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ＥＶ・ＰＨＶタウン提案書 （様式１） 

タイトル 電動モビリティのシナジーによる熊本型ＥＶ・ＰＨＶタウンの実現に向けて 

提案団体 熊本県 人 口：１，８１１，２０４人 

世帯数：６９９，８８５世帯（平成22年10月1日） 

担当者名及び

連絡先 

担当者の所属 商工観光労働部商工政策課   氏名  主任主事 松山圭介 

電話番号：096-333-1213  ＦＡＸ番号：096-385-5850 メール：matsuyama-k@pref.kumamoto.lg.jp 

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ 

【構想策定のねらい】 

◆免許を最も早く取得でき、日常において利用度の高い移動手段である二輪車から電動車に親しみ、自動車免許保有時は

ＥＶやＰＨＶに乗り、自動車免許返却後には電動カートで日常を過ごすという、世代を通じた、将来の低炭素社会にふ

さわしい地方圏における次世代モビリティ活用モデルの構築。 

◆ＥＶ・ＰＨＶに加え、電動バイクや電動カートまで含めた、地域コミュニティにおける多彩な実証実験と企業・大学・

地域住民等との連携のシナジーによる次世代モビリティ普及における地方圏モデルの構築とともに、自動車関連産業の

質的な転換や新エネルギーの活用による新たな産業集積を進め、全国に先駆けた低炭素型産業振興モデルの形成。 

 

【取組みの特徴】 

◆企業・団体・住民と連携した様々な実証実験によるＥＶ等の普及と若年者の人材育成 

・「電気エネルギーを活用した次世代交通システム推進事業」（Ｈ２２年３月にＥＶ等の普及の方向性を提示）や、三菱商

事(株)と(株)三菱総合研究所との「新エネルギー・環境関連産業育成に関する包括協定」（Ｈ２２．４）、本田技研工業(株)

との「次世代パーソナルモビリティの実証実験に関する協定」（Ｈ２２．８）締結を契機として、県内外の企業や大学・

団体はもちろんのこと、医療・福祉施設、住民等と連携した様々な実証実験によるＥＶ等の普及推進とともに、将来日

常的にＥＶ・ＰＨＶに接すると考えられる若い世代に対する産業教育・人材育成も併せて進める。 

◆電動バイクの普及を軸とした充電設備の設置とクリーンエネルギーの活用 

・本県では、日常の移動手段として、比較的安価で気軽に利用できる原付バイクが様々な世代に活用されており、電動バ

イクは、ＥＶ等に比較すると普及が早期に進むものと想定。本構想においては、電動バイク用充電装置とＥＶ・ＰＨＶ

用充電装置を併設した充電設備の整備を進めるとともに、ソーラー等を充電装置のエネルギー源の一部に活用するシス

テムを導入することにより、低炭素社会における次世代モビリティ向け充電インフラの在り方を検証する。 

◆次世代モビリティによるＱＯＬ（Quality Of Life；生活の質）向上と地域産業の将来像の検証・提示 

・地域企業や大学、民間団体、地域住民等と連携して、ＥＶ・ＰＨＶ等を始めとした次世代モビリティの活用による多彩 

な実証実験を行い、実験結果を製品開発等にフィードバックすることで、次世代モビリティによるユーザーのＱＯＬ 

(Quality Of Life；生活の質)の向上に繋げるとともに、農業分野等における自動化・効率化に繋がる新たな活用法を検 

証し、地域産業の将来像を提示する。 

１．（２）現状分析 

１．（２）① 

地域特性 

【地勢】 

熊本県は九州地方のほぼ中央に位置し、有明海、八代海に面し、山あり海あり、都市と農山漁村を併

せ持つ全国の地方圏のモデルとなる実証実験等のフィールドとして適した環境を有している。 

また、世界一の規模を誇るカルデラの阿蘇や、天草に代表される、豊かな自然がテーマの観光地が多

数存在。県内のほとんどの市町村が温泉を有し、観光以外にも地域住民の癒しと交流の場としても利用

される等、観光資源と地域コミュニティが融合した地域特性を有する。 

【交通】 

交通インフラでは、ＪＲ鹿児島本線、豊肥本線や肥薩線が走り、２０１１年３月には九州新幹線が全

線開業の予定。空港では、阿蘇くまもと空港と天草空港を有し、港では、熊本港や８月に重点港湾に指

定された八代港等が所在し、熊本市内には東西に市電が走っている。 
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【産業】 

産業では、農林水産業を基幹産業としつつ、半導体や自動車関連産業がリーディング産業群を形成し

ている他、熊本大学、崇城大学などの大学との産学官連携による取組みがさかんである。 

さらに、本県は、平成２２年３月に「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」を制定し、自動車通勤

