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ＥＶ・ＰＨＶタウン提案書 （様式１） 

タイトル 「晴れの国岡山」ＥＶタウン構想 

提案団体 
岡山県 

人口：1,939,449人 

住民基本台帳人口（平成22年3月31日現在） 

担当者名及

び連絡先 
担当者の所属  岡山県産業労働部産業企画課 

氏名  猪木雅夫 

℡(086)226-7364／FAX(086)225-3449／Mail;masao_inoki@pref.okayama.lg.jp 

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ 

(1) 提案のポイント（モデルの概要） 

    岡山県では、県内のＥＶの普及推進のため、平成21年4月、メーカー、電力会社、経済団体、学識

経験者、行政機関等で構成する岡山県電気自動車等普及推進協議会を設立し、電気自動車の普及を関

係団体等に働きかけるとともに、同年 7 月以降、公用車の率先導入として、県が 20 台、9 市町で 29

台、さらには、民間事業者で、タクシー2台を含む68台を導入しており、個人の導入も含めると約140

台のＥＶが県内に導入されている。 

また、急速充電器については、県庁舎や総合出先事務所である県民局に計 4 台を設置しており、自

動車販売店、ガソリンスタンドなどの設置も合わせ、計 7 台の急速充電器が一般利用向けに設置され

ている。 

さらに、ＥＶの普及に一層の弾みを付けるため、今年度中に県内数カ所へ急速充電器を設置するよ

う検討している。 

また、このほか、県及び1市 3町がＥＶの導入促進補助制度を創設するなど、官民が連携してＥＶ

の普及促進に取り組んでいる。 

これらの取組を踏まえ、以下の 3 つの柱（①戦略的な普及促進、②電気自動車に関する学習機会の

提供、③研究開発拠点の整備）を重点施策として、ＥＶの普及推進の取組を進める。 

 

①   戦略的な普及促進 
岡山県では、平成22年５月に開催した鳥取・岡山両県知事会議の合意事項に基づき、鳥取県と連

携した電気自動車の普及促進策について、庁内の部局を横断的に組織するプロジェクトチーム「ＥＶ

アクティブエリア推進プロジェクトチーム」（ＰＴ）を設置し検討を進めてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴでは、ＥＶを利用した鳥取県との観光連携に加え、地域活性化等の様々な視点から部局横断

的に検討を進め、５つの普及促進策を定めた。 

この５つの普及促進策は、 

Ⅰ 計画的・戦略的な充電器の設置（急速充電器設置候補地の特定・道の駅「風の家」への優先

設置、急速充電器を設置するための重点的補助制度の創設） 

Ⅱ ＥＶ観光の普及・環境整備（ＥＶ観光ルートの設定） 

【鳥取・岡山両県知事合意事項】 

○ 観光ルートなどにも配慮しつつ充電インフラの整備を促進 

○ 充電インフラ整備の進捗と合わせ、両県の充電設備の設置箇所を紹介したマップを作成し 

ホームページ等で公開 

○ 充電設備と大山・蒜山地域などの観光ルートとを組み合わせたドライブルートやゾーンを設定

する等、電気自動車の先進地域としての情報発信を、ホームページなどを通して実施 
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Ⅲ 民間事業者との連携（コンビニ事業者、旅館業者との連携、充電器を設置するための重点的

な補助制度の創設など） 

Ⅳ ＥＶ利用の利便性向上（急速充電器の開放時間の拡大など） 

Ⅴ 継続的・広域的な推進体制の構築（ＥＶ広域協議会の立ち上げなど） 

 今回の応募に当たっては、これまでに進めてきたＥＶ普及の様々な取組をベースに、これら５つ

の普及促進策を加え、ＥＶ、充電インフラ等のさらなる普及の推進を目指すものである。 

 

 ② 電気自動車に関する学習機会の提供 

地元岡山に本社のある(株)ベネッセホールディングスなどが中心となって設立した電気自動車普

及協議会の全面的な支援のもと、小・中学生が電気自動車に関する情報や知識を正しく学べるよう

学習の機会を提供する。併せて、地元水島のＥＶ生産工場の見学や体験試乗、電気自動車普及協議

会メンバーによるセミナーや出張講座を行うなど、子供たちが電気自動車を通して地球温暖化など

環境問題に興味を持ち主体的に学習するきっかけとなるようにする。さらに、この学習の機会の提

供の模様をインターネットを通じて全国に広く公開し、遠くからでも楽しみながらＥＶに関して学

習できるようにする。 

 

 ③ 研究開発拠点の整備 

電気自動車の新技術の開発を強力に推進するため、本県の産学官連携の拠点である岡山リサーチ

パーク内に、県内の自動車関連企業と連携し、ＥＶに関する研究開発拠点を整備し、地元企業の技術

を結集した岡山発のＥＶの試作を検討することとしている。併せて、改造ＥＶの標準化などを進める

電気自動車普及協議会の協力のもと、既存車両を活用してモーターと電池を取り付ける改造型ＥＶへ

の応用も検討することとしている。将来、安全で信頼性の高い安価なＥＶが提供されることで、ＥＶ

の普及が加速されること、地元参加企業の技術力が底上げされ、ＥＶ関連産業が地域に定着すること

を目指している。 

１．（２）現状分析 

１．（２）① 

地域特性 

【地理・気候・人口・交通・環境】 

岡山県は山陽道の中央に位置し、県土面積は約7,113 平方 km、東西南北約10Okm のほぼ

正方形をなし、人口約 195 万人で、東は兵庫県、西は広島県に隣接。南は昔より水運に恵

まれた瀬戸内海に臨んで四国に、北は山陰地方と接し、中四国地方の交通の要衝として古

くから重要な位置にある。また、降水量１mm 未満の日数が県庁所在地の中で全国第１位で

あるほか、快晴日数の多さや日照時間の長さも全国上位に位置し、地震等の自然災害も比

較的少ないなど、温暖な気候に恵まれた「晴れの国」である。 

なお、瀬戸内側では、広島県においても急速充電器の整備が計画されており、将来的には

ＥＶによる中長距離移動が可能となる。一方、中山間地域では過疎化が進んでおり、ガソ

リンスタンドの廃止により燃料油による自動車の利用が困難になることが予想されること

から、生活確保のためにもＥＶの普及が期待される。 

 

