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ＥＶ・ＰＨＶタウン提案書 （様式１） 

タイトル 情報発信型充電ネットワークの構築による地域の活性化と EV・PHV が地域に根ざした公共交通を担う社会を

目指して 

提案団体 福岡県 福岡県人口：5,063,761人 

担当者名及

び連絡先 

福岡県 環境部 環境政策課 田村貴子 

TEL 092-643-3355 ／FAX 092-643-3357 ／e-mail kansei@pref.fukuoka.lg.jp 

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ 

１．交通結節点を活かし、近・短距離（県内移動）にＥＶを活用した新たな産業の創出・育成 

本県は、新幹線駅、国際港、国際空港等の陸海空の交通結節点と、太宰府天満宮などの観光地がバランス良く配置され

ていることから、交通結節点、道の駅、高速道路ＰＡ、観光施設等に充電器を配置することにより、ＥＶ利用者の電気切

れ不安を解消し、県内移動が可能となるよう充電ネットワークを構築する。また、充電ネットワーク化する施設には、駐

車中に充電しながら周辺の観光、食事、買い物などの情報を取得するとともに、充電エコポイント、電子クーポンの取得

などのサービスが受けられる仕組みを構築し、情報通信関連産業を中心とする新たな産業の創出や育成につなげる。 

２．高齢者や子どもに優しい近・短距離移動手段にＥＶを使った地域の活性化 

今後、高齢化社会が進んでいく中で、高齢者の移動権の確保や、一人暮らしの高齢者の買い物サービスなどが強く求め

られており、ここにＥＶの活用を図る。ＥＶは、ランニングコストが安いことから、日常的に一定の地域を巡回し、オン

デマンドによる高齢者の送迎サービス・コミュニティバス等の移動手段や、一人暮らしの高齢者の買い物サービスを行う

ような新たなビジネスモデルを構築する。また、運転手は、乗客に安心感を与えるため、地域住民や女性に限定すること

により、地域の活性化を図る。加えて、高齢者が自立し、生き生きと生活できるよう高齢者に適した安全な自動車の開発

が必要であり、特に高齢者の自動車の使用実態を踏まえた軽自動車より小さい新たな規格である近距離専用の２人乗り小

型ＥＶ車の実現に向けた取組を推進する。 

３．普及啓発、効果評価に関して 

普及啓発に関しては、ＥＶ・ＰＨＶが、まだまだ普及していない状況において、県民がＥＶ・ＰＨＶを目にする機会、

運転する機会を増やしていくため、ＥＶタクシー・レンタカー、ＥＶカーシェアリング、ＥＶ展示・試乗会等を実施する。 

効果評価に関しては、県内の自治体間や関係事業者との緊密な連携のもと着実に計画を進めていくために、連絡協議会

を設置し、定期的な協議、自動車メーカーへの聞き取りなどの調査を行う。 

１．（２）現状分析 

１．（２）① 

地域特性 

北部九州は、日産自動車(株)九州工場、トヨタ自動車九州(株)、ダイハツ九州(株)、日産車体九州(株)の

４つの自動車メーカーが立地し、年間１５４万台の生産能力を持つ拠点となっている。 

本県では、産学官が連携し、自動車新時代を切り拓く、開発から生産まで一貫して担える先進拠点を目指

して、「自動車生産１５０万台」、「地元調達率７０％」、「自動車先端人材集積拠点」、「自動車先端技術開発・

社会実証拠点」の４つの目標からなる「北部九州自動車１５０万台先進生産拠点推進構想」を推進している。 

また、北九州・福岡の両政令市を含め60市町村があり、地理的、歴史的、経済的、社会的特性などから、

大きく、北九州、福岡、筑後及び筑豊の４地域に分かれ、それぞれが、石炭産業の近代化遺産や太宰府天満

宮などの観光名所、各種の自然公園や、九州国立博物館やキャナルシティ、スペースワールドなどのスポー

ツ・アミューズメント施設等を数多く有している。 

アジアに近い本県には、これらへの来訪を目的に、中国からのクルーズ船（平成２２年度６６回）や韓国

釜山往復の高速船（毎日３～５往復運航）など、海外、特にアジアから毎年、大勢の観光客が本県を訪れて

いる（平成２０年度外国人観光客 約１０万人）。また、平成２３年３月には九州新幹線が全線開通し、全国

から観光やビジネスで、これまで以上に多くの人が本県を訪れることが予想されている。 

一方、県内の高齢者の占める割合は、年々増加し、確実に高齢化が進行しており（平成２１年度２２.０％、

全国平均２２.７％）、高齢者の移動手段は、自治体が運営するコミュニティバス（県内運航３５路線）が主

体となっている。今後は、高齢者の移動権を確保するため、高齢者に優しい自動車やオンデマンドで対応で

きる交通手段が求められている。 