が多い本県の特徴に着目し、「エコ通勤環境配慮計画書」の提出や補助制度を有しており、ＥＶ・ＰＨＶ

タウンの実現がしやすい環境が整っている。 

【その他】 

水俣病の経験を踏まえ、県民の環境意識は高く、熊本市や水俣市をはじめ市町村の取組みも極めて活

発である。熊本市では、平成２２年３月に「熊本市低炭素都市づくり戦略計画」を策定し、「低炭素都市

くまもと」をめざし、今後５年間に取り組む事業を明示した「アクションプラン８０」を示している。 

水俣市では、平成４年に日本で初めての「環境モデル都市づくり宣言」を行い、市民と協働で様々な環

境政策に取り組み、２００９年には、国の「環境モデル都市（全国１３都市）」に認定されている。 

１．（２）② 

自動車の普及

状況、ＣＯ２の

排出実態等 

本県の自動車保有状況は、平成１７年度が１２９万６千台、２１年度が１３１万３千台と増加傾向。

そのうち軽自動車は５６万９千台と約４３％を占めている。一世帯当たりの自家用乗用車保有台数は１.

２８台で、全国２５位となっている。九州運輸局の平成２２年３月末統計では、本県のＥＶ保有台数は

５台（うち１台は八代市の公用車）、ハイブリッド車は１０,４１７台で全国に占めるシェアはそれぞれ

２.９％、１.４％となっている。 

本県のＣＯ２排出量は２００７年現在１２７９万トン、部門別では産業部門が５０８万トン、３９.

７％、運輸部門が２９５万トン、２３.１％、家庭部門２１６万トン、１６.９％、業務その他部門１８１

万トン、１４.１％となっている。ＣＯ２排出量の推移は京都議定書の基準年１９９０年に比べ、県全体

として１４.７％増加、部門別では家庭部門が２５.８％と最も増加しており、次いで産業部門の１７.

３％、業務その他部門の１３.３％となっている。なお、運輸部門は９.２％増であるものの１９９７年を

ピークに減少傾向となっている。 

１．（２）③ 

策定済みのＥ

Ｖ・ＰＨＶ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 

熊本県産業振興 

ビジョン 

本県の工業の方向性を明示し、具体的な施策の展開を図るための指針。現行ビ

ジョンは平成１２年策定。現在、新産業振興ビジョンを策定中であり、「重点成

長５分野」として、エンジンからモーターへの転換に対応する「モビリティ関連

分野」やソーラー産業などの振興をめざす「クリーン関連分野」、さらにはＩＣ

Ｔの活用等によりこれらの産業分野を融合・連携させる「社会・システム関連分

野」等を掲げる予定（平成２２年１２月策定予定）。 

熊本ソーラー産業振興

戦略 

太陽電池製造メーカー２社の進出を機に、太陽電池関連の部材メーカー、素材

メーカー等の立地や、関連産業の振興を目的として、平成１８年に策定した計画。 

同年、産学官連携の「ソーラーエネルギー等事業推進協議会」を発足させ（会員

数９７）、研究開発、人材育成、普及活動等を通した地域産業の育成・活性化を

進めている。 

熊本県環境基本計画 熊本県環境基本指針に沿って、具体的な施策、基本目標及び数値目標を盛り込

んだ計画（平成８年１２月策定）。現計画は、第三次計画であり、「循環を基調と

する環境調和型社会の実現」等、４つの柱による全体計画と、熊本市・各地域振

興局の区域ごとの地域計画で構成。 

熊本県地球温暖化の防

止に関する条例 

低炭素社会の実現に寄与することを目的として、平成２２年３月に、「熊本県

地球温暖化の防止に関する条例」を制定。ＥＶの普及に取組む県の努力義務規定

を設けている。同条例では、従業員数５００人以上の事業所に、「エコ通勤環境

配慮計画書」と「エコ通勤環境配慮実施状況報告書」を提出することを義務付け

ている。また、平成２２年度には「エコ通勤事業者支援補助」制度も創設。 
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電気エネルギーを活用

した次世代交通システ

ム推進事業調査報告 

平成２１年度に次世代モビリティの導入に関する調査を実施し、次世代交通シ

ステムの熊本モデル構築の方向性を明らかにした。（国土交通省「地域活力基盤創造交付金」）  

（基本目標）①ソーラーの活用など環境に配慮した社会インフラの整備 

      ②市街地や農山漁村などの地域コミュニティの活性化 

      ③高齢者が利用できる移動体の普及 

      ④県内製造業等における新たなビジネスチャンスの創出 

１．（３）普及目標等 

１．（３）① 

目標 

【短期：２０１３年前後】 

当初は、ＥＶ及びＰＨＶを販売するメーカー及び車種が限定的であることから、普及が本格化するのは

２０１２年以降になると考えられる。また、電動バイクについては２０１１年から本格化すると想定。こ

のため、短期では、ＥＶ・ＰＨＶについては３００台を、電動バイクについては１,０００台を目標に普及

を進める。０７年から０９年では原付バイク販売の平均は６,３００台／年であり、普及が容易な電動バイ

クの導入を優先的に取り組むことで充電インフラの充実を図る。 

 

