
ＥＶ・ＰＨＶタウン提案書 （様式１） 

タイト

ル 

世界自然遺産の島・屋久島におけるＣＯ２フリーの島づくり 

提案団

体 

鹿児島県 

              

人口：13,762人（屋久島町）（Ｈ22.8） 

 

担当者
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連絡先 

担当者の所属：鹿児島県環境林務部地球温暖化対策課 

氏名：地球環境係長 上舞，技術主査 河内 

電話番号099-286-2586／FAX099-286-5539／epchikyu@pref.kagoshima.lg.jp 

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ 

世界自然遺産の島・屋久島においては電力のほとんどが発電時にＣＯ２を排出しないクリーンな水力発

電によって賄われている。水力発電によってほぼ全ての電力を供給できる地域は，世界でも屋久島だけで

ある。 

 

県では，このような地域特性に着目し，屋久島に

おいて，ＣＯ２の発生が実質的に抑制された先進的

な地域づくりを推進する「ＣＯ２フリーの島づくり」

に取り組んでおり，屋久島での取組を１つのモデル

として世界に発信したいと考えている。 

「ＣＯ２フリーの島づくり」の取組を推進してい

く上で，屋久島のＣＯ２排出量のうち大きな割合を

占める運輸部門において，水力発電によるクリーン

な電力と電気自動車を組み合わせ，発電から走行ま

でＣＯ２を排出しないシステムを構築することは，

ＣＯ２フリーの島づくりに向け，有力な手段の１つ

であると考えられることから，県では平成 21 年度から「かごしま低炭素社会モデル創造事業（屋久島）」

を立ちあげ，電気自動車の普及を中心とした様々な施策を展開している。 

 

【提案のアピールポイント】 

○ 世界自然遺産として注目されている屋久島において，世界的にも例をみないクリーンな水力発電と

電気自動車を組み合わせて取り組むＥＶタウン構想は，広く国内外への情報発信につながること。

 

○ 平成22年３月に制定した鹿児島県地球温暖化対策推進条例において，他県の条例にはない規定とし

て，屋久島において低炭素社会の先進的な地域づくりを推進することを明記していること。 

 

○ 推進母体として，電気自動車の専門家など有識者で構成する「屋久島ＣＯ２フリーの島づくりに関

する研究会」と，地元の企業等で構成する「屋久島低炭素社会地域づくり協議会」を既に設置して

おり，今後の事業展開に当たり，活用が期待できること。 

 

○ 平成22年８月に日産自動車(株)と「屋久島ＣＯ２フリーの島づくりの推進に関する協定」を締結し，

電気自動車の普及，電気自動車が安心して走行できる環境づくり，島内の豊富な自然を活かした再生

可能エネルギーの活用に関することに連携して取り組むこととしており，企業と連携した効果的な電
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気自走車の普及促進が期待できること。 

 

 ○ (株)ＪＴＢ，オリックス自動車(株)，三菱自動車工業(株)と連携し，既に，電気自動車を利用した

旅行プランを発売しているが，今後，その成果を活用しながら，(株)ＪＴＢ九州と旅行商品の開発等

に取り組むこととしており，各業界と連携した観光分野における電気自動車の普及促進が期待できる

こと。 

 

 

１．（２）現状分析 

１ ．

（２）

① 

地域特

性 

1993（平成５）年には、樹齢数千年の屋久杉をはじめとする特殊な森林植生や、亜熱帯から冷

温帯に及ぶ植生の垂直分布など、屋久島の貴重な自然環境・自然資源が世界的な評価を受け、我

が国で 初の世界自然遺産に登録された。 

世界遺産への登録後，国内外から毎年約40万人もの多くの観光客が訪れている。 

また，電力については，そのほとんどが発電時にＣＯ２を排出しないクリーンな水力発電で賄

われており，このことが世界的にも例をみない屋久島の大きな特徴の１つとなっている。 

 

屋久島は、県本土の南方約60ｋｍの海上にあり、総面積は約505ｋ㎡、周囲約128ｋｍの円形

の島で，九州 高峰の宮之浦岳（1,936ｍ）を筆頭に、標高1,000ｍ以上の山が46 座もあり、多

くを山岳部で占められていることから，「洋上アルプス」と呼ばれている。 

屋久島の周囲を走る道路は，生活道路，観光ルートとほぼ一致しており，総延長 105ｋｍの距

離はＥＶの走行可能距離とほぼ一致しており，各種の実証事業等に取り組みやすい地域である。

 