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１．（２）② 

自動車の普

及状況、Ｃ

Ｏ２の排出

実態等 

本県では、平成１８年３月に「福岡県地球温暖化対策推進計画」を策定し、計画では、省エネルギー対策

推進などの温室効果ガス排出削減と、森林整備などの吸収源確保を基本として、７つの計画の柱ごとに、行

政の取組（施策・事業）を設定している。 

その中で、自動車における省エネルギー対策については、低公害車・低燃費車の普及促進、交通管制シス

テムの高度化による交通の円滑化、中小企業への融資などを実施している。 

また、本県は、究極のエコカーと言われ次世代自動車の一つである水素燃料電池自動車（水素エネルギー

利用）の開発に産学官が一体となり取り組んでいるが、今後も、航続距離が短い電気自動車を近・短距離移

動手段に利用し、水素燃料電池自動車を遠・長距離移動に利用するという棲み分けが可能であると考えてい

る。さらに、県内に環境モデル都市を有し、スマートコミュニティの実現に向けた取組を行っている。 

 

＜本県の部門別二酸化炭素排出量＞ 

排出区分 平成２年度(基準) 平成19年度 基準年度比 

家庭部門  481万トンCO2  623万トンCO2 ＋29.4％ 

業務部門  483万トンCO2  616万トンCO2 ＋27.6％ 

運輸部門  899万トンCO2 1,193万トンCO2 ＋32.6％ 

その他 4,010万トンCO2 3,696万トンCO2 － 7.8％ 

合計 5,873万トンCO2 6,128万トンCO2 ＋ 4.3％  

計画の名称及び策定時期 内容 

福岡県環境総合基本計画 

(平成15年3月) 

県行政の各分野における環境の保全と創造に関する共通認識を形成

し、施策相互の連携に資するため、環境政策の長期的な目標と施策の具

体的方向性を明らかにしたもの。 

１．（２）③ 

策定済みの

ＥＶ・ＰＨ

Ｖ普及計画 

（関係する

既存の行政

計画の内

容） 

福岡県地球温暖化対策推進計画 

(平成18年3月) 

本県の地球温暖化対策を更に推進するために、温室効果ガスの排出削

減目標を定め、各主体の具体的な取組と県が総合的、計画的に実施する

施策をとりまとめたもの。 

１．（３）普及目標等 

１．（３）① 

目標 

１．ＥＶ・ＰＨＶの普及目標 

短期目標：販売台数の２％ ５年間で累計４千台 ＣＯ２約１万トンの削減（1台あたり約2.5トン削減） 

中・長期目標：販売台数の５０％ 

※ＥＶを単に移動手段として活用するだけでなく、エネルギーマネジメントツールの一つとしての活用を

目指し、「Ｖehicle to Ｇrid」の実証などに取り組む。 

２．充電インフラの普及目標 

短期的には、交通結節点（駅・港・空港）、道の駅、高速道路ＰＡ、観光施設等に重点的に設置し、ＥＶ

による県内移動が可能となるよう充電ネットワークを早期に構築し、集客効果等により、民間事業者への

普及促進を図る。 

中・長期的には、大半の商業施設などの集客施設に、充電設備の設置されている社会を目指す。 

ブームではなく、社会にEVをしっかりと定着させるため、EVを利用した新たなビジネスの創出や日常の交

通手段としてEVを社会に組み込むための施策を行っていく。 

自動車産業界におけるＥＶ・ＰＨＶの技術革新は、急速に進んでいるが、大量普及を目指す上では、価格

面や充電インフラ整備などの課題を解決していく必要がある。 

価格面においては、気軽に購入するには、まだコストが高く、当面の間は、自治体の補助制度などによる

普及に向けたインセンティブが必要であると考えている。また、充電インフラ整備についても、同様のこと

が考えられる。 

啓発面においては、ＥＶ・ＰＨＶを身近に感じ、実際に運転できる機会を創出することが重要であり、本

県は、低公害車・低燃費車の普及促進に向け、低公害車フェアの開催や、低公害車への買い替えを促進する

グリーンカー・キャンペーンを実施している。また、ＥＶ・ＰＨＶ公用車を有する県内の自治体に、カーシ

ェアリングへの取り組みを働き掛けていく。 

１．（３）② 

目標の達成

についての

考え方 

取組み方針 普及・整備の程度及びその見込みの根拠 
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(a) 交通結節点、道の駅、高速道路ＰＡ、観光施設を

中心に充電インフラ整備し、ＥＶでの県内移動を可

能にする。 

交通結節点（空港、駅、港 計７ヶ所程度） 

道の駅（計１０ヶ所程度） 

高速道路ＰＡ・ＳＡ（計６ヶ所程度） 

観光施設(計４ヶ所程度) 