【中長期：２０２０年～２０５０年】 

国の「次世代自動車戦略２０１０」では、新車販売台数の目標を

２０２０年で２０～５０％、２０３０年で５０～７０％となってい

るが、本県では、充電インフラの計画的整備等により、中期的には

２０２０年での新車販売の２０％にあたる１５,０００台を目標に

普及を進める。長期的には、２０５０年では新車登録の９０%にあた

る６７,０００台を目標とする。 

１．（３）② 

目標の達成に

ついての考え

方 

 

◆２０１３年までの短期計画では、走行距離等の制約を考慮しつつ、「熊本県地球温暖化の防止に関する条

例」に基づく企業の率先行動による協力を得ながら、事業所や行政でのＥＶ・ＰＨＶ等の普及に重点を

置く。また、ＥＶ等の認知度向上を図るため、今後３年間にわたり実施する本田技研工業(株)との社会

実験を、地域住民の参画も得ながら積極的に推進する。充電インフラについては、事業所向けの導入と

電動バイクの普及のため、電動バイクとＥＶ・ＰＨＶ等の普通充電装置を併設して整備し、急速充電装

置については、広域市町村圏域ごとに１箇所程度を整備し、誰もが安心して利用できる環境を整備する。 

◆２０２０年までの中期計画では、本田技研工業㈱との社会実験により得られたＥＶ・ＰＨＶ等の新しい

価値や利用方法を活用するとともに、民間活力によるＥＶ・ＰＨＶ等及び充電装置の整備を進める。 

◆２０５０年までの長期計画は、一般消費者に広く普及する段階であり、商業ベースを基本としつつ、「熊

本県地球温暖化防止に関する条例」の趣旨に則り、低炭素社会の実現を図る上でＥＶ等の重要性をＰＲ

し、普及させることが県の責務になると考える。 

取組み方針 普及・整備の程度及びその見込みの根拠 

【ＥＶ・ＰＨＶ等の需要創出】 

・公用車及び社用車への導入促進（導入支援策活用）や本

県と協定を結んでいる自動車メーカー・企業との連携、

事業者・住民の利便性を高める充電インフラの整備を一

体的に行うことで、ＥＶ・ＰＨＶを始めとした次世代モ

ビリティの需要創出を加速する。 

２０１３年の普及台数 

・ＥＶ・ＰＨＶ ３００台 

・電動バイク １０００台 

世代を通じた近未来モビリティ社会 
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【早期の充電インフラ整備】 