【産業】 

この恵まれた自然条件のなか、かつては農業の先進県として位置づけられていたが、そ

の後繊維工業や水島臨海工業地帯を中心とする重化学工業が発展、近年では岡山リサーチ

パークを中心に先端技術産業の集積が進んでいる「ものづくり県」であり、県内総生産に占

める第２次産業の比率が全国と比較して高い点が一つの特長である。特に自動車産業で

は、水島臨海工業地帯に（株）水島製作所が立地し、約29万9千台（平成20年度実績）の
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生産を行っている。また、県内には、三菱自動車工業(株)の生産を支え、高度な技術力を有

する約500社の県内部品メーカー（サプライヤー）の集積がある。 

 

【電気自動車の技術開発の推進】  

平成20年度に設立した「岡山県次世代自動車関連技術研究会」（研究会の構成；自動車メ

ーカー、サプライヤー、大学等研究者、県、中国経済産業局等）を母体に、自動車メーカー

の開発ニーズをもとに、県内企業と大学等との産学官の研究開発グループにより、電気自

動車の高機能化等の次世代自動車に求められる技術開発を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成22年1月には、慶應義塾大学発のベンチャー企業である(株)シム・ドライブ

がＥＶ技術を普及させる目的で進める「インホイールモーター型電気自動車」の量産化モデ

ル車共同開発プロジェクトに、県、(財)岡山県産業振興財団、県内企業 10 社がコンソーシ

アム「チーム岡山」を結成し、参加している。プロジェクトでは、「チーム岡山」が開発の

主軸を担うなど、開発に積極的に取り組み、技術力の向上に努めている。 

１．（２）② 

自動車の普

及状況、Ｃ

Ｏ２の排出

実態等 

 

【自動車の普及状況】 

 本県の自動車の保有台数は、17年度103万台、18年度104万台、19年度106万台、20年

度106万台、21年度107万台と増加傾向。（うち普通乗用車の占める割合は、21年度25万

台23.6％、小型乗用車40万台37.7%、軽四乗用車41万台37.5%） 

 また、本県における人口千人当たりの自動車保有台数は、全国平均の 451.8 台に対し

548.3台で全国12位。 

 軽四輪の保有台数が多い理由としては、都市部に比べ公共交通機関が未整備のため、セカ

ンドカーとしての需要が多いこと等が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004年に慶應義塾大学で開発された 

インホイール型電気自動車「Eliica（エリーカ） 
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【ＣＯ2の排出実態】 

平成18年度の本県のCO2排出総量（推計値）は5,559万ｔで、平成2年度（本県温室

効果ガス削減の基準年度）からは572万ｔ増加（平成２年度比11.5%増）となっている。

これは、製造業が363万ｔ、自動車が102万ｔ、業務部門が94万ｔ増加していることが

主な増加要因である。 

このうち、自動車からの排出量は全体の 7.9%を占め、前年度からは 1.4%減少している

ものの、平成 2年度からは、30.3%増加しており、これは自動車保有台数の増加が主な要

因と考えられる。特に、県内では１世帯あたりの普通車保有台数が 1999 年度をピークと

して微減（1999年：0.94台→2007年：0.87台）しているのに対し、軽自動車は1990年

度以降一貫して右肩上がり（1990年：0.13台→2007年：0.52台）となっており、セカン

ドカーとしての軽自動車の利用が増加している傾向が見て取れ、本県で製造しているア

イ・ミーブの普及による県内Co2削減ポテンシャルは高いと考えられる。 

 

【これまでの普及に向けた取組】 

(1) 推進体制の構築 

  岡山県内の電気自動車の普及推進のため、平成21年 4月、メーカー、電力会社、経

済団体、学識経験者、行政機関等を構成メンバーとして、岡山県電気自動車等普及推進

協議会を設立した。 

  同協議会では、平成21年10月、電気自動車普及に向けた取組方針を決定し、それに沿

って、県内市町村等に対して、電気自動車や充電インフラの導入促進補助の実施や税制

上の優遇措置を要請するとともに、協議会メンバー自らの率先導入を要請した。 

 

(2) 初期需要の創出 

先述の「岡山県電気自動車等普及推進協議会」の官民一体となった取組等により、電

気自動車、充電器インフラの整備は他県に比べ進んでおり、平成22年 9月末現在での

普及状況は以下のとおりとなっている。 

電気自動車  

 地方自治体 岡山県20台、 

岡山市、倉敷市、総社市等 

９市町29台 

 

民間企業 68台（タ  ー事業 ：2台、レンタカー事業者：1台） 

個人 23台 

急速充電器  

 地方自治体 岡山県4台（本庁1台、県民局3台、いずれも無料開放） 

民間企業 三菱自動車工業(株)水島製作所1台 

西日本三菱自動車販売(株)岡山支店1台 

ENEOS GS水島店1台 
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※ 今後、県内の自動車販売店において、急速充電器が順次設置 