一部については既に関係事業者と設置に向けた協

議を開始 

(b) 一般ユーザーへのＥＶ・ＰＨＶ普及促進を図るた

め、自動車メーカーと連携のもと、低公害車・低燃

費車フェアを開催し、初期需要の創出を図る。 

当初は、重点地区の自治体を中心に実施し、県内全

域に広げていく（既に一部の自治体で実施中） 

(c) ＥＶ・ＰＨＶ駐車料金優待制度を創設する。 県内充電ネットワークの観光地などにおいて、充電

利用者に対するインセンティブを与え、普及を促進

する。 

(d) 高額な車両購入に係る補助制度を創設する。 当初は、重点地区の自治体を中心に実施（既に一部

の自治体で実施中） 

(e) 一般開放を行う充電設備の設置に対する補助制度

を創設する。 

当初は、重点地区の自治体を中心に実施（既に一部

の自治体で実施中） 

(f) ＥＶ公用車を活用したカーシェアリングを実施す

る。 

当初は、重点地区の自治体を中心に実施（既に一部

の自治体で実施中） 

(g) 高齢者の移動手段を確保するため、高齢者宅と病

院・デイサービスをつないだり、一人暮らしの高齢

者の買い物サービスを行うため、地域を巡回するＥ

Ｖを導入する。また、地域の実情に合わせたオンデ

マンド電気バスの実証を行う。 

県内数ケ所で実施。  

(h) 公用車にEVを率先導入する 当初は、重点地区の自治体を中心に実施（既に一部

の自治体で実施済） 

１．（３）③ 

フォローア

ップの方法 

県内の自治体間や民間事業者との緊密な連携のもと着実に計画を進めていくために、連絡協議会を設置し、

定期的な協議や自動車メーカーへの聞き取りなどの調査、県民啓発等を行う。 

なお、ＥＶ・ＰＨＶの販売価格の値下げなどにより、ＥＶ・ＰＨＶを取り巻く状況が大きく変化したとき

は、連絡協議会において、計画の見直しを検討する。 

 

１．（４）自治体の活力の創出等 

１．自動車やロボット関連産業が集積している本県の強みを活かしながら、急速な技術革新が進んでいるＥＶ・ＰＨＶ産業

の集積を図っていく。 

２．観光やビジネスの目的で県外（海外）から訪れる来街者が多く、県内を充電ネットワークで結び、ＥＶタクシーやＥＶ

レンタカーを陸海空の交通結節点に重点的に導入することにより、多くの来県者が県内の色々な場所を訪れることが可能

となり、地域が活性化される。 

また、充電サービスに合わせた周辺情報提供やサービスの提供を行うシステムを開発することにより、情報通信関連産業を

中心とするサービス産業の振興を図っていく。 

３．病院等への送迎車の導入や、高齢者が安全に運転できる２人乗り小型ＥＶの普及により、高齢者の積極的な社会参加が

促進され、地域社会が活性化する。また、送迎用の運転手には地域住民や女性を雇用することで、自治体の活力が創出さ

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 

１．ＥＶ・ＰＨＶを目にする・利用できる機会が多いまち 

ＥＶ・ＰＨＶが、まだまだ普及していない状況において、県民がＥＶ・ＰＨＶを目にする機会、運転する機会を増やし

ていくことが重要である。 

そこで、平成23年3月の九州新幹線全線開通に合わせて新駅にＥＶを配備し観光資源や２次交通手段として活用する

とともに、主要な交通結節点にＥＶタクシーやＥＶレンタカーを配備し、観光やビジネスで県内を移動する人の利用を促

す。また、ＥＶ公用車を活用したカーシェアリングを実施する。さらに、自動車メーカーと連携のもと、展示・試乗会を

実施し、ＥＶ・ＰＨＶを目にする・利用できる機会を増やしていく。 

２．ＥＶ・ＰＨＶを選ぶとトクするまち 

ＥＶは、走行時にＣＯ２を排出しないことや騒音が出ないことから、環境への影響が小さいとされており、ＥＶやＰＨ

Ｖで観光地や公共駐車場を訪れた人に対し、駐車場料金優待制度を創設する。 

３．高齢者や子どもが気軽にＥＶを利用できるまち 

ＥＶは、ランニングコストが安いことから、日常的に一定の地域を巡回し、オンデマンドにより高齢者の送迎サービス

等の移動手段や、一人暮らしの高齢者の買い物サービスを行うような仕組みを構築する。また、子どもの塾などの送迎に

ＥＶタクシーの導入を図り、ＧＰＳ活用による居場所確認サービスを提供する。 

４．ＥＶ・ＰＨＶを気軽に選べるまち 

ＥＶ・ＰＨＶは、国の補助制度を勘案しても、まだ高価な乗り物である。それを県民や事業者が気軽に選べるまちにす

るため、重点地区の自治体を中心にＥＶ・ＰＨＶ購入支援制度を創設する。 

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) 交通結節点にＥＶタクシー、ＥＶレンタカーを配備す

る。 

タクシー事業

者、レンタカー

事業者 

2012～ 

タクシー事業

者、レンタカー

事業者 

当初は空港・新幹線新駅

に配備 

(b) 高齢者の移動手段を確保するため、高齢者宅と病院・

デイサービスをつないだり、一人暮らしの高齢者の買い

物サービスを行うため、地域を巡回するＥＶを導入する。

また、地域の実情に合わせたオンデマンド電気バスの実

証を行う。 

事業者、自治体 

2011～ 

事業者、自治体 

 