・Ｈ２２～２４年度にかけて県で整備を行い、大手自動

車メーカーがＥＶ・ＰＨＶ等の販売を開始するＨ２４

年度には、概ね県内全域で充電に不安のないインフラ

整備を完了することにより、県民のＥＶ・ＰＨＶ等の

購入意欲を高める。 

・「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」に基づく「エ

コ通勤環境配慮計画」及び「エコ通勤事業者支援補助

金」の相互作用で、事業所への充電装置導入促進。 

・自動車ディーラー、商業施設等集客性の高い施設の管

理者等に設置を要請。 

・銀行・郵便局等への充電設備の整備と住民等への開放

を働きかける。 

２０１３年の充電装置設置数 

・普通充電器（県／二輪・四輪用併設） 

道の駅、温泉施設、医療・福祉施設、学校

等に８０個所程度。 

・急速充電器（県／四輪専用） 

広域市町村圏域内に１箇所ずつ、１０個所

程度。 

・県内自治体及び民間事業所への設置（民間／

普通・急速） 

  自治体、自動車ディーラー、「エコ通勤環

境配慮計画」対象事業所を中心に１００個

所程度。 

【ＥＶ・ＰＨＶ等普及促進のための連携】 

・本県の構想の特徴である、民間企業との各種協定に基

づいた実証実験を進めつつ、教育機関・ＮＰＯ等の民

間団体と連携した取組みにより、次世代モビリティの

活用モデルを構築するとともに、若い世代からの県民

への意識付けを行う。 

・本県は全国有数の農業県であり、農業分野での実用Ｅ

Ｖ等の開発実現を目指し、ＥＶ・ＰＨＶユーザーの裾

野の拡大を図る。 

・本田技研工業（株）との次世代モビリティに

関する実証実験の推進。 

・企業等と連携した充電装置整備・維持管理に

向けた取組みの推進。 

・(社)熊本県工業連合会の生産連携組織「Ｇａ

ｍａｄａｓ」による充電装置等の研究・開発

への支援。 

・「日本ＥＶクラブ九州・熊本支部」等の民間

団体、大学や高校と連携した事業実施。 

・地域企業や自動車メーカーと連携して、軽ト

ラックのＥＶ・ＰＨＶ化の開発促進。 

【ＱＯＬ向上への取組み】 

・ＥＶ・ＰＨＶ等の次世代モビリティをツールとした実

証実験を行い、様々なデータを連携企業等へフィード

バックすることで、次世代モビリティによるＱＯＬ向

上実現のための方策を探る。 

・本田技研工業(株)と共同実施する地域住民等

を対象とした利用実証実験及び次世代モビ

リティによるＱＯＬ向上に向けた検証。 

１．（３）③ 

フォローアッ

プの方法 

各種実態調査を実施するとともに、平成２２年８月に設置した「次世代パーソナルモビリティ推進委員

会」を軸により幅広い関係者を巻き込んだ協議会等を設置し、定期的なフォローアップを実施する。内容

としては、以下のとおり。（※Ｐ９参照） 

①ＥＶ、ＰＨＶ、電動バイク、電動カートの普及台数及び充電設備の把握 

②充電施設利用状況の把握 

③ＥＶ、ＰＨＶ、電動バイク、電動カート利用実態の把握 

④利用者意識アンケート調査等 

１．（４）自治体の活力の創出等 

【経済波及効果】 

ＥＶ・ＰＨＶ等の普及は、電動バイク・電動カートの製造メーカー、また、九州の自動車工場に対するサプライヤーが

立地している本県においては、地場企業の新規の取引機会拡大等、地域経済への波及効果が極めて大きい。充電インフラ

の整備においては、製造業だけでなくサービス業においても新たなビジネスチャンスが創出される。 

【ＱＯＬの向上】 

  電動カートの社会実験を始め、ＥＶ・ＰＨＶ、電動バイクの実証実験を企業、関係機関・団体に加え、地域住民の参画

を得て実施することにより、その結果をその後の製品開発のみならず、地域コミュニティにおける次世代モビリティの在

り方の検証に繋げることで、将来の地域住民のＱＯＬの向上が期待できる。 
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【環境保全に関する県民の機運の醸成】 

事業者や教育機関、県民が一体となって、低炭素社会の構築に大きな影響を与えるＥＶ等の普及に取り組むことによっ

て、県全体における環境保全に関する機運が更に高まり、本県が目指している「環境立県くまもとづくり」に寄与する。 

【産業教育】 

  大学工学部や工業高校などの生徒が自ら電動バイクを利用し、ＥＶ等の動力システムや構造等に関心を持ち、ＥＶ等に

直接触れ、学習することにより、産業人材の育成を図ることができる。 

  また、これらの生徒が中心となり小中学生等にＥＶ・ＰＨＶ等について啓発を図る事業の実施により、将来を担う若年

者への産業教育が期待される。 

【地域振興】 

  県内全域の道の駅や温泉施設等に充電器を設置するとともに、レンタカー会社等によるＥＶ・ＰＨＶ等レンタルやシェ 

 アリングを実施することで、ＥＶ・ＰＨＶ等に乗りながら観光地を巡る観光スタイルを創出し、観光客を誘致するととも 

に、施設を利用する地域住民のＥＶ・ＰＨＶ等に対する理解も進むことで、地域における世代を超えたコミュニケーショ 

ンが活性化し、地域の活力が向上する。 
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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 

本県では、平成２２年３月に公表した「電気エネルギーの活用による次世代交通システム推進事業報告書」で２０１３年

までのＥＶ等の導入プロジェクトを明らかにしており、短期的には、これに基づき、事業所や行政を中心に導入を進める一

方、一般消費者のＥＶ等に対する理解を深めるために、平成２２年から３年間にわたって実施する、試作車を用いた本田技

研工業(株)との実証実験を住民の参画を得ながら積極的に推進する。また、「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」に基づ