される予定となっている。（三菱系、日産系） 

また、県では充電器を一般開放する民間企業を「ＥＶサポー 

トメンバーおかやま」として登録を呼びかけており、レンタ 

カー会社や協同組合など、多様な民間主体によって現在県内 

23ヵ所で充電器の一般開放が実施されているところであり、 

今後とも更なる拡大に努める。 

また、一部の自治体においては電気自動車普及のため、乗車体験事業に取り組み、多

くの利用者を集めており、県民の電気自動車に対する関心の高さを物語っている。 

 

電気自動車  

 

 

 

乗車体験事業 岡山県5台 

岡山市2台 

倉敷市3台 

 

 

(2) 導入促進補助の状況 

電気自動車  

 岡 山県 20万円／台（予定件数70件） 

岡山市 20万円／台（予定件数50件） 

倉敷市 20万円／台（予定件数30件） 

総社市 10万円／台（予定件数10件） 

美咲町 国庫補助額の1/2（上限10万円） 

急速充電器  

 岡山県 充電設備の機器費及び設置工事費の1／4以内（予定件数70台分） 

岡山市 同上                         1／3以内（予定件数25台分） 

倉敷市 同上                         1／4以内（予定件数30台分） 

 

(3) 今後の課題と対応 

   上記の取組によって、行政による電気自動車や急速充電器の率先導入は進展している

が、急速充電器の設置は県南に偏っており、県中北部地域での整備が課題である。この

ため、大山蒜山高原地域に観光ルートを設定し、観光ルート内で岡山・鳥取両県が連携

して急速充電器を整備するとともに、県北部と南部をつなぐ県下全域で充電インフラの

整備とＥＶの普及を推進するため、今年度中に県内数カ所へ急速充電器を設置するよう

検討している。 

   また、今後の電気自動車の本格的な普及のためには、次世代を担う子供たちが電気自 

動車を正しく理解することが重要であり、電気自動車普及協議会の支援のもと、子供た 

ちが電気自動車を身近に感じて知識を学べる学習の機会を提供する。 
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１．（２）③ 

策定済みの

ＥＶ・ＰＨ

Ｖ普及計画 

（関係する

既存の行政

計画） 

計画の名称及び策定時期 内容 

新岡山県環境基本

計画「エコビジョン

2020」 

（平成20年3月） 

 

 県民が健全で恵み豊かな環境の恩恵を亨受する権利を実現すると

ともに、それを将来の世代へ伝えていくという責任を果たすこと、

行政だけでなく県民や事業者など社会のすべての構成員の参加のも

と、社会経済活動等による環境への負荷をできる限り低減し、人と

自然が共生する持続的発展が可能な社会を構築すること、地球環境

保全を積極的に推進することなどの基本理念のもと、環境の保全に

関する施策を総合的かつ計画的に推進する目的で策定。 

「岡山県省エネル

ギービジョン」 

（平成19年3月） 

 

 平成15年度の岡山県の温室効果ガスの排出量は、平成2年度比で

6.8％増加しており、県地球温暖化防止行動計画が掲げる「平成22年

度の排出量を 6.5％削減する」という目標の達成は厳しい状況にあ

る。このため、県地球温暖化防止行動計画の省エネ分野の実施計画

として、平成 27 年度を目標年度とする省エネルギービジョンを策定

し、省エネルギー対策をより一層推進する。 

１．（３）普及目標等 

１．（３）① 

目標 
第一期応募時の目標では、平成25年度の電気自動車の普及目標を700 台としていたが、

各自動車メーカーの開発状況や今後期待されるコストダウンの状況等から、目標台数を上積

みし、800台とする。 

また、岡山県では、既に「岡山県省エネルギービジョン」により、平成 27 年度の電気自

動車の普及目標を1,000台と設定している。 

平成 32年度の普及目標は、現時点では設定していないが、今後2,000 台を目標に取組を

進める。 

なお、目標とするＣＯ2 排出量の削減効果については、当面の普及車種をアイ・ミーブ、

年間走行距離を1万㎞と仮定した場合、1台当たり約1トンと想定しており、将来の普及車

種の増加や技術革新等に応じ、適宜見直すこととする。 

１．（３）② 

目標の達成

についての

考え方 

 

【目標の達成に向けた短期、中期の取組方針の考え方】 

これまで、行政による電気自動車や急速充電器の率先導入は進展しているが、急速充電器

の設置は県南に偏っており、県中北部地域での整備が望まれる。このような観点から、鳥取

県と連携し、短期的には大山蒜山高原地域に観光ルートを設定し、観光ルート内で両県が急

速充電器を整備するとともに、県北部と南部をつなぐ県下全域で充電インフラの整備とＥＶ

の普及を推進するため、今年度中に県内数カ所へ急速充電器を設置するよう検討を行う。ま

た、今後の電気自動車の本格的な普及に向けて、県南のコンビニ事業者や県北の温泉エリア

の旅館業者等による充電器設置を促すため、重点的な補助制度を創設する。 

また、地元企業と連携し、電気自動車の新技術にかかる研究開発拠点の整備を検討するこ

ととしている。 

中期的には県内に急速充電器設置候補地を特定し、重点的な補助制度を創設するなど県内

全域での整備を図る。 

さらに、今後の取組としては、小・中学生が電気自動車に関する情報や知識を正しく学べ

るよう、電気自動車普及協議会の全面的な支援のもと、子供たちが電気自動車を身近に感じ

て知識を学べる学習の機会を提供する。 
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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 

 (a) 戦略的な普及促進策 
Ⅰ 計画的・戦略的な充電器の設置 

・急速充電器設置候補地の設定 

・重点的な補助制度を創設 

 