気象は多量な雨が特徴的で、年間平均降水量は平地で約 4,500ｍｍ（山間部は 8,000～10,000

ｍｍ）と、日本の年間平均降水量の２倍をはるかに超える量で、その半分近くが５月から８月に

集中する。気温は、亜熱帯に位置しているため、平地では年間平均気温約20度と温暖だが、標高

差により亜熱帯から冷温帯の植生分布がみられる特異性から、山岳部では、冬季には積雪もみら

れる。特に，観光地でもあるヤクスギランドへ通じる道路は，標高約1,000ｍ，延長約30ｋｍで

あり，寒暖差・高低差もある道路はＥＶの走行実証試験コースとして 適である。 

 

屋久島町では，産業別総生産額は第三次産業が占める割合が も多く，75.9％（H16）である。

主要産業としては観光関係が占める割合が大きく，環境への意識も高いことから，「カーボンオ

フセット」観光商品の開発など観光産業と連携した取組を推進することで更なる意識の高まりが

期待できる。 

なお，島内の自動車の保有台数は，平成20年において約10,000台で，ここ数年横ばい状態で

あり，そのうちレンタカーが約500台稼働している。 

 

なお，島内の公共交通機関は，鉄道はなく，路線バスはあるものの本数が限られており，移動

手段は専ら自動車となっている。 

一方，多くの観光客が訪れる山岳コースへは，３～11月の間は車両規制が行われ，代替の交通

手段としてシャトルバス（ディーゼル車）が運行されているが，同バスについては環境に優しい

車両への転換を求める声が大きい。 
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１ ．

（２）

② 

○ 自動車の普及状況 

乗用車 貨物車等 軽乗用車 軽貨物車等 合計

平成14年度 3,378 1,385 1,575 3,118 9,456

平成18年度 3,202 1,121 2,440 3,176 9,939

平成19年度 3,120 1,081 2,636 3,196 10,033

平成20年度 3,012 1,048 2,829 3,156 10,045

増減割合
(H20/H14)

89.2% 75.7% 179.6% 101.2% 106.2%
 

自動車

の普及

状況、

ＣＯ２

の排出

実態等  ※ 口永良部島を含む。 

  

○ 電力供給状況 

 

区分 発電所名 運転開始 出力(kW) 合計(kw) 設置者 備  考

嶽野川 大正15年 160 九州電力(株) 嶽野川

千尋滝 昭和28年 1,300 屋久島電工(株)

安房川第一 昭和35年 23,200 屋久島電工(株)

安房川第二 昭和54年 34,000 屋久島電工(株)

火力 宮之浦 昭和44年 24,750 24,750 屋久島電工(株) 渇水時等の補助的電力

5箇所 83,410 83,410

水力 58,660
安房川

 

・年間発電量（H19年度） 

     水力計 289,820MWH （ 98.3％） 

     火力計   4,884MWH  （  1.7％） 

              294,704MWH 

 

○ ＣＯ２排出状況             

   屋久島町においては，１人当たりのＣＯ２排出量は 3.77 （t-CO2/人）であり，全国平均

に比べて約４割と低い。分野別に見ると，運輸部門（43%），産業部門（39%），民生部門（18%）

の順に多く，運輸部門におけるＣＯ２削減が大きな課題となっている。 

 

［一人当たりのＣＯ２排出量］                    t-CO2/人 

 屋久島町(H18) 鹿児島県(H17) 全国(H18) 

一人当たり排出量 ３．７７ ７．４５ １０．１２ 

全国に対する割合 ３７．３％ ７３．６％ － 

※ 屋久島町のデータ：屋久島町地域省エネルギービジョン策定等事業報告書 

 

○ ＥＶと充電設備の推移 

平成21年度に県公用車として電気自動車を５台導入し，急速充電設備を島内に２箇所設置

した。 

 平成22年度においては，個人や事業者を対象とした電気自動車及び充電設備の導入補助を

実施しており，年度末には電気自動車約50台，また島内数カ所に普通充電設備が導入される

予定である。 

電気自動車の導入補助については，国と同額の補助を実施している都道府県は，本県のみ
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である。 

 

○ 地元住民や事業者においては，県のこのような取組を契機に，電気自動車に対する意識が徐々

に高まってきている。 

 