く「エコ通勤環境配慮計画制度」や補助制度を活用するとともに、「くまもと産業ビジネスフェア」等でのＥＶ・ＰＨＶ展示

や、パブリシティ展開等を積極的に実施し、事業所やその従業員による初期需要創出を後押しする。 

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）推進体制づくり 

・「次世代パーソナルモビリティ推進委員会」を軸とした協

議会により、次世代モビリティの普及に向けて、既存関

連組織との情報交換や共有化を図る。 

県、大学、民間

団体・企業 

H22～ 

県  

(b) 県・市町村・企業による率先的導入 

・県・市町村などの公用車について導入を図るとともに、

関心の高い企業等を対象に、国の補助金等の導入促進ツ

ールを活用して導入を働きかける。 

県、市町村、民

間 

H23～ 

事業主体 

（一部：クリー

ンエネルギー自

動車等導入費補

助事業） 

２０１３年：３００台 

（うち公用車１００台） 

次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 

(c)カーシェアリングの実施、レンタカーへの導入 

・県民等へのＥＶ・ＰＨＶの認知度向上を図るとともに、

その走行性能等について体感してもらうために、カーシ

ェアリングやレンタカーへの導入を図る。 

レンタカー・リ

ース会社等 

H23～ 

レンタカー・リ

ース会社等参加

者 

次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 

(d)本田技研工業(株)との実証実験の推進 

・関係団体・地域住民等とともに車輌開発等にかかる実証

実験を行い、ユーザーからのフィードバックを開発に活

用するとともに、ＥＶ等の認知度向上を図る。 

県、本田技研工

業(株) 

H22～ 

県・本田技研工

業(株) 

同社との連絡会議（随時

開催）において、進捗管

理を行う。 

(e)ＥＶ・ＰＨＶ軽トラック研究・開発推進 

・農山漁村で作業用として普及している軽トラックについ

て、地域企業や大手自動車メーカーとともにＥＶ・ＰＨ

Ｖ軽トラック開発の可能性を検討する。 

地域企業、自動

車メーカー 

H23～ 

地域企業、自動

車メーカー 

(社)熊本県工業連合会、

熊本県自動車関連取引拡

大推進協議会、自動車メ

ーカー等で研究。 

(f) 水俣市「次世代エネルギー・社会システム実証実験」 

・同市において、地域企業、地域住民、公共施設が参加し

てＩＣＴ等を活用し「エネルギーの見える化」、「最適化」

に取り組み、ＥＶ・ＰＨＶも絡めた新たなエネルギーマ

ネジメントシステムを構築する。 

水俣市、熊本大

学、関係企業、 

H23～ 

水俣市、国、県

等(予定) 

新たに実行委員会を設置

し、進捗管理を行う。 

２．（１）③課題 

・イニシャルコストの負担軽減（各種支援策により購入者の負担軽減を図ることも必要。） 

・利用者が安心して乗るための迅速なメンテナンス体制の整備 

・ＥＶ・ＰＨＶの車種拡大 

・国の充電インフラ整備の補助の活用 

・国の次世代エネルギー技術実証事業の活用 
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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 

ＥＶ等の普及にあたっては利用者の不安解消が重要であり、不特定多数が利用する充電設備については、ＥＶよりも日常

の移動手段として気軽に購入可能で比較的早い普及が見込まれる電動バイク用充電装置との併用型を中心に整備を進める。 

・普通充電装置については、二輪・四輪併設型を公的施設を中心に導入するほか、民間企業や各種団体・組合等民間主体

での普及も図る。 

・急速充電装置については、四輪専用型を広域市町村圏域内に１箇所程度を整備。 

・「熊本県地球温暖化防止に関する条例」に基づき提出される、「エコ通勤環境配慮計画」や「エコ通勤事業者支援補助制

度」を活用。 

・県内産業界において、開発が進んでいない充電設備の課金システムや位置情報等の配信システムの研究・開発を行い、「熊

本モデル」を構築し、さらに全国展開を図ることにより、県内の低炭素型産業の振興に寄与する。 

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）充電装置の設置 

①普通充電装置（電動バイク併用）の設置 

・県内の道の駅、ＪＲ駅舎、温泉施設、医療・福祉施設

等の公的施設を中心に充電装置の設置を進める。 

・バイク通学の高校生を対象として、県立高校へ普通充

電装置を設置。 

②ＥＶ用急速充電装置の設置 

・広域市町村圏域内（地域振興局単位）に各１個所（１

０個所程度）にＥＶ用急速充電装置を設置。 

県 

H22～H24 

県等（国）一部：

クリーンエネル

ギー自動車等導

入費補助事業 

普通充電装置 ８０個所 

急速充電装置 １０個所 

 

次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 

(b)自治体・民間機関等との連携 

 ・ＥＶ・ＰＨＶを公用車として導入している県内自治体

へ充電装置設置の支援を行う。 

 ・業務用として金融機関等へのＥＶ・電動バイク併用充

電装置導入を推進する。 

 ・熊本県石油商業組合・熊本県石油販売協同組合等との

連携によるガソリンスタンドへのＥＶ・ＰＨＶ等の充

電装置導入を検討する。 

 ・カーディーラーにおける充電装置導入の協力要請。 

・「エコ通勤環境配慮計画」や「エコ通勤事業者支援事業

補助金」（補助率１／３、上限１５０万円）を活用し、 

事業所への充電装置導入を促進。 

県 

H23～ 

市町村・民間等

（国）一部：ク

リーンエネルギ

ー自動車等導入

費補助事業 

普通・急速充電装置 

１００個所 

 