急速充電器：約20台 

県内に半径 30 ㎞円を描き、急速充電器

設置候補地を特定する。 

Ⅱ ＥＶ観光の普及・環境整備（ＥＶ観光ルー

トの設定） 

・大山蒜山高原地域へのＥＶ観光ルートの

設定、ルート内への急速充電器の設置 

 

Ⅲ 民間事業者との連携（充電器設置） 

・コンビニ事業者、旅館業者等との連携 

・重点的な補助制度の創設 

 

Ⅳ ＥＶ利用の利便性向上 

・急速充電器（県庁舎）の開放時間の拡大 

など 

 

Ⅴ 継続的・広域的な推進体制の構築 

・鳥取県をはじめとした中国・四国各県や

高速道路会社等の民間事業者から構成

される広域ＥＶ会議（仮称）を立ち上げ、

他県と連携した広域的なＥＶ普及促進

策を検討。 

 

(b) 学習機会の提供 

  電気自動車普及協議会の全面的な支援のも

と、小・中学生を対象に電気自動車に関する情

報や知識を正しく学べるよう学習の機会を提

供する。 

 

(c) 研究開発拠点の整備 

  地元企業と連携し、電気自動車の新技術にか

かる研究開発拠点の整備を検討することとし

ている。 

 

(d) 自治体公用車への率先導入 

岡山県電気自動車等普及推進協議会等を通

じ、さらなる導入について、引き続き要請を行

う。 

岡山県及び9市町で49 台の電気自動車

が導入されている。 

(e) レンタカー業者等との連携 

レンタカー事業者等と連携したＥＶ利用（Ｅ

Ｖ観光）を検討する。 

 

 (f) 導入促進補助の拡充 

電気自動車の導入促進補助制度の創設につ

いて市町村への働きかけを行う。 

平成23年度末までの導入目標 

電気自動車：300台 
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(g) 低利融資制度の創設 

  中小企業者向け融資制度により「事業用の低

公害車の導入」と「急速充電器の設置」に対応

するよう検討。 

中小企業向け融資制度の改正 

 (h) 岡山県電気自動車等普及推進協議会 

岡山県電気自動車等普及推進協議会を活用

し、官民を挙げた電気自動車の普及を進める。 

 

１．（３）③ 

フォローア

ップの方法 

地元経済団体、民間企業、地元自治体等で組織する「岡山県電気自動車等普及推進協議

会」が中心となって、定期的に電気自動車の普及状況を把握するとともに、必要に応じて取

組方針の見直しを行いながら、適宜、効果的な普及策の検討と実施を行う。 

１．（４）自治体の活力の創出等 

岡山県では、地球環境の保全に努めるとともに、自然との共生を確保しながら、生活の豊かさが実感で

きるよう、環境に配慮した潤い豊かな社会づくりを目指しており、電気自動車の普及促進により「環境先

進県おかやま」の実現が期待される。併せて、三菱自動車工業㈱水島製作所で生産される電気自動車ア

イ・ミーブの普及が、関連企業等を含め岡山県の産業振興に資することとなる。 

また、岡山県次世代自動車関連技術研究会の活動や電気自動車の新技術に係る研究開発拠点の整備の検

討によりEV関連の地元企業の活性化が期待される。 
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※必ず改ページ 

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 

既に県内においては、自治体や民間企業における率先導入が進んでおり、一部には乗車体験事業も実施

されている。また、岡山県のほか４市町において導入促進補助制度があるなど、電気自動車の普及に対す

る自治体の意識は他県に比べ比較的高いと言える。このような状況を踏まえ、これまでの取組をさらに推

進するとともに、今後は民間への広がりが重要となることから、岡山県電気自動車等普及推進協議会を通

じてレンタカー業界への率先導入などを働きかけることとしている。 

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) 自治体公用車への率先導入 

岡山県では、すでに20台の電気自動車を導入

し、公用車として日常業務に使用しており、県内

市町においても、すでに29台の電気自動車が導

入されている。一層の導入促進に向けた働きかけ

を行う。 

岡山県 

県内市町村 

平成 22 年度

～ 

岡山県 

県内市町村 

県内全市町村（27 団

体）での導入を進め

る。 

(b) 導入促進補助の拡充 

電気自動車の導入促進補助制度は、岡山県を含

め4自治体で創設されているが、制度の有無が住

民の購入行動に影響を与えることから、一層の導

入の促進に向け市町村への働きかけを行う。 

岡山県 

県内市町村 

平成 22 年度

～ 

岡山県 

県内市町村 

県内全市町村（27 団

体）での導入を進め

る。 

平成 23 年度末までの

導入目標 

電気自動車：300台 

(c) レンタカー業者等との連携 

岡山県では、公用車として導入した電気自動車

20 台のうち5台を土日祝日に、乗車体験事業用

に活用している。また、岡山市、倉敷市において

も同様の事業が行われている。多くの人に乗車体

験をしてもらうことにより、利用者の購入気運

が大いに高まることが期待されることから、レン

タカー事業者等と連携したＥＶ利用（ＥＶ観光）

を検討する。 

民間事業者

(レンタカー

業者等) 

平成 22 年度

～ 

民間事業者

(レンタカー

業者等) 