計画の名称及び策定時期 内容 

鹿児島県地球温暖化

対策推進条例 

（H22.3）  

 

 

地球環境先進県として，県民，事業者，行政等が連携し，地球温暖化対

策の更なる推進を図ることを目的とした条例であり，屋久島において，低

炭素社会の先進的な地域づくりを推進する旨規定している。 

 

第９章 低炭素社会の先進的な地域づくりの推進 

第32条  県は，再生可能エネルギーである水力の豊富な屋久島 

が，温室効果ガスの排出が抑制された低炭素社会の先進 

的な地域となるよう，地球温暖化対策を積極的に推進す 

るものとする。 

 

 

マニフェスト 

（H20．7） 

○ 環境先進県かごしま 

世界遺産の屋久島を「ＣＯ２フリーの島」とする試みを行うなど， 

多様で豊かな自然環境を有する本県が，「地球環境先進県」として， 

モデル性や発信性の高い取組を推進する。 

１ ．

（２）

③ 

策定済

みのＥ

Ｖ・Ｐ

ＨＶ普

及計画 

（関係

する既

存の行

政 計

画） 

屋久島町省エネルギ

ービジョン 

（H20.2） 

 

 「温室効果ガスの削減」「エネルギー資源の安定供給」への対応と同時

に屋久島の優れた自然を守り，子々孫々に引き継ぐまちづくりを目指す。

 電気自動車の普及促進について「各集落単位での電気自動車ステーショ

ンの整備」等について目標として掲げている。 

 

１．（３）普及目標等 

１ ．

（３）

① 

目標 

○ 電気自動車の普及目標 

【短期目標】 2013年までに150台程度 

【中期目標】 2020年までに1,000台程度 

【長期目標】 2050年までに10,000台程度  

 

○ 電気自動車充電設備の普及目標 

・急速充電器を島内に４箇所程度 

・普通充電器を島内に100台程度 

 

１ ．

（３）

② 

目標の

達成に

今後３年間は，県，地域，事業者が一体となって，初期需用の創出，充電インフラの整備，普

及啓発，効果評価に取り組み目標の達成を目指す。 
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取組方針 普及・整備の程度及びその見込みの根拠 

初期需要の創出 

・県公用車としての電気自動車の導入  

 

 

・島内における電気自動車普及促進 

 

 

・島内の公用車について，可能な限り電

気自動車への転換を図る。 

（H21に５台導入済） 

・関係機関等と連携し，３年間で 150 台

程度の普及を目指す。 

充電インフラの整備 

・自治体施設等への急速充電器の整備 

 

・普通充電設備の普及促進 

 

 

・島内に４箇所程度設置 

（H21に２箇所導入済） 

・３年間で100台程度の普及を目指す。 

普及啓発 

 

・講演会の開催 

・試乗会の開催 

・住民への公用電気自動車の無償貸付 

 

電気自動車の特徴，優位性について広く

島民にＰＲする。 

・講演会：２～３回／年 

・試乗会：２～３回／年 

・貸 付：土日祝日，年末年始 

 

ついて

の考え

方 

 

効果評価 

・屋久島ＣＯ２フリーの島づくりに関する研究会の

開催（有識者会議） 

・屋久島低炭素社会地域づくり協議会の開催 

 

 

・研究会：２～３回／年 

 

・協議会：２～３回／年 

（※必要に応じ随時開催） 

１ ．

（３）

③ 

フォロ

ーアッ

プの方

法 

・ＣＯ２フリーの島づくりに関する研究会の提言に基づく施策展開を図るとともに，屋久島低炭

素社会地域づくり協議会において取組内容の進捗等について報告等を行い，事業推進のフォロ

ーアップを行う。 

・当面，屋久島において販売される電気自動車の各メーカーの販売窓口は一本化されており，普

及状況や実績については把握できる。 

・屋久島町と連携し，住民に対して町の広報誌等を活用し，電気自動車の特徴や優位性について

ＰＲし，電気自動車の普及啓発を図る。 

１．（４）自治体の活力の創出等 

・ 屋久島で電気自動車に関する様々な取組を行うことは，屋久島独自の観光振興など地域活性化に繋が

る。 

・ 電力のほとんどが水力発電で賄われている世界自然遺産の島・屋久島において電気自動車を普及するこ

とは，二酸化炭素の排出が実質的に抑制された地域づくりの取組として，世界へ向けてＰＲすることが

できる。 

・ このような取組等を情報発信することにより，屋久島に新たな魅力が生まれ，世界自然遺産としての環

境価値を高めることができる。 

・ 観光客だけでなく，多くの視察者の来島が期待できることから，新たな経済効果が期待される。 
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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 