次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 

(c) 充電装置向けシステムの導入・研究 

 ・充電装置利用に伴う課金及び位置情報等各種情報配信

に係るシステムについて実証実験や研究・開発を行う

ことで、民間での充電装置導入モデルを構築する。 

  また、ＥＶ・ＰＨＶ利用者等による会員制普及組織の 

設立を検討する。 

県・（社）熊本県

工業連合会 

H23～ 

(社)熊本県工業

連合会 

(社)熊本県工業連合会、

熊本県自動車関連取引拡

大推進協議会等で研究。 

２．（２）③課題 

・充電装置設置にかかる管理体制の確立（土地管理者や設置市町村との連携） 

・民間と連携した充電装置や課金システム等の導入における企業向けインセンティブの創出 

・金融機関、電力会社等に設置された充電装置を一般県民が利用できる仕組みづくり 



8/12 
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２．（３）普及啓発に関する事項 

２．（３）①取組方針 

本県におけるＥＶの普及台数は、平成２１年度時点において５台と少なく、必ずしも認知度が高いとは言えない。今後あ

らゆる機会を捉え、ＥＶや充電装置設置等に関して県民や民間企業へ普及啓発を図る。 

・「日本ＥＶクラブ九州・熊本支部」や「熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議」が開催するイベント等の機会

を積極的に活用するとともに、ＥＶ・ＰＨＶ公用車を積極的に県内を走行させることで、県民に対し広くＰＲする。 

・ホームページや各種媒体を活用し、本県の取組みを積極的に県内はもとより、全国へも発信する。 

・若い世代からＥＶ等に慣れ親しんでもらえるよう、大学生や高校生を活用した小・中学生への啓発活動を実施する。 

・農業等でのＥＶ・ＰＨＶ等の新たな活用策を提唱し、新分野での導入促進を図る。 

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）試乗会・展示会の開催 

・「くまもと産業ビジネスフェア」等様々なイベントにお

いて、ＥＶ・ＰＨＶの試乗会や展示を行うことで、Ｅ

Ｖ・ＰＨＶを県民が目にする機会の増大を図る。 

県・市町村・自

動車メーカー 

H22～ 

県・市町村・自

動車メーカー 

アンケートの実施 

(b)リーフレット・インフラマップ作成 

・ＥＶ・ＰＨＶ、電動バイク、電動カート、充電装置等

の性能や利点、支援策等を記載した、住民や民間企業

向けのリーフレットを作成する。 

・充電施設の位置を網羅したインフラマップを作成する。 

・リーフレットやインフラマップを充電装置が設置され

ている施設や観光地、交通の要衝等を中心に県内全域

に配布する。 

県等 

H23～ 

県 主要な施設に配置し周知

を図るとともに、リーフ

レットと支援策のリンク

を行う。 

(c)ＥＶ・ＰＨＶタウン構想ＨＰの作成 

・ＥＶ・ＰＨＶタウン構想のＨＰを作成し、レンタル車

の利用状況や充電装置の位置、空き情報などを携帯か

らアクセスできるようシステムを構築する。 

県 

H24～ 

県・市町村 利用数・アクセス数を把

握できるシステムを導入

する。 

(d)ＥＶ・ＰＨＶタウン技術教育推進事業 

・ＥＶ等普及推進を目的とした市民団体である、「日本Ｅ

Ｖクラブ・熊本支部」等と連携し、県内高校からサポ

ーター校を選定し、サポーター校に県内小中学生を対

象とした普及啓発事業を実施する。 

県 

H23～ 

県 「日本ＥＶクラブ九州・

熊本支部」と連携し、県

において進捗管理を行

う。 

(e)農業分野へのＥＶ・ＰＨＶ等の導入及び活用法の検証 

・電線が引かれていない農地での作業等において、ＥＶ・

ＰＨＶ等を蓄電池として一時利用する等、新たな活用

法を提唱することで、新分野でのＥＶ・ＰＨＶユーザ

ーの発掘に繋げる。 

県、大学、民間

団体・企業 

H23～ 

県、大学、民間

団体・企業 

次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で検証

を行う。 

２．（３）③課題 

・多くの市町村や団体が、環境の啓発イベントを独自に開催しているが、経費や人員スタッフ確保の面で苦慮しており、こ

れらの相互連携への支援を図るとともに、合理的な役割分担を行うことにより、普及機会の増加とイベントにおけるアピ

ール効果の向上を図っていく。 
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２．（４）効果評価に関する事項 