利用者数（県事業） 

5月29日～9月26日 

36回、162組 

(d) 電気自動車利用の利便性の向上 

現在、平日に無料開放している県庁急速充電器

について、休日を含めた利用時間の拡大を行い、

電気自動車利用の利便性の向上を図る。また、市

町村、民間事業者等に対しても協力の要請を行

う。 

岡山県 

民間事業者 

平成 23 年度

～ 

岡山県 

民間事業者 

平成 23 年度

～ 

「ＥＶサポートメン

バーおかやま」への登

録要請 

２．（１）③課題 

 電気自動車の導入が本格的に拡大するためには、販売価格の低下、車両性能（航続距離等）の向上が待

たれるところであり、それまでの間は、導入促進補助の継続・拡充が不可欠である。 
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※必ず改ページ 

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 

これまで、行政による急速充電器の率先導入はある程度進展してきたが、急速充電器の設置は県南に偏

っており、県北地域での普及が望まれる。このため鳥取県と連携し、大山蒜山高原地域の雄大な自然を活

用した観光ルートを設定し、観光ルート内で両県が連携して急速充電器を整備するとともに、県北部と南

部をつなぐ県下全域で充電インフラの整備とＥＶの普及を推進するため、今年度中に県内数カ所へ急速充

電器を設置するよう検討を行う。 

一方で、県内に半径30㎞円を描き、急速充電器設置候補地を特定し、重点的な補助制度の創設により急

速充電器の設置を促進するとともに、今後、電気自動車の本格的な普及に向け、多様な民間主体が地域の

実情に応じた充電器を設置していく必要があることから、県南のコンビニ事業者や県北の温泉エリア内の

旅館業者等に充電器の設置を促すため、重点的な補助制度を創設する。 

また、東西南北の高速道路網の結節点としての岡山県の特長を生かし、急速充電器の県境を跨いだ広域

的な連携・活用を促進し、ＥＶによる長距離移動の利便性を向上させる必要があることから、中国・四国

各県や高速道路会社等の民間事業者から構成される広域ＥＶ会議（仮称）を活用し、広域の急速充電器活

用方策を検討する。 

なお、平成22年10月17日には、鳥取県と連携し、蒜山高原／大山・奥日野地域におけるＥＶ観光の効

果や快適性を把握するため、ＥＶで走行するＥＶ観光モデルルート調査事業を実施したところであり、地

元の観光関係者により構成される調査員からは、「ＥＶは排気ガスや騒音を発生させず、高原地域におけ

る環境保全・観光資源保全の観点から優れた移動媒体である。」との意見が寄せられたところである。 

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) 計画的・戦略的な充電器の設置 

岡山県では、4台の急速充電器を一般向けに無

料開放しているが、市町村での設置・無料解放は

岡山市の普通充電器を除いてまだ無いことから、

市町村に対する充電インフラの整備、利用解放を

働きかける。 

また、計画的な急速充電器の設置のため、県内

に半径30㎞円を描き、急速充電器設置候補地を

特定し、併せて重点的な補助制度を創設し、急速

充電器の設置を促進する。 

この設置候補地のうち、急速充電器設置の第

１号として、真庭市蒜山にある道の駅「風の家」

に急速充電器の設置を行う。（H22年度末） 

岡山県 

県内市町村 

平成 22 年度

～ 

岡山県 

県内市町村 

重点的補助制度の創

設 

急速充電器：約20台 

 

(b) ＥＶ観光の普及・環境整備（ＥＶ観光ルート

の設定） 

岡山県・鳥取県が連携して大山蒜山高原地域に 

ＥＶ観光ルートを設定し、ＥＶ観光の普及を図 

る。 

あわせて、岡山県・鳥取県内の充電可能箇所 

を両県の観光マップに落とし込み、ホームペー

ジ等で公開する。 

岡山県 

鳥取県 

平成 22 年度

～ 

岡山県 

鳥取県 
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(c) 民間事業者との連携 

ＥＶの普及のためには、行政主導による充電器

設置に加えて、多様な民間主体が地域の実情に応

じた充電器の設置を行っていくことが必要不可

欠である。このため、県南地域においては、コン

ビニエンスストアの立地条件を生かした充電イ

ンフラの促進を、県北地域では、観光拠点となる

温泉地域の旅館等への充電インフラ整備を進め

ることとし、重点的な補助制度を創設する。 

また、広域的なＥＶ交流を可能とするために

は、高速道路のサービスエリア等における急速充

電器の設置が必要不可欠であることから、高速道

路会社（ＮＥＸＣＯ西日本）と設置にあたっての

検討を行う。 

岡山県 

県内市町村 

コンビニ事業

者 

旅館業者 

ＮＥＸＣＯ西

日本 

平成 23 年度

～ 

岡山県 

県内市町村 

コンビニ事業

者 

旅館業者 

ＮＥＸＣＯ西

日本 

重点的補助制度の創

設 

 

(d) 継続的・広域的な推進体制の構築 

鳥取県をはじめとした中国・四国各県や高速道

路会社等の民間事業者から構成される広域ＥＶ

会議（仮称）を立ち上げ、広域的な観点からのＥ

Ｖ普及促進策（充電ポイントマップの作成やマッ

プのWeb展開等）を検討する。 

また、東西南北の高速道路網の結節点としての

岡山県の特長を生かし、急速充電器の県境を跨い

だ広域的な連携・活用を促進し、ＥＶによる長距

離移動の利便性を向上させる。 

中国・四国各

県 

高速道路会社

等 

中国・四国各

県 

高速道路会社

等 

 