県内数カ所で実施 

(c) ＥＶ公用車を活用したカーシェアリングを実施する。 自治体 

2010～ 

自治体 県内数カ所で実施 

(d) 一般ユーザーへのＥＶ・ＰＨＶ普及促進を図るため、

自動車メーカーと連携のもと、低公害車・低燃費車フェ

アを県内各地で開催し、初期需要の創出を図る。 

自動車メーカ

ー、自治体 

2010～ 

自動車メーカ

ー、自治体 

随時開催 

(e) ＥＶ・ＰＨＶ駐車料金優待制度を創設する。 駐車場管理者、

自治体 

2011～ 

駐車場管理者、

自治体 等 

県内１０ヶ所程度 

(f) 車両購入に係る補助制度を創設する。 自治体 

2010～ 

自治体 年間５０台程度 

(g) 連絡協議会を設置し、自動車メーカーからの情報収集

を行うとともに、県民・事業者への啓発を行う。 

県民、事業者、

自治体 

自治体 随時開催 

２．（１）③課題 

(a) 相乗りタクシー的なものであれば、道路交通法に抵触する可能性があり、必要に応じて特区の申請を行う。 

(b),(c) 電欠などの不安なく乗るための緊急時対応体制（メンテナンス、レッカー移動 等）の確立が必要である。 
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２．（２）充電インフラの整備に関する事項 

２．（２）①取組方針 

１．交通結節点、道の駅、高速道路ＰＡ、観光施設をつなぐ充電ネットワークの構築と情報発信 

交通結節点、道の駅、高速道路ＰＡ、観光施設に充電ポイントを配置することにより、ＥＶ利用者の電気切れ不安を解

消し、県内移動が可能となるよう充電ネットワークを構築する。また、充電ポイント位置や充電器種類等の充電ネットワ

ーク情報を発信することで、個人用途やビジネス用途(集配等)の利便性向上を図り、ＥＶ普及促進につなげる。 

さらには、観光地であれば、充電しながらエアコンの効いたＥＶの中で、その観光地の歴史や言い伝えなどの情報を入

手でき、食事であれば、充電ポイント周辺の郷土料理の店にドライバーを誘導するとともに、割引クーポン等を得ること

ができ、買い物であれば、バーゲンなどの情報や電子クーポン発行などのサービスが受けられる仕組みを構築し、観光ス

ポット各地の集客力アップを図る。 

こうしたシステムの開発を通じて、情報通信関連産業などの新たな産業の創出・育成につなげていく。 

また、民間駐車場に充電設備の設置を促し、充電時間中の食事やショッピング、映画鑑賞等の割引と駐車料金の割引の

インセンティブを利用者に与えることにより、両方の集客力アップにつなげていく仕組みを構築する。 

２．一定の地域内をＥＶが巡回することができる県内充電ネットワークの構築 

ＥＶの普及促進を図るには、電欠の不安を解消するために充電インフラの整備が不可欠である。また、充電ネットワー

クは、効率的、効果的に整備していくことが不可欠である。 

民間事業者による充電器設置については、一般開放を行う充電設備の設置に対する補助制度を、重点地区の自治体を中

心に創設するとともに、行政が事業者の充電設備設置をＰＲするなど、事業者が充電インフラ整備に取組みやすい環境を

整備する。ＥＶが、日常的に一定の地域を巡回し、オンデマンドにより高齢者の送迎サービス等の移動手段や、一人暮ら

しの高齢者の買い物サービスを行うような仕組みを構築するため、病院やデイサービス、商業施設などに充電インフラを

整備するよう促す。 

３．県内に集積するロボット産業を活かした実証試験の実施 

ロボットアームを用いて、高齢者や女性など、誰にでも使いやすい充電器の実証を行う。 

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) 急速充電器の設置 事業者、自治体 

2010～ 

事業者、自治体 １０ヶ所 

(b) 一般開放を行う充電設備の設置に対する補助制度の創

設 

自治体 

2010～ 

自治体 当初は、重点地区の自治

体を中心に実施 

(c) 事業者の充電設備のＰＲ 自治体 

2011～ 

自治体 
─ 

(d) 交通結節点、道の駅、高速道路ＰＡ、観光施設に充電

ポイントを配置し充電ネットワーク情報を発信 

事業者、自治体 

2011～ 

事業者、自治体 自治体で２０ヶ所 

(e) 充電器による情報発信 事業者 

2012～ 

事業者 １０ヶ所 

(f) 充電エコポイント、電子クーポンの発行 事業者 

2012～ 

事業者 
─ 

(g) 高齢者や女性に優しいロボット充電器の開発 国、自治体、事

業者 

2010～ 

国、自治体、事

業者 ─ 

２．（２）③課題 

(a) 充電器利用における課金システムが確立しておらず、収益性を考える事業者の参入が遅くなる恐れがあるため、早期に

充電課金制度を確立することが必要である。 

(b) 財政上の制約もあり、県内の自治体で一般開放を行う充電設備に対して、どの程度補助制度が実施できるか未定である。 
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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が、まだまだ普及していない状況において、県民がＥＶ・ＰＨＶを目にする機会、運転する機会を増やして