２．（４）①取組方針 

今後実施する各取り組みについては、以下の内容を中心とした評価を実施する。（※①～④は再掲） 

①ＥＶ、ＰＨＶ、電動バイク、電動カートの普及台数及び充電設備の把握  ②充電施設利用状況の把握 

③ＥＶ、ＰＨＶ、電動バイク、電動カート利用実態の把握         ④利用者意識アンケート調査等 

⑤ＣＯ２削減効果測定                          ⑥ＱＯＬ評価 

進捗状況については、平成２２年８月に設置した「次世代パーソナルモビリティ推進委員会」において、進捗状況の報告

を行い、効果的な改善策等の検討を行う。さらに、同委員会にユーザーサイドからの意見や専門家の意見を聴取し、取組み

結果の評価・検証に活用し、実効性あるフィードバック機能を高めるために、他の企業・各種団体を交えた専門部会を設置

する。なお、進捗状況及び新たな推進方策については、県ＨＰで公表を行う。 

 

【次世代パーソナルモビリティ推進委員会構成】（事務局：産業支援課、担当職員５名） 

○大学・研究機関等：熊本大学 

  ○企業・団体等  ：本田技研工業(株)、(株)本田技術研究所、(株)ホンダソルテック、九州電力(株)、 

熊本県石油商業組合、(社)熊本県工業連合会 

 ○県内自治体   ：熊本県、熊本市、水俣市、大津町 

【専門部会（仮称）構成：「ＥＶ・ＰＨＶ部会」、「電動バイク部会」、「電動カート部会」】 

 ○ユーザー：日本ＥＶクラブ熊本県支部、熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議、福祉関係団体等 

  ○産業分野：(社)熊本県工業連合会輸送機器部会、熊本県自動車関連取引拡大推進協議会、自動車メーカー等 

  ○その他：(社)熊本県観光連盟、(株)ＪＲ九州、県内農業法人、県立高校等 

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、電動バイク、電動カートの普及台数及

び充電施設の把握 

県 

H23～（四半期

毎） 

県 メーカーや販売店等の協

力を得て新車販売台数・

充電設備の設置状況を把

握する。 

(b) 施設利用状況の把握 県・施設管理者 

H23～（随時） 

施設管理者 充電施設等の利用データ

を施設管理者等が記録。 

(c) ＥＶ・ＰＨＶ、電動バイク、電動カート利用実態把握 県・運用主体等 

H23～（随時） 

運用主体等 運用主体等において、利

用者の利用目的、走行距

離等を記録。 

(d) 利用者意識アンケート調査等 県 

H23～（年１回） 

県 年１回、利用者意識アン

ケートを実施。 

(e) ＣＯ２削減効果測定 県 

H23～（年１回） 

県 年１回、ＣＯ２の削減効

果を測定する。 

(f)専門部会における事業推進 

 関係者による「ＥＶ・ＰＨＶ」、「電動バイク」、「電動カ

ート」の各専門部会を設置し、事業推進を図る。 

専門部会・県 

H22～（随時） 

 

県 各部会を随時開催し、事

業の実施管理を行う。 

(g) 「次世代パーソナルモビリティ推進委員会」における

報告・改善策検討 

委員会・県 

H22～（年３回） 

県 所管課において、進捗状

況シートを作成し、状況

報告・課題等の改善実施。 

２．（４）③課題 

・実証実験や利用状況から得られるデータに加え、数値化が困難な利用者の声やＱＯＬの状態変化を自動車メーカー及び県

内関連企業の製品開発等に的確にフィードバックするための仕組みづくり。 
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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 

【電動カートの利用による高齢者のＱＯＬ（Quality Of Life；生活の質）向上の実証】 

本県では、近年、少子高齢化、過疎化に伴い、中心市街地の空洞化や地域コミュニティ機能の低下等が深刻化しており、

今後人口の大きな割合を占めることとなる高齢者を社会の標準とし、その特性やニーズを踏まえた「高齢者標準」の社会づ

くりを進めることが求められている。 

 これらのことから、高齢者向けのモビリティである電動カートに着目し、以下のような方針でその普及と高齢者のＱＯＬ

向上に関する科学的実証を行いながら、全国に先駆け、社会における多様なモビリティの在り方を検証する。 

 ・高齢者のＱＯＬ向上の検証 

 ・個人ユース以外の活用検討 

 ・公共交通機関との連携 

 

【電動バイクの普及促進】 

本県の構想の特徴として、免許を最も早く取得できるバイクから電動車に親しみ、自動車免許保有時はＥＶやＰＨＶ、免

許返納後には電動カートで日常を過ごすという生涯を通した次世代モビリティ利用の検証が挙げられる。 

本県では、その中において最も身近で市場への普及が早いと見込まれる電動バイクについて着目し、以下のような方向性

での検証を行うことで、県民への電動バイクの普及及びＥＶ・ＰＨＶに対する意識付けを加速する。 

 ・通勤・通学手段の電動バイクによる代替 

 ・業務向け電動バイクの導入推進及び検証 

 ・パーク＆ライドへの電動バイク活用やバイクレンタルによる将来のモビリティシェアリングの在り方の検証 

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) 電動カートを利用した高齢者の健康増進プロジェクト 

・県内の特定地域で電動カートの利用促進を図りながら、

健康関連の数値を測定し、その効果を示すことで、電動

カートが高齢者のＱＯＬ向上にもたらす影響を検証す

る。 

 