(d) 低利融資制度の創設 

  中小企業者向け融資制度により「事業用の低

公害車の導入」と「急速充電器の設置」に対応する

よう検討。 

岡山県 

平成 23 年度

～ 

岡山県 中小企業向け融資制

度の改正 

(e) ＥＶサポートメンバー登録制度 

充電協力事業者等を県が登録・公表すること
により、電気自動車、プラグインハイブリッド

自動車利用者の利便性向上を図る。 
① 充電装置設置の働きかけで協力が得られた

事業所の位置及び充電条件に関する情報を
県HPに掲載 

② 協力事業所等は、緊急に充電が必要となっ
た電気自動車等利用者に対して、サービス

内容に応じたサービス料を徴収または無償
で充電サービスを実施 

岡山県 

事業者等 

平成21年 

2月～ 

岡山県（募集

事務費） 

協力事業所等

（充電装置設

置費用、サー

ビス料金、電

気使用料金

等） 

（目標） 

県内で 50 カ所（平成

25年度） 

２．（２）③課題 

 電気自動車の航続距離に課題がある以上、急速充電器の整備は欠かせないが、初期投資額の軽減や課金

システムの検討など、将来的にはビジネスモデルの確立が望まれる。 
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※必ず改ページ 

２．（３）普及啓発に関する事項 

２．（３）①取組方針 

今後の電気自動車の本格的な普及のためには、次世代を担う子供たちが電気自動車を正しく理解するこ

とが重要であり、電気自動車普及協議会の支援のもと、小・中学生が電気自動車に関する情報や知識を正

しく学べるよう学習の機会を提供する。このことにより、子供たちが電気自動車を通して地球温暖化など

環境問題に興味を持ち主体的に学習するきっかけとなることを目的とする。 

また、あらゆる機会を捉え、三菱自動車工業㈱と岡山県や市町村が協力して開催する電気自動車アイ・

ミーブ試乗会等を通じて電気自動車の特徴や環境経済面からの優位性を県民の方々に説明するなど普及啓

発を図る。 

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) 学習機会の提供 

  小・中学生を対象に電気自動車に関する情報

や知識を正しく学べる機会を提供するため、工

場見学や体験試乗等を行うとともに、電気自動

車普及協議会メンバーの全面的な支援によるセ

ミナー等の開催、出張講座などを組み合わせ、

子供たちが電気自動車を身近に感じて知識を学

べるよう学習の機会を提供する。このことによ

り、子供たちが電気自動車を通して地球温暖化

など環境問題に興味を持ち主体的に学習するき

っかけとなることを目的とする。学習の機会の

提供の模様は、インターネットを通じて全国に

広く公開し、遠くからでも楽しみながらＥＶに

関して学習できるようなものとする。 

岡山県、市町

村 

平成 23 年度

～ 

岡山県、市町

村 

電気自動車普

及協議会メン

バー（ノウハ

ウ、情報提供、

派遣費用等） 

平成 23 年度

～ 

目標参加者数： 

150名/月 

1,500名/年 

ｻｲﾄ目標ｱｸｾｽ件数： 

12,000件 

(b) 試乗会、展示会の開催 

多くの来場者が見込まれる県・市町村イベン

トに併設する形で開催 

 

 

 

岡山県、市町

村 

平成 22 年度

～ 

 

岡山県、市町

村 

三菱自動車工

業㈱ 

 

試乗者数の把握、ア

ンケート 

(c) 大型商業施設でのキャンペーンの開催 

  岡山県電気自動車等普及推進協議会メンバー

の大型商業施設などと連携し、電気自動車普及

キャンペーンとして、実車展示や環境対策のＰ

Ｒなどを行う。 

 

岡山県、商業

施設 

平成 22 年度

～ 

 

岡山県、商業

施設 

平成 22 年度

～ 

 

来場者数の把握、ア

ンケート 

(d) 小学校等への出張環境授業と試走会 

小学校等への出張環境授業において、環境に

対する特性等を説明するとともに子どもたちを

乗せて試走し、電気自動車の静かさ等を体験さ

せる。 

 

三菱自動車工

業㈱ 

平成 22 年度

～ 

 

三菱自動車工

業㈱ 

 

参加者数の把握 

２．（３）③課題 

 より多くの人に、電気自動車の普及の重要性について理解してもらえるよう、上記以外の機会も捉えて

展示会、試乗会を開催する。レンターカー事業者が率先して導入するなど、身近に電気自動車を体験でき

る環境を提供することも重要である。 
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２．（４）効果評価に関する事項 

２．（４）①取組方針 

３年以内に実施する予定の各取組について、進捗状況を適宜把握し、目標の達成に向けた検討を行う。 

電気自動車の普及台数や充電インフラの整備状況、各々の使用状況調査などを行い、ＣＯ2削減効果の推

定等の評価を行う。 

その結果を岡山県電気自動車等普及推進協議会に報告し、必要に応じて取組の再検討や是正を行うなど、

目標の達成に向けた適切なフィードバックを行う。 

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) ＥＶ普及台数の調査の実施 
自動車メーカー等の協力の下、ＥＶ普及台数を 

把握する。 

 

岡山県 

自動車ﾒｰｶｰ 

 

岡山県 

自動車ﾒｰｶｰ 

岡山県電気自動車等

普及推進協議会 

（3年以内に実施する

予定の各取組結果

を、自動車ﾒｰｶｰ、電

力会社、経済団体、

大学、行政機関など

で設立した岡山県電

気自動車等普及推進

協議会において適宜

検討し、各機関のそ

の後の取組に反映す

る。） 

(b) ＥＶ使用状況調査の実施 
走行距離、充電時間、充電回数、使用者意見等 

のデーターを収集。 

 

岡山県 

市町村 

自動車ﾒｰｶｰ 

岡山県 

市町村 

自動車ﾒｰｶｰ 

(c) 充電インフラ整備状況調査、使用状況調査の 
実施 

 使用状況、消費電力等のデータを収集、併せ 

て、利用者に対するアンケート調査により、利用 

者意見等を収集。 

 