いくことが重要である。 

１．ＥＶタクシー、ＥＶレンタカー 

平成23年3月の九州新幹線全線開通に合わせて新駅にＥＶを配備し観光資源や２次交通手段として活用するとともに、

各種の交通結節点にＥＶタクシーやＥＶレンタカーを配備し、観光やビジネスで県内を移動する人の利用を促す。 

２．ＥＶ公用車を活用したカーシェアリング 

ＥＶ公用車を有する自治体において、ＥＶ公用車を活用したカーシェアリングを実施する。 

３．ＥＶ・ＰＨＶ展示・試乗会 

自動車メーカーと連携のもと、ＥＶ・ＰＨＶの展示・試乗会を実施し、県民が気軽にＥＶ・ＰＨＶを見たり、さわった

り、運転できる機会を増やしていく。 

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) 交通結節点にＥＶタクシー、ＥＶレンタカーを配備す

る。 

タクシー事業

者、レンタカー

事業者 

2012～ 

タクシー事業

者、レンタカー

事業者 

当初は空港・新幹線新駅

に配備 

(b) ＥＶ公用車を活用したカーシェアリングを実施する。 自治体 

2010～ 

自治体 当初は、重点地区の自治

体を中心に実施 

(c) 一般ユーザーへのＥＶ・ＰＨＶ普及促進を図るため、

自動車メーカーと連携のもと、低公害車・低燃費車フェ

アを県内各地で開催し、初期需要の創出を図る。 

自動車メーカ

ー、自治体 

2010～ 

自動車メーカ

ー、自治体 

県内各地で随時実施 

(d) 国際大会、展示会などの各種イベントにおいてＥＶ・

ＰＨＶを積極的に活用する。 

自動車メーカ

ー、自治体 

2010～ 

自動車メーカ

ー、自治体 

県内各地で随時実施 

(e) 小・中学校などにおける出前講座において、ＥＶを用

いた環境教育を実施する。 

自治体 

随時実施 

自治体 県内各地で随時実施 

２．（３）③課題 

(b) 自治体の財政状況を考えると、全額自治体負担に課題がある。 

(c) 試乗会や展示会の開催場所の確保に課題がある。 
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２．（４）効果評価に関する事項 