電気自動車の初期需要を創出する。 

 

○ 公用車に積極的に電気自動車を導入する。  

○ 住民や事業者に対し，電気自動車及び充電設備の導入の働きかけを行うなど，島内における普及を促

進する。 

○ 山岳コースへのハイブリッドバス，電気バスの導入の検討を進める。 

 

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）県公用車への電気自動車導入 

 

 

 

県（H21～） 県，国 ・利用状況等を把握

し，導入効果を PR

する。 

(b) 電気自動車及び充電設備の普及促進 

 

 

 

県（H22～） 

国，町，事業

者 等 

県，国，町，

事業者 等 

・導入実績等を把握

し，導入効果を PR

する。 

 

H22は電気自動車 

は予定台数50台 

を上回る見込み。 

 

(C) ハイブリッドバス及び電気バスの導入の検討 

 

 

 

県，国，町，

事業者 等 

県，国，町，

事業者 等 

 

２．（１）③課題 

・ 今後３年間は，県が地域，事業者と一体となって，普及促進を目指すが，その間に，車両価格の低減，

走行可能距離の延伸等が進むことが望まれる。 
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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事項 

２．（２）①取組方針 

島内を安心して走行できる環境づくりを推進する。 

 

○ 急速充電器については島内４箇所への設置を目指す。 

○ 道路沿いの事業者等に，100Ｖ－200Ｖコンセントの無料開放等を呼びかけ，同意をいただいた場所に

は，ステッカー等を掲示し，充電インフラとしての活用を図る。 

○ 充電設備設置箇所をマップにするとともに，カーナビゲーションシステムへの情報登載を図る。 

○ 商用電源のない場所については，平成22年度に実施するクリーンエネルギー導入調査・実証事業を踏

まえて，太陽光発電等を活用した充電設備の設置の検討を行う。 

 

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）急速充電設備の設置 

 

 

 

県，事業者

等（H21～） 

県，事業者 

等 

・島内に４箇所の設置

（H21に２箇所（基）

設置済） 

(b)普通充電設備導入の促進 

 

 

 

県（H22～） 

事業者 等 

県，事業者 

等 

・導入実績等を把握

し，導入効果を PR

する。 

・道路沿いの事業者等

に対する無料開放

等の呼びかけを行

う。 

(c)充電設備の 適配置の検討 

 

 

 

県，事業者 等

（H22～） 

県，事業者 

等 

・実証事業の結果をベ

ースとして， 適配

置箇所の検討を進

める。 

(d)充電設備設置場所の情報提供  

 

 

県，町 等 県，町 等 ・導入実績等を把握

し，充電マップ等を

作成し， 新情報を

提供する。 

 

２．（２）③課題 

・急速充電器の設置場所については，県・町有地だけでなく，民間の施設等も含めて 適な配置場所を検

討する必要がある。 

・山岳部を走行する電気バスの開発については，屋久島の地形を踏まえた開発促進が望まれる。このため，

全国で行われている電気バスの実証走行を屋久島で実施するなどの取組が必要である。 
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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 

住民や島内事業者へ積極的に電気自動車の普及啓発を行う。 

 

○ 屋久島で電気自動車への理解を深めてもらうため，試乗会，講演会及び公用電気自動車の無償貸付を

行う。 

○ 電気自動車を活用した旅行商品の開発・販売を行い，「ＣＯ２フリーの島づくり」の取組を全国に向け

て情報発信する。 

 

 

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）試乗会及び講演会の実施 

 

 

 

県（H21～），

事業者 等 

県，事業者 

等 

・各２～３回／年 

(b) 公用電気自動車の無償貸付の実施 

 

 

 

 

県（H22～） 県 ・今後，より広報を充

実し，住民に広く活

用していただける

よう取り組みたい。

(c) 電気自動車を利用した旅行商品の発売 

 

 

 

 

旅行会社 

（H23.4～） 

旅行会社 ・H22に地元も含めた

検討会を開催し，内

容を検討する。 

 また，モニターツア

ーを実施し，改善内

容を旅行商品にフ

ィードバックする。

(d) 次世代自動車展示・試乗会 

 