岡山県、設置

事業者 

岡山県、設置

事業者 

(d) 試乗会、展示会等での来場者アンケート（意識 
調査、要望調査）の実施 

 

自動車ﾒｰｶｰ、

自治体等 

自動車ﾒｰｶｰ、

自治体等 

２．（４）③課題 

 自動車メーカの協力も得ながら、個人、法人ユーザーのデータをいかに広く収集するかが、分析結果の

精度に影響する。 
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２．（５）その他の事項 

２．（５）①取組方針 

電気自動車等次世代自動車の本県での研究開発を推進し、環境負荷がより少ない電気自動車等の普及を

研究開発面から支援する。 

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) 電気自動車の技術開発 

平成22年1月から23年3月まで「チーム岡山」

として参加する(株)シム・ドライブの「電気自動

車の量産化モデル車共同開発プロジェクト」の成

果を踏まえ、平成 23 年度からは、電気自動車に

必要とされる軽量化、快適性等新技術の開発をさ

らに強力に推進するため、本県の産学官連携の拠

点である岡山リサーチパーク内に研究開発拠点の

整備を検討することとしている。 

 具体的な取組としては、 

① 県内サプライヤーの強みを活かした技術開発 

② 自動車メーカーのニーズを踏まえた研究開発 

③ 製品提案力を強化するための設計・開発力強 

化のための人材育成 

④ 目標を共有した研究開発の推進（試作開発Ｅ

Ｖの製作）などにより、電気自動車の普及に欠

かせない「新部品、部品ユニット」を電気自動

車メーカーに提案し、供給できる体制づくりを

県としても強力に推進することを検討する。 

また、改造型ＥＶへの応用も検討することと

している。 

 

(産)岡山県内

企業、自動車

ﾒｰｶｰ、一次ｻ

ﾌﾟﾗｲﾔｰ等 

(学)大学等研

究者 

(官)岡山県、

工業技術ｾﾝﾀ

ｰ、産業振興

財団、中国経

済産業局 

平成 23 年度

～ 

 

岡山県(研究

会の運営) 

 

 

２．（５）③課題 

 (株)シム・ドライブが行う共同開発プロジェクトに参加した成果を生かして、県内に電気自動車の新技

術の研究開発拠点となる施設を整備するものであり、より多くの地元企業の英知を結集し、岡山らしさを

発揮した先進的な電気自動車部品・ユニットを開発する必要がある。 
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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 

提案内容の具体的検討のための事業 

 《実施済み》 

(a)  部局横断組織（プロジェクトチーム）による検討 
平成22年５月に開催した鳥取・岡山両県知事会議の合意事項に

基づき、鳥取県と連携した電気自動車の普及促進策について部局

横断的に検討を進めた。 

ＰＴでは、ＥＶを利用した鳥取県との観光連携に加え、地域活

性化等の様々な視点から部局横断的に検討を進め県内におけるＥ

Ｖ普及促進のため、５つの普及促進策を定めた。この５つの普及

促進策は、 

① 計画的・戦略的な充電器の設置 

② ＥＶ観光の普及・環境整備 

③ 民間事業者との連携 

④ ＥＶ利用の利便性向上 

⑤ 継続的・広域的な推進体制の構築 

  これまでに進めてきたＥＶ普及の様々な取組をベースに、こ

れら５つの普及促進策を加え、今回のＥＶ・ＰＨＶタウン構想

の提案内容とするものである。 

 

 

岡山県 

 

 

岡山県 

４．取組体制等 

自治体内の連携

体制 

 関係部局（総合政策局、産業労働部、環境文化部、土木部、出納局）が横断的に連携

し施策・事業の連携・調整を図る。 

 また、平成 22 年度においては、主な関係部局でプロジェクトチームを組織し、電気

自動車の普及推進策を検討し、今回のＥＶ・ＰＨＶタウン提案の基としている。 

自動車メーカー

との連携 

岡山県電気自動車等普及推進協議会に三菱自動車工業(株)が参画しており、施策・事

業の連携・調整を図る。また、その他メーカーの電気自動車の発売状況に応じて、各メ

ーカーとも連携を進める。 

電力会社との連

携 

 岡山県電気自動車等普及推進協議会に中国電力が参画しており、施策・事業の連携・

調整を図る。 

地元企業との連

携 

 岡山県電気自動車等普及推進協議会には、岡山県商工会議所連合会や社団法人岡山経

済同友会も参画しており、そうした組織を活用して、県内企業との施策・事業の連携を

図る。 

地元住民との連

携 

 県・市町村や大型商業施設などが連携して開催する電気自動車普及イベントの機会を

捉えて、地元住民への働きかけを行う。 

市区町村との連

携 

 岡山県電気自動車等普及推進協議会に岡山市、倉敷市が参画しており、施策・事業の

連携・調整を図るほか、その他の市町村についても、個別に施策・事業の連携・調整を

図る。 

その他の関係者

との連携 

岡山県電気自動車等普及推進協議会には、上記のほか、地元大学、自動車関連企業、

警察本部等も参画しており、全県的に施策・事業の連携・調整を図る体制としている。 

 



１－２．現状分析
○地域特性
①産業構造等
水島臨海工業地帯を有する本県の産業構造は第２次産業の比率が全国に比し

て高く、ものづくり産業が多く集積している。また、水島臨海工業地帯には三
菱自動車工業（株）が立地し、平成21年度からは、世界初の量産型EV（アイ・ミーブ）
を生産している。また、平成23年度中には、商用車EVも発売が始まる予定である。
②技術開発の推進
平成20年度に「岡山県次世代自動車関連技術研究会」を設立し、産学官の研