２．（４）①取組方針 

県内の自治体間や関係事業者との緊密な連携のもと着実に計画を進めていくために、連絡協議会を設置し、定期的な協議、

自動車メーカーへの聞き取りなどの調査、県民啓発等を行う。 

その中で、ＥＶ・ＰＨＶ及び充電インフラの普及状況を把握し、施策の評価を行い、将来に向けた普及施策にフィードバ

ックしていく。また、新たな課題を洗い出し、その解決に向けた検討を行う。 

なお、ＥＶ・ＰＨＶの販売価格の値下げなどにより、ＥＶ・ＰＨＶを取り巻く状況が大きく変化したときは、連絡協議会

において、計画の見直しを検討する 

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・ＰＨＶ普及台数の調査 

（各自動車販売店への調査） 

連絡協議会 

随時実施 

自動車販売店 
連絡協議会に報告 

(b) ＥＶ・ＰＨＶ利用状況の調査 

（ＥＶＰＨＶ使用者にアンケートを実施） 

連絡協議会 

随時実施 

自動車販売店 
連絡協議会に報告 

(c) 充電インフラ整備状況の調査 

（充電インフラ設置者への調査） 

連絡協議会 

随時実施 

自治体 
連絡協議会に報告 

(d) 充電インフラ利用状況の調査 

（充電インフラ設置者へのアンケート） 

連絡協議会 

随時実施 

自治体 
連絡協議会に報告 

(e) 自動車メーカーへの聞取 

（開発状況、価格などを各メーカーに聞取） 

連絡協議会 

随時実施 

自治体 
連絡協議会に報告 

(f) 県民・事業者への調査 

（不特定の県民・事業者にアンケート実施） 

連絡協議会 

随時実施 

自治体 
連絡協議会に報告 

２．（４）③課題 

設置予定の連絡協議会の委員に自動車販売店や充電インフラ整備業者などを加え、随時、情報交換できる体制にしておく

必要がある。 
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２．（５）その他の事項 

２．（５）①取組方針 

１．高齢者にやさしい自動車の開発 

福岡県の提唱により、３５道府県が参加する知事連合会を設立し、高齢者が安全に運転できる新しい自動車の開発を推

進している。 

知事連合が実施した高齢ドライバー１万人アンケートの結果、近距離しか運転しない高齢者には２人乗り小型ＥＶが適

すると考えられることから、このような車の開発を自動車メーカーに要請していくことを予定している。 

２．ＥＶ用電池活用の実証試験 

ＥＶに搭載されている電池を地域などにおける蓄電池として、「ＶtoＧ」や「Vehicle to Home」に利用するエネルギー

システムに取り組み、地域内での管理運用制御の実証試験を行う。 

３．新型電気バス（オンデマンドバス）の運行 

新型電気バスは、電線やコンセントを使わず非接触で充電でき、重点地区の自治体で情報技術の活用により需要を予測

して運行する。 

４．PHVトラック等による家電物流共同配送の実証実験 

ITS Japanにおける都市内物流の取組における実験候補地として、博多アイランドシティが選定されている。アジアか

ら九州向けの荷揚港を関西から博多に変更すると、海上・輸送距離が短縮されることと等により、大幅な低炭素効果があ

ることから、今後同地に家電メーカー・量販店の共同物流センターが新設される予定である。そして、2012 年度に PHV

トラック等による量販店への共同配送や返品・修理品回収が事業者を中心に実施予定である。さらに、ＩＴＳ（高度道路

交通システム）を活用した実証実験では、PHV配送車が、高速道路や店舗等に設置されるITSスポットを通じて配送車の

充電残量に応じた走行・充電計画等の情報を共同物流センターとの間でやり取りを行う予定である。 

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 

高齢者が安全に運転できる２人乗り

小型ＥＶの実現に向けた取り組み 

国・自治体・大学・

事業者 

国・自治体・事

業者 
─ 

ＥＶ用電池活用の実証試験 国・自治体・事業者 国・自治体・事

業者 
─ 

家電物流共同配送の実証試験 事業者、ITS Japan 事業者 ─ 

２．（５）③課題 

いずれも研究開発段階であり、実用化には資金と時間が必要。 
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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 

(a) ＥＶ公用車を活用したカーシェアリングを実施する。 自治体 自治体 

(b) 一般ユーザーへのＥＶ・ＰＨＶ普及促進を図るため、自動車メーカ

ーと連携のもと、低公害車・低燃費車フェアを県内各地で開催し、初

期需要の創出を図る。 

自治体、自動車メーカ

ー 

自治体 

(c) ＥＶ・ＰＨＶ駐車料金優待制度を創設する。 自治体、駐車場管理者 自治体、駐車場管理者 

等 

(d) 車両購入に係る補助制度を創設する。 自治体 自治体 

(e) 連絡協議会を設置し、自動車メーカーからの情報収集を行うととも

に、県民・事業者への啓発を行う。 

自治体、事業者 自治体 

４．取組体制等 

自 治 体 内 の 

連携体制 
庁内関係部署 

自動車メーカー 

との連携 
ＥＶ・ＰＨＶに関係する国内自動車メーカー 

電 力 会 社 と の 

連携 
九州電力と連携 

地 元 企 業 と の 

連携 

商業施設、レジャー施設、タクシー協会、レンタカー会社、駐車場運営事業者、運送業者、郵政事業、

ネクスコ西日本、福岡北九州高速道路公社などと連携 

地 元 住 民 と の 

連携 
今後設置する連絡協議会にて連携 

市 区 町 村 と の 

連携 
県内市町村と連携 

その他の関係者 

との連携 
大学、空港周辺整備機構、旅行会社、電気機器メーカー、カーナビゲーションメーカー、ITS Japan 

※ 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。 



●実施箇所一覧の地図（EV・PHV タウン提案書様式 1添付資料） 

北九州市域 
ＥＶ・充電器設置購入助成制度創設 
小倉北区役所に急速充電器設置 
市内に充電器を50基以上設置 
北九州空港に充電器設置 
都市高速に充電器設置 
ｺｲﾝﾊﾟｰｷﾝｸﾞ充電ｺﾝｾﾝﾄ無料開放(10ヶ所) 
ロボット型急速充電実証実験 
市庁用ＥＶのカーシェアリングへの提供 
エコカーフェアで試乗会の開催 
ＥＶバスの開発・運航実証 
ＥＶ用リユース電池の適用先の検討・検証 
ＶtoＧの実証実験 

福岡市域 
ＥＶ購入・充電器設置助成制度創設 
市本庁舎に急速充電器設置 
市内に充電器を200～500基設置 
福岡空港に充電器設置 
都市高速で急速充電器社会実験 
市庁用ＥＶのカーシェアリングへの提供 
民間でのＥＶタクシー・レンタカー導入 
エコカー展示試乗会の開催 
市営駐車場ＥＶ優待割引 
ＶtoＨの実証実験 

県南部地域 
ＥＶ購入・充電器設置助成制度創設 
民間でのＥＶタクシー・レンタカー導入 
エコカー展示試乗会の開催 

県内各地域 
駅等への充電器設置 
道の駅・観光施設への充電器設置 
過疎地域等コミュニティバス等での EV 活用 
交通結節点への EV タクシー・ﾚﾝﾀｶｰの配備 



（福岡県）ＥＶ・PＨＶタウン提案書（様式２）

○水素燃料電池自動車（FCV）は中・長距離用、ＥＶは近・短距離用の次世代自動車と位置づけ、環境保全はもとより、生活の利便性の向上や地域振
興の観点から、次世代自動車の普及促進を図り、活力と自然が調和した福岡県を創造する。

