 

４．取組体制等 

自 治 体 内 の 

連携体制 

部局横断型の庁内プロジェクトチーム・ＥＶタウンプロジェクトＧを設置。 

 

自動車メーカー

との連携 

電力会社との 

連携 

地元企業との 

連携 

産・学・官が連携して「鳥取県エコカー研究会」を設立（２０１０年１月）。 

支援機関等と連携した新規参入支援や人材育成、社会システムの構築による普及推進な

どに取り組んでいる。 

地元住民との 

連携 

イベントの機会を活用して意見交換を行っている。 

 

市区町村との 

連携 

庁内プロジェクトに参画してもらい、連携を深めている。 

 

その他の関係者

との連携 

「鳥取県エコカー研究会」にオブザーバーとして中国経済産業局ほか、関係団体も参画。 

※ 3 年以内に実施する予定の取組については、その実施箇所を一覧できる地図を添付すること 

※ 必要に応じて適宜、行や欄の追加、注記・例示の削除を行ってよいが、様式１、２の全体の枚数は 12 枚程度とすること。  

また、様式に入力する文字は10.5 ポイント以上とすること。 



（（（（鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県）ＥＶ）ＥＶ）ＥＶ）ＥＶ・・・・PPPPＨＶＨＶＨＶＨＶタウンタウンタウンタウン提案書提案書提案書提案書

１１１１－－－－１１１１ ＥＶＥＶＥＶＥＶ・・・・ｐＨＶｐＨＶｐＨＶｐＨＶタウンタウンタウンタウンとしてのとしてのとしてのとしての位置位置位置位置づけづけづけづけ

【鳥取県の現状】
○新エネルギーによる発電可能な地域が多数存在
○マイカーの普及（軽自動車は世帯あたりの保有率日本一）
○公共交通ネットワークの縮小

１１１１－－－－３３３３．．．．普及目標等普及目標等普及目標等普及目標等１１１１－－－－３３３３．．．．普及目標等普及目標等普及目標等普及目標等１１１１－－－－２２２２．．．．現状分析現状分析現状分析現状分析
【地域特性】
○マイカーの普及と人口の減少による公共交通ネットワークの縮小、利便性低下に
によるさらなる利用者離れの悪循環

○マイカーへの依存度増大

【自動車の普及状況】
○新車販売台数は減少傾向だが軽自動車の保有率は増加傾向（保有率日本一）

【ＣＯ２排出量】
○2007年のCO2排出量4,360千トン（全体で1990年比9.7％増）
うち運輸部門1,175千トン（1990年比2.4％増）

【これまでの取り組み】
○2009年9月に「とっとり発グリーンニューディール」を策定。エコカー関連産業の
集積と県民がエコカーを身近に利用しやすい地域づくりを目指す。

【その他の状況】
○ＥＶの開発・製造を手がける企業が県内に進出。県内にＥＶ関連産業の集積が
期待される。

１１１１－－－－２２２２．．．．現状分析現状分析現状分析現状分析
【地域特性】
○マイカーの普及と人口の減少による公共交通ネットワークの縮小、利便性低下に
によるさらなる利用者離れの悪循環

○マイカーへの依存度増大

【自動車の普及状況】
○新車販売台数は減少傾向だが軽自動車の保有率は増加傾向（保有率日本一）

【ＣＯ２排出量】
○2007年のCO2排出量4,360千トン（全体で1990年比9.7％増）
うち運輸部門1,175千トン（1990年比2.4％増）

【これまでの取り組み】
○2009年9月に「とっとり発グリーンニューディール」を策定。エコカー関連産業の
集積と県民がエコカーを身近に利用しやすい地域づくりを目指す。

【その他の状況】
○ＥＶの開発・製造を手がける企業が県内に進出。県内にＥＶ関連産業の集積が
期待される。

１１１１－－－－５５５５．．．．取組体制等取組体制等取組体制等取組体制等

○庁内に緊急プロジェクトチーム「緑の分権改革ＰＴ」を設置。その中でＥＶの普及を
推進する部門として「ＥＶタウンプロジェクトグループ」を設置。部局を横断した、
庁内関係課、各地域の総合事務所をメンバーとし、時に市町村の参画も得ながら
充電インフラの整備とＥＶの普及を推進。

○エコカー関連産業の振興を図るために本年１月に産・学・官で構成する「鳥取県
エコカー研究会」を設置。

１１１１－－－－５５５５．．．．取組体制等取組体制等取組体制等取組体制等

○庁内に緊急プロジェクトチーム「緑の分権改革ＰＴ」を設置。その中でＥＶの普及を
推進する部門として「ＥＶタウンプロジェクトグループ」を設置。部局を横断した、
庁内関係課、各地域の総合事務所をメンバーとし、時に市町村の参画も得ながら
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１１１１－－－－４４４４．．．．取組内容取組内容取組内容取組内容
【初期需要の創出】
○スマートグリッドの構築によるＥＶを組み込んだエネルギーの地産地消
モデルの検討

○カーシェアリングの導入による公用車としての率先導入と一般県民や
観光客が気軽に利用できる機会の創出

○自治体によるＥＶ公用車の率先導入
○鳥取型カーシェアリングの提案
○県と市町村が共同で県内の主要幹線道路沿いを中心に30～50㎞間
隔で急速充電器を設置。県内を安心してＥＶで走行できる環境を整備。