 

 

 

県，事業者

等 

県,国，町，事

業者 

・住民の電気自動車等

に対する意識の醸

成を図る。 

２．（３）③課題 

・電気自動車の特徴や走行性能，充電方法について，より多くの住民や事業者に理解を深めてもらうため，

引き続き電気自動車に関する情報発信に努める必要がある。 
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※必ず改ページ 

２．（４）効果評価に関する事項 

２．（４）①取組方針 

学識経験者や電気自動車の専門家からなるＣＯ２フリーの島づくり研究会や，地元の企業等で構成され

る屋久島低炭素社会地域づくり協議会を開催し，フォローアップを行う。 

 

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）屋久島ＣＯ２フリーの島づくりに関する研究

会の開催 

 

県 

 

県 等 ・２～３回／年 

 

(b) 屋久島低炭素社会地域づくり協議会の開催 

 

 

県・町 県・町 等 ・２～３回／年 

必要に応じ開催 

２．（４）③課題 

H21 年度に開催した「屋久島ＣＯ２フリーの島づくりに関する研究会」から下記のような意見・提言をい

ただき，意見・提言書として，県から国や自動車メーカー等へ送付している。 

 

［電気自動車開発メーカーなどへ］ 

○ いつでも，どこでも，誰でも利用できる電気自動車の普及に向けて 

・高性能電池の開発推進 

・電池及び充電設備の規格統一化 

・車両整備体制の構築 

・大型車両の研究・開発推進 

・現場情報を恒常的に入手できるようなシステムづくり，地域との情報共有化 

 

［行政などへ］ 

○ 電気自動車社会の到来の呼び水となる社会の環境整備に向けて 

・充電基盤の整備促進 

・電気自動車・充電設備の導入支援 

 

［電気自動車開発メーカーなどへ］ 

○ 新たな技術革新と社会システムの変革 

・充電設備の位置情報を知らせるナビシステムの開発・普及 

・電気自動車を利用した観光旅行パックや観光ルートの作成 

・「１６０㎞生活圏」など新しい地域交通システムの提案 

 

［行政，地域団体，電気自動車開発メーカーなどへ］ 

○ 屋久島からの情報発信 

・屋久島における普及促進 

・開発事業者とのタイアップ 

・屋久島からの試みを各種メディア等により全国にＰＲ 
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※必ず改ページ 

２．（５）その他の事項 

２．（５）①取組方針 

 電気自動車や充電器開発メーカー等と積極的に共同研究などを推進する。 

 特に，日産自動車(株)とは，平成22年８月に「屋久島ＣＯ２フリーの島づくりの推進に関する協定」を

締結しており，今後５年間は下記の項目について協力して取り組む。 

 

○ 屋久島島内（以下「島内」という。）における電気自動車の普及に関すること 

○ 島内において電気自動車が安心して走行できる環境づくりに関すること 

○ 島内の豊富な自然を活かした再生可能エネルギーの活用に関すること 

 

また，電気自動車での使用済みリチウム電池を集落等で電源として利用することも検討するなど，他の

企業等とも積極的に情報交換を行いながら，協力して事業に取り組みたい。 

 

なお，将来的には屋久島での取組を踏まえ他地

域での普及を促進し，低炭素社会の実現を図る。 

 

 

 

 

 

 

                         日産自動車(株)との協定締結式において 

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）正確な航続距離が表示されるカーナビゲーシ

ョンシステムの開発 

 

 

 

日産・県 

（H23～） 

日産 ・道路勾配を考慮したナ

ビゲーションへの精

度の高い航続可能距

離表示の検討等を行

い、屋久島特有の高低

差の大きい走行条件

であっても、安心して

電気自動車を運転す

ることができる環境

づくりを進めていく。

 

２．（５）③課題 

・研究費用等の負担が課題である。 

・企業や大学等と連携しながら事業を推進することが重要である。 
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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 

(a) ＣＯ２フリーの島づくりに関する研究会の開催 

  学識経験者等で構成される同研究会において，電気自動車の更な

る活用促進方策や屋久島のＣＯ２フリーの島づくりに向けた取組に

ついて提言をいただく。 

県，年２回 

（10，2月） 

県 

(b) 屋久島低炭素社会地域づくり協議会の開催 

  県，屋久島町や地元企業等から構成される同協議会において，地

域における議論を踏まえて，平成21年度に策定した屋久島低炭素社

会づくり構想に基づき，省エネ生活への取組や電気自動車の普及・

ＰＲに取り組んだ。 

 