・ 平成２３年３月に開通する九州新幹線、県内２箇所の国際空港、国際港を拠点に、ＥＶと観光を連動させた活用を促進する。
・ 高齢者や子どもを対象とした地域巡回サービスや過疎地域のコミュニティバス等にEVを活用し、新たなビジネスの創出や日常の交通手段としての

定着を図る。
・ 県内企業や大学等と連携し、関連産業の振興・育成を図る。

１－１ ＥＶ・PＨＶタウンとしての位置づけ

１－３．普及目標等
＜車両普及目標＞
○短期目標 ： 県内のＥＶ・ＰＨＶの台数を５年間で４千台（ ＣＯ２約１万トンの削減）
○中・長期目標 ： 新車販売台数の５０％

＜充電インフラ整備目標＞
○急速充電器設置 １０ヶ所程度
○充電ネットワーク構築（空港等7ヶ所、道の駅・観光施設14ヶ所、高速道路PA等6ヶ所）

１－３．普及目標等
＜車両普及目標＞
○短期目標 ： 県内のＥＶ・ＰＨＶの台数を５年間で４千台（ ＣＯ２約１万トンの削減）
○中・長期目標 ： 新車販売台数の５０％

＜充電インフラ整備目標＞
○急速充電器設置 １０ヶ所程度
○充電ネットワーク構築（空港等7ヶ所、道の駅・観光施設14ヶ所、高速道路PA等6ヶ所）

１－２．現状分析
＜地域特性＞
○北部九州は、トヨタ自動車九州(株)、日産自動車(株)やダイハツ九州(株)等を
有し、 開発から生産を一貫して担える自動車の先進拠点を目指して、「北部九

州自動車１５０万台先進生産拠点推進構想」を推進している。

○県内は地理的・社会的特性等から、北九州、福岡、筑後及び筑豊の４地域に
分かれ、それぞれが特色ある観光資源を有し、年間1,000万人の観光客が訪
れている。また、平成23年3月に九州新幹線が全線開通し新駅の開業で、さら

なるビジネス・観光客の増加が見込まれている。

○本県は、水素燃料電池自動車の普及に産学官が一体となり取り組んでいる。
また、高齢者の自動車の使用実態を踏まえ、近距離専用の２人乗り小型ＥV

のような新しい車の実現に向けた取組を推進している。さらには、環境モデル都
市を有し、スマートコミュニティの実現に向けた取組を行っている。

＜自動車普及状況・温室効果ガス排出実態＞
○県内の自動車保有台数は約320万台であり、ここ10年で約1割増加している。

○県内の平成１９年度の温室効果ガス排出量は、平成２年度と比較して約３％
増加し、運輸部門においては、CO2排出量が約３３％と大きく伸びている。

＜既存の行政計画＞
○温対法に基づく福岡県地球温暖化対策推進計画において、自動車1台あたり
のCO2排出量を2010年度までに約13%削減する(2002年度比)こととしており、

低公害・低燃費車の普及促進等の施策を実施している。
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○温対法に基づく福岡県地球温暖化対策推進計画において、自動車1台あたり
のCO2排出量を2010年度までに約13%削減する(2002年度比)こととしており、

低公害・低燃費車の普及促進等の施策を実施している。

１－４．取組内容
＜初期需要の創出＞
○ＥＶ・ＰＨＶに対する駐車場料金優待制度の創設。
○重点地区の自治体を中心にＥＶ・ＰＨＶ購入支援制度の創設。
○県内自治体による公用車への率先導入。
＜充電インフラ整備＞
○一般開放を行う充電設備の設置に対する補助制度創設と設置PR。
○交通結節点等をつなぐ充電ネットワークの構築。
○情報発信・サービス提供が行える充電器やロボット充電器の開発。
＜普及啓発＞
○ＥＶ公用車を活用したカーシェアリング、自動車メーカーと連携したＥＶ・ＰＨＶの展示・
試乗会の実施。

＜社会への定着＞
○ＥＶ・ＰＨＶがヒトとモノの移動に活躍するまち
⇒新幹線新駅等にＥＶタクシー等を配備し、観光地との二次的交通手段として活用。
⇒ITSとEV・PHVを組み合わせた物流システムの実証。

○EV・PHVを選ぶと得するまち

⇒充電器による情報提供や電子クーポン発行などのサービスにより、利用者・設置者
のWin-Winのサービスを構築。

○高齢者や子どもが気軽にＥＶを利用できるまち
⇒ＥＶを日常的に巡回させ、高齢者の送迎サービスや買物代行サービス、また過疎地
域のコミュニティバス等で活用する仕組みを構築。

⇒高齢者が安全に運転できる２人乗り小型ＥＶの開発の促進。
＜効果評価＞
○県内自治体や関係事業者等による連絡協議会を設置し、定期的な協議、調査、市民
啓発等を行う。
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啓発等を行う。

１－５．取組体制等
○県内の自治体間や関係事業者との緊密な連携のもと着実に計画を進めてい
くために、連絡協議会を設置し、定期的な協議、自動車メーカーへの聞き取り
などの調査、市民啓発等を行う。