○山陰海岸ジオパークでＥＶを活用したジオツアーの展開
○岡山県との連携によるＥＶ観光ルートの設定とレンタカーの導入

【充電インフラの整備】
○全国でも上限額トップクラスの補助金制度を創設により、市町村の負担
を軽減し、共同で急速充電器による県内の基幹ネットワークを整備。

○県内の東部・中部・西部の各拠点となる県庁舎に急速充電器を率先設置。
○民間企業と連携した課金や満空管理を可能とするネットワークの共通化
の検討

【普及啓発】
○展示・試乗・出張授業等の積極的な開催
○ホームページ、ブログ等を活用した積極的な情報発信

１１１１－－－－４４４４．．．．取組内容取組内容取組内容取組内容
【初期需要の創出】
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○県と市町村が共同で県内の主要幹線道路沿いを中心に30～50㎞間
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○岡山県との連携によるＥＶ観光ルートの設定とレンタカーの導入
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○全国でも上限額トップクラスの補助金制度を創設により、市町村の負担
を軽減し、共同で急速充電器による県内の基幹ネットワークを整備。

○県内の東部・中部・西部の各拠点となる県庁舎に急速充電器を率先設置。
○民間企業と連携した課金や満空管理を可能とするネットワークの共通化
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【普及啓発】
○展示・試乗・出張授業等の積極的な開催
○ホームページ、ブログ等を活用した積極的な情報発信

【【【【取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの特徴特徴特徴特徴】】】】
○○○○誘致誘致誘致誘致したしたしたしたＥＶＥＶＥＶＥＶ製造会社製造会社製造会社製造会社とのとのとのとの連携連携連携連携によるによるによるによる「「「「とっとりとっとりとっとりとっとり発発発発スマートグリッドスマートグリッドスマートグリッドスマートグリッド」」」」ととととＥＶＥＶＥＶＥＶ普及普及普及普及
○○○○ホワイトスペースホワイトスペースホワイトスペースホワイトスペースとととと携帯端末携帯端末携帯端末携帯端末をををを併用併用併用併用したしたしたした充電設備充電設備充電設備充電設備のののの満空管理満空管理満空管理満空管理システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築
○○○○ＥＶＥＶＥＶＥＶのののの活用活用活用活用によるによるによるによる社会社会社会社会システムシステムシステムシステムのののの転換転換転換転換（（（（鳥取型鳥取型鳥取型鳥取型カーシェアリングカーシェアリングカーシェアリングカーシェアリングのののの提案提案提案提案））））
○○○○ＥＶＥＶＥＶＥＶをををを活用活用活用活用したしたしたした観光観光観光観光ルートモデルルートモデルルートモデルルートモデルなどのなどのなどのなどの広域連携広域連携広域連携広域連携のののの提案提案提案提案

目標設定 普及台数 ＣＯ２削減量

短期（2015年） 3,000台 3.0千t-CO2

中期（2020年） 13,500台 13.5千t-CO2

長期（2050年） 215,000台 215.0千T-CO2



県内県内県内県内ののののＥＶＥＶＥＶＥＶインフラネットワークインフラネットワークインフラネットワークインフラネットワーク（（（（急速充電急速充電急速充電急速充電
器器器器））））をををを県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって共同整備共同整備共同整備共同整備

写真提供写真提供写真提供写真提供：：：：大山王国大山王国大山王国大山王国

急速充電器：平成２２年度内には主要国道近
辺等に ２０箇所整備予定

急速充電器：平成２２年度内には主要国道近
辺等に ２０箇所整備予定

（（（（鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県）ＥＶ）ＥＶ）ＥＶ）ＥＶ・・・・PPPPＨＶＨＶＨＶＨＶタウンタウンタウンタウン提案書提案書提案書提案書

○営農活動における集落内での共同利用
○通勤で利用し昼間に空いているＥＶを駐車場近隣の住民が
活用（空き時間の有効活用）

○公共交通ネットワークが縮小した地域でのデマンド交通
○車不要の都市部からの転勤者が多い社宅での活用

各家
庭

電力供給

企業

ＥＶＥＶＥＶＥＶをををを活用活用活用活用したしたしたしたカーシェアリングカーシェアリングカーシェアリングカーシェアリング

ｴﾈﾙｷﾞｰ制御ｼｽﾃﾑ

国道９号線
により米子・
鳥取・京都
間（約300
km）をＥＶで
走行可能

世界世界世界世界ジオパークネットワークジオパークネットワークジオパークネットワークジオパークネットワークにににに加盟加盟加盟加盟
したしたしたした山陰海岸山陰海岸山陰海岸山陰海岸ジオパークジオパークジオパークジオパークにおけるにおけるにおけるにおける

パークパークパークパーク＆ＥＶ＆ＥＶ＆ＥＶ＆ＥＶライドライドライドライド

スマートグリッドスマートグリッドスマートグリッドスマートグリッド

岡山県岡山県岡山県岡山県とととと共同共同共同共同ででででＥＶＥＶＥＶＥＶ観光観光観光観光モデルルートモデルルートモデルルートモデルルートのののの構築構築構築構築

大山大山大山大山・・・・蒜山蒜山蒜山蒜山エリアエリアエリアエリア

先進先進先進先進ＥＶＥＶＥＶＥＶ米子工場米子工場米子工場米子工場
（（（（ソーラーパネルソーラーパネルソーラーパネルソーラーパネル併設併設併設併設））））