県，町 

年３回 

（7，11，2月） 

（予定） 

県 

(c) 電気自動車講演会の開催 

   一般向けの電気自動車に関する講演会を実施する。 

 

県，年２回 県 

(d) 電気自動車試乗会の開催 

   電気自動車の良さを体感してもらうため，試乗会を開催した。 

県，事業者 

９月（４回開催） 

県，事業者 

(e) 屋久島電気自動車普及促進モニター事業 

公用電気自動車を，島内の事業者等に対して，土日祝日や年末年

始に無償で貸付を実施する。 

  

県，通年 県 

(f) 屋久島電気自動車普及促進支援事業 

   電気自動車及び充電設備の導入を支援する。 

 ・電気自動車：国と同額（「三菱 i-MiEV」の場合1,140千円） 

・充電設備 ：本体価格の1/2か150千円のいずれか低い額 

 

県，5～11月 県，国 

(g) 電気自動車を利用した観光プランの開発促進事業 

   電気自動車を活用した観光プランの開発及びＣＯ２フリーの島づ

くりに関する情報発信を実施する。 

 

県，9～3月 

 

県 

(h) 走行データの解析技術等を活用した充電器の 適配置の分析 

   観光客の行動やレンタカーの走行履歴を把握し， も利便性の高

い充電設備の配置を検討する。 

 

事業者，6～3月 事業者 

(i) クリーンエネルギー導入調査・実証事業（緑の分権改革推進事業）

   太陽光発電を活用した電気自動車充電設備を設置し，その発電量

や利用状況を調査する。 

 

 

 

 

県，8～3月 国（総務省） 
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４．取組体制等 

自 治 体 内 の 

連携体制 

庁内各部局及び屋久島事務所と連携をとりつつ，地球温暖化対策課が中心となり事業を

進める。 

 

自動車メーカー

との連携 

日産自動車（株）や三菱自動車工業（株）と連携を進めるほか，今後ＥＶの開発状況に

応じて連携先を広げる。 

電力会社との 

連携 

屋久島電工(株)や九州電力(株)と連携する。 

地元企業との 

連携 

観光業界や充電インフラの整備に際しては，地元の充電器メーカーと連携する。 

 

地元住民との 

連携 

屋久島低炭素社会地域づくり協議会と連携する。 

 

市区町村との 

連携 

屋久島町と連携する。 

 

その他の関係者

との連携 

大学（鹿児島大学，早稲田大学等），ＪＴＢ九州，レンタカー事業者，充電器メーカー

等と連携する。 

※ 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。 
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（鹿児島県）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

○ 電気自動車
【短期】2013年までに150台程度
【中期】2020年までに1000台程度
【長期】2050年までに10,000台程度

○ 電気自動車充電設備
・急速充電器を４箇所程度
・普通充電器を100台程度

１－３．普及目標等

○ 電気自動車
【短期】2013年までに150台程度
【中期】2020年までに1000台程度
【長期】2050年までに10,000台程度

○ 電気自動車充電設備
・急速充電器を４箇所程度
・普通充電器を100台程度

１－２．現状分析

○ 1993年の世界自然遺産への登録後，国内外から毎年約40万人もの観光客が来島。
（地域において，環境問題への取組は重要なテーマの1つ）

○ 屋久島は「洋上アルプス」と呼ばれ，雨が多い（山間部年間10,000mm）。
そのような地域特性から，電力については，そのほとんどが発電時にＣＯ２を排出しな

いクリーンな水力発電で賄われている。
（世界的にも例をみない屋久島の大きな特徴の１つ）

○ 島の周囲を走る道路は生活道路，観光ルートとはぼ一致しており，総延長105km。

○ 島内の自動車の保有台数は，約10,000台（そのうちレンタカーが約500台稼働）
島内の移動手段は専ら自動車だが，山岳コースへは，3～11月はシャトルバス （ディ
ーゼル車）が運行→環境に優しい車両への転換を求める声が大きい。