○連絡協議会において、ＥＶ・ＰＨＶ及び充電インフラの普及状況を把握、施策
の評価を行い、普及施策にフィードバックしていく。また、課題を洗い出し、解
決に向けた検討を行う。
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充電設備からの

①周辺情報の提供（観光，食事，アミューズメント等）

②インセンティブの提供
（モバイル端末とリンクしたエコポイント，電子クーポン等）

（福岡県）ＥＶ・PＨＶタウン提案書（様式２）

スペースワールド
などの

アミューズメント

小倉や天神
などの

ショッピング

太宰府天満宮
などの
観光地

博多もつ鍋、
柳川の鰻

などのお食事

情報拠点（プラットフォーム）

プラス

ＥＶに乗って充電ポイントに行くと

周辺の情報やサービスが受けられる

情報を取るためにＥＶを利用

駐車中に充電しながら情報＋インセンティブを取得できる

ＥＶ利用者充電器
つなぐ

◆収集データの利用方法

①ＥＶの利用特性から

利用者の好みにあった

周辺情報を提供

③データ分析後、協力

店舗側にデータを提供

充電器が情報
拠点となる

充電ポイント

フェリー 寄港

福岡県の強み・国内有数の交通結節機能

福岡県の主な交通結節点
北九州市：
北九州空港・小倉駅・門司港

福 岡 市：
福岡空港・博多駅・博多港

久留米市：
久留米駅（九州新幹線）

福岡県は陸海空の交通結節点と観光地が
県内にバランス良く配置されている

道の駅

高速道路ＰＡ

交通結節点

エコな九州新幹線と
観光地をエコな

電気自動車でつなぐ
○2011年3月
九州新幹線開通
１日当り需要予測
28,500人～29,500人

クルーズ船寄港
○2010年
中国発クルーズ船
寄港予定66回

観光施設

安心して
ＥＶで

県内走行
が可能に

充電ネット
ワークの充実

飛行機で来福
○2008年
福岡空港利用者数

1,729万人

提供者と利用者
Win-Winの関係

１．交通結節点を活かし、近・短距離（県内移動）にEVを活用する

（個人所有，ＥＶタクシー，ＥＶレンタカー）



（福岡県）ＥＶ・PＨＶタウン提案書（様式２）

２．高齢者や子どもの近・短距離移動手段としてＥＶを活用

高齢者宅

お買い物・
給食センター

病院・診療所
デイサービス

買物代行サービス
給食配送サービス等の
デリバリーサービス集約

来年度の交通基本法改正を視野
高齢者の移動権を確保

※必要に応じて特区による規制緩和

送迎サービス

一人暮らしの
高齢者のお手伝い

駐車中
に充電

利用すると
離れて暮らす
家族にメール

運転手を地域や女性に限定
（乗客に安心感を与える）

高齢者の移動手段確保

駐車中
に充電

ＥＶは、ランニングコストが安い
から地域を巡回することができ、
振動も無く高齢者に優しい。

子どもの
送迎サービス

位置情報に
ＧＰＳ活用

利用すると
居場所を
親にメール
を自動送信

子どもの塾等の送迎に
ＥＶタクシーを活用

運転手を地域や女性に限定
（乗客に安心感を与える）



（福岡県）ＥＶ・PＨＶタウン提案書（様式２）

３．新たな技術による取組

高齢者にやさしい
EVの実現

物流における
CO2削減

荷降ろし中に充電

•DSRCで充電残量等を把握

•物流センターで充電残量等に
応じた配送計画を立案

•配送計画を車両・店舗に通知

排ガス０！

乗り降り簡単！

事故防止機能付！

ITSとEV・PHVをあわせた物流システムの実証試験高齢者が安全に運転できる２人乗り小型ＥＶの
実現に向けた取組

非接触充電式オンデマンドバスの研究開発 V to G V to H の実証試験

ＩＴ技術を活用した公共交通機関との連結システムの開発・導入

最寄の駅

オンデマンド電気バス 電動自転車

スマートマンション
太陽光発電

データセンター

スマート
スクール

レンタサイクル
ステーション

大規模蓄電池

スマートビル

次世代SS

副生水素

水
素
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

天然ガスコジェネ

送配電網

ＩＴ網

スマート
コミュニティ
センター

風力発電
仮想導入

風力発電所
1.5万KW

副生水素

スマート
コミュニティ
センター

スマートマンション
太陽光発電

データセンター

スマート
スクール

レンタサイクル
ステーション

大規模蓄電池

スマートビル

次世代SS
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水
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ッ
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スマート
コミュニティ
センター

風力発電
仮想導入

風力発電所
1.5万KW

副生水素

スマート
コミュニティ
センター

V to H

V to G

スマートグリッドに
おいて、ＥＶを自
然エネルギーの蓄
電池として活用。

スマートコミュ
ニティの実現

利便性の高い
エコ公共交通

規格や支援機能等の検討

⇒国や自動車メーカーへ
開発・実用化を要請