究開発グループにより、電気自動車の高機能化等の開発を進めている。
また、平成22年1月には、シムドライブ社が進める共同開発プロジェクトに

県と県内企業で構成するコンソーシアムを結成し参画するとともに、平成23年
度は、電気自動車の新技術の開発を強力に推進するため、本県の産学官連携の拠
点である岡山リサーチパーク内に研究開発拠点の整備を検討する。

○これまでの取組
「岡山県電気自動車等普及推進協議会」の官民一体となった取組等により、電
気自動車、充電インフラの整備のほか様々な取組が進んでいる。
① 公用車の率先導入
② 体験乗車事業
③ 急速充電器の整備
④ ＥＶサポートメンバー等による充電器の設置
⑤ 導入促進補助制度の創設

（都道府県名）ＥＶ・PＨＶタウン提案書（様式２）

１－１ ＥＶ・ｐＨＶタウンとしての位置づけ

１－３．普及目標等
○短期目標（2013年度）
各自動車メーカーの開発状況や今後期待されるコストダウンの状況等
から、800台とする。
（参考）本県では、既に「岡山県省エネルギービジョン」により、

2015年度の電気自動車の普及目標を1,000台と設定している。
○中期目標
2020年度の普及目標を2,000台として取組を進める。

１－５．取組体制等
○岡山県電気自動車等普及推進協議会
岡山県内のＥＶの普及推進のため、平成21年4月、メーカー、電力会社、経済
団体、学識経験者、行政機関等をメンバーとして、岡山県電気自動車等普及推進
協議会を設立。同協議会では、県内市町村等に対して、電気自動車や充電インフ
ラの導入促進補助の実施やメンバー自らの率先導入などを引き続き要請する。

○広域ＥＶ会議の立ち上げ
今後のＥＶ普及のためには、より広域的な視点からの継続的な検討が必要であ
ることから、中国・四国各県や高速道路会社等の民間事業者から構成される広域
ＥＶ会議（仮称）を立ち上げ、県境を跨いだ長距離移動の利便性の向上を図る。

１－４．取組内容
○新たな取り組み
①ＥＶ観光の普及・環境整備（ＥＶ観光ルートの設定）
岡山県・鳥取県が連携して大山蒜山高原地域にＥＶ観光ルートを設
定するとともに、ルート内に急速充電器を整備し、ＥＶ観光の普及を
図る。併せて、充電可能箇所の両県観光マップへの掲載する。
②計画的・戦略的な充電器の設置
今後、一層の計画的な急速充電器設置のため、急速充電器設置候補
地を特定し、併せて重点的な補助制度を創設する。また、さらなる普
及を図るため、今年度中に県内数カ所へ急速充電器を設置するよう検
討を行う。
③民間事業者との連携
多様な民間主体による充電器の設置を
進めるため、コンビニ事業者、旅館業者
に対する重点的な補助制度の創設を行う。

NEXCO西日本と共同で設置にあたって
の課題・支援体制を検討する。
④電気自動車利用の利便性の向上
⑤学習機会の提供
小・中学生を対象に電気自動車に
関する情報や知識を正しく学べるよう
学習機会の提供を行う。

⑥ＥＶに関する研究開発拠点の整備の
検討

ＥＶに関する研究開発拠点の整備の
検討。

目
標
目
標

県内に半径30km円を描き、既存の
充電施設の設置状況、利便性等を勘
案した急速充電器設置候補地を特定
（県内約２０箇所）

小・中学生を対象に電気自動車に関す
る情報や知識を正しく学べるよう学習
の機会を提供。

①ＥＶ観光の普及・環境整備（ＥＶ観光ルートの設定）
②計画的・戦略的な充電器の設置（急速充電器設置候補地の特定）
③民間事業者との連携（コンビニ事業者・旅館業者等との連携）
④電気自動車利用の利便性の向上（急速充電器開放時間の拡大）
⑤継続的・広域的な推進体制の構築（ＥＶ広域協議会の立ち上げ）

戦略的な

普及促進

戦略的な

普及促進
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・コンビニ事業者に対して、重
点的な補助を実施（県南エリ
アを想定）

・宿泊中にフル充電が可能となるよう、
200v型充電器を設置する旅館等に対
して重点的な補助を実施。
（湯原・湯郷・奥津の各温泉等）

・岡山県・鳥取県が連携して大山蒜山
高原地域にＥＶ観光ルートを設定し、
ＥＶ観光の普及を図る。
道の駅「風の家」に急速充電器を設置。
充電可能箇所の両県観光マップへの掲載。

岡山県庁
（急速充電器・一般開放）

備前県民局
（急速充電器・一般開放）

三菱自工水島製作所
（急速充電器・一般開放）

美作県民局
（急速充電器・一般開放）

ＥＶ観光ルートの設定

コンビニ事業者との連携

湯原温泉

奥津温泉

湯郷温泉

サービスエリア等への設置

・高速道路会社（ＮＥＸＣＯ西日本）
と共同で、設置にあたっての課題・
支援体制を検討する。

計画的・戦略的なインフラ整備

・既存の充電施設の設置状況、利便性
等を勘案した半径30km円により、急
速充電器設置候補地を特定。

・当該候補地への重点的な補助制度の
創設・活用

備中県民局
（急速充電器・一般開放）

温泉旅館との連携
大山隠岐国立公園

ディーラー系
充電器

ＥＶに関する研究開発拠点

学習機会の提供

急速充電器