１－２．現状分析

○ 1993年の世界自然遺産への登録後，国内外から毎年約40万人もの観光客が来島。
（地域において，環境問題への取組は重要なテーマの1つ）

○ 屋久島は「洋上アルプス」と呼ばれ，雨が多い（山間部年間10,000mm）。
そのような地域特性から，電力については，そのほとんどが発電時にＣＯ２を排出しな

いクリーンな水力発電で賄われている。
（世界的にも例をみない屋久島の大きな特徴の１つ）

○ 島の周囲を走る道路は生活道路，観光ルートとはぼ一致しており，総延長105km。

○ 島内の自動車の保有台数は，約10,000台（そのうちレンタカーが約500台稼働）
島内の移動手段は専ら自動車だが，山岳コースへは，3～11月はシャトルバス （ディ
ーゼル車）が運行→環境に優しい車両への転換を求める声が大きい。

１－５．取組体制等１－５．取組体制等

１－４．取組内容

○ 初期需要の創出
・県公用車としての電気自動車の導入
・島内における電気自動車導入促進

○ 充電インフラの整備
・自治体施設等への急速充電器の整備
・普通充電設備の導入促進

○ 普及啓発
・講演会の開催
・試乗会の開催
・住民への公用電気自動車の無償貸付

○ 効果評価
・屋久島ＣＯ２フリーの島づくりに関する研究会の開催（有識者会議）
・屋久島低炭素社会地域づくり協議会の開催（地元企業等）

○ その他
・企業等との積極的な連携

１－４．取組内容

○ 初期需要の創出
・県公用車としての電気自動車の導入
・島内における電気自動車導入促進

○ 充電インフラの整備
・自治体施設等への急速充電器の整備
・普通充電設備の導入促進

○ 普及啓発
・講演会の開催
・試乗会の開催
・住民への公用電気自動車の無償貸付

○ 効果評価
・屋久島ＣＯ２フリーの島づくりに関する研究会の開催（有識者会議）
・屋久島低炭素社会地域づくり協議会の開催（地元企業等）

○ その他
・企業等との積極的な連携

○ 世界自然遺産の島・屋久島（1993年我が国で最初の登録）

○ 電力のほとんどが発電時はＣＯ２を排出しないクリーンな水力発電

屋久島低炭素社会
地域づくり協議会

屋久島CO2フリーの
島づくりに関する研究会

自動車ﾒｰｶｰ
（日産自動車，

三菱自動車工業等）

地元電力会社
（屋久島電工等）

その他
（JTB，ｵﾘｯｸｽ自動車等）

ＣＯ２の発生が実質的に抑制された先進的な地域づくり

「屋久島ＣＯ２フリーの島づくり」

地元観光業界
（旅館・民宿等）

屋久島町

県

急速充電器設置済箇所（２箇所）

宮之浦

安房



○ 充電設備の導入

急速・普通充電設備を官公庁・商業施設等へ導入 （急速充電器
４箇所程度，普通充電器100台程度を目標に初期需要を創出）

○ 充電設備の最適配置の検討

実証事業の結果をベースとして，
最適配置の検討を進める。

○ 充電マップ等の作成・周知

○ 電気自動車を利用した旅行商品
の開発

電気自動車の利用とともに，旅行行程の全般につい
て， カーボンニュートラルな旅行商品を開発するなど，
屋久島の新たな魅力を発信する。

○ 次世代自動車展示・試乗会の開催

○ 県・町・地域が一体となった取組の推進

・「屋久島ＣＯ２フリーの島づくりに関する研究会」
・「屋久島低炭素社会地域づくり協議会」

○ 企業と協働した取組の推進

電気自動車の普及や再生可能エネルギーの
活用等に関し，協働して取り組み，屋久島から
の情報発信を行う。

○ 電気自動車の導入

官公庁の公用車，事業者の業務用車両，家庭の自家用
車への導入(150台程度を目標に初期需要を創出)

（鹿児島県）ＥＶ・PＨＶタウン提案書（様式２） ３年後のEV・PHVタウンのイメージ

hydroelectric power

ＹａｋｕｓｈｉｍａＹａｋｕｓｈｉｍａ

水力発電の島・屋久島

World Natural Heritage

世界自然遺産として注目されている屋久島において，世界的にも例をみないクリーンな水力発電と電気自動車を組み合わせて，発電か

ら走行までＣＯ２を排出しないシステムを構築し，「ＣＯ２フリーの島づくり」に取り組む屋久島を広く国内外へ情報発信する。

再生可能エネルギーを活用し，発電から走行までＣＯ２を排出しないＥＶが走行する低炭素社会の最先端モデル地域・屋久島

平成22年度は50台程度導入