県、医療機関、

福祉施設、大学 

H22～ 

県 次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 

(b) 中心市街地における電動カートレンタル・シェアリン

グ実施 

・中心市街地のアーケード街などにおける、電動カートの

レンタルや、高齢者向けマンションでのシェアリングを

通して、中心市街地における高齢者の移動の利便性向上

や心身の健康増進を検証する。  

 

県、市町村 

H22～ 

県、市町村 次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 

(c)電動カートと各種公共交通機関との連携 

・電動カートのみではその行動範囲は生活エリア内に限定

されるため、市電・バス等の公共交通機関等と連携し、

行動範囲の拡大を図るための乗入れや乗換え等の検証を

行う。 

 

県、市町村、公

共交通機関等 

H25～ 

公共交通機関 次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 

(d）観光地等における電動カートレンタル 

・ランドマーク的な観光地で坂道が多く、歩く距離の長い

場所などにおいて、電動カートのレンタル事業を行い、観

光客の利便性の向上、認知度の向上を図る。 

民間企業 

H23～ 

民間企業 次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 
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(e) 電動カートへの機能付加 

・利用者の利便性を高めるため、携帯電話やナビゲーショ

ンシステムを利用した情報配信機能の付加について、地

元企業や大学などと連携して実証実験を行うことにより

研究開発を進める。 

県、本田技研工

業(株)、民間企

業 

H24～ 

県、本田技研工

業(株)、民間企

業 

本田技研工業(株)、(社)

熊本県工業連合会、熊本

県自動車関連取引拡大推

進協議会で研究。 

(f)電動バイクによる通学に係る実証実験 

・公立高校に電動バイク用充電施設を試験的に整備し、通

学に原付バイクを利用している高校生に電動バイクへの

転換を促すとともに、購入費の助成制度についての検討

を行う。 

県、県立高校 

H23～ 

県 次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 

(g)業務での電動バイク利用に係る実証実験 

・銀行、郵便局、新聞販売店等に対して業務での電動バイ

ク導入を働きかけ利用してもらうことにより、業務や運

用経費等への影響を検証する。 

 

県、民間企業 

H22～ 

県、民間企業 次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 

(h)パーク＆ライド、レンタル等の実施 

・電動バイクや電動カートを中心とした各種電動モビリテ

ィのパーク＆ライド、レンタル等を実践し、モビリティ

シェアリングの検証、新しい観光スタイル等を提案する。 

 

県、市町村、観

光施設等 

H23～ 

県、市町村、観

光施設等 

次世代パーソナルモビリ

ティ推進委員会等で進捗

管理を行う。 

２．（５）③課題 

・電動カートのレンタルについては、介護保険の対象となる場合は、介護保険が適用され、レンタル料の１割負担で使用す

ることができる。しかしながら、そのためには、「要介護」の認定「１」以上を受けていることが条件であり、要介護認定

までは至らない「要支援」の認定者は１００％負担することとなる（ユーザーによって負担額に差が生じる）。 

・電動カート及び電動バイク導入に係るイニシャルコストの負担軽減。 
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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 

ＥＶ・ＰＨＶ 

 ・ＥＶ・ＰＨＶ用普通充電装置の設置（電動バイク用併設） 

・ＥＶ・ＰＨＶ用急速充電装置の設置 

 ・本田技研工業(株)によるＥＶ及びＰＨＶの実証実験 

 ・くまもと産業ビジネスフェアにおける展示及び試乗会の開催 

 

県・３月まで 

県・３月まで 

同社・１２月～ 

民間・２月 

 

県等 

県 

県・同社 

県・民間 

電動バイク 

・「電動バイクの普及による低炭素型コミュニティ構築事業」（環境省グリーンニ

ューディール基金事業）によるソーラー発電機能付き電動バイク駐輪場（Ｅ

Ｖ・ＰＨＶも可）の整備（県内２箇所） 

 ・民間企業へのバイク導入の支援及び実証実験 

 

県・３月まで 

 

 

県・民間１月～ 

 

県(国) 

 

 

県・民間 

電動カート 

 ・電動カートを利用した高齢者のＱＯＬ向上の調査。（総務省「緑の分権改革推

進事業」） 

 ・中心市街地におけるレンタル・シェアリング 

 

県・１０月～３月 

 

県・１０月～３月 

 

県(国） 

４．取組体制等 

自治体内の連携体

制 

熊本モデルの構築及び地域企業における新たなビジネスチャンスの創造を図るため、平成２２年７

月に、庁内関係８課で庁内横断的な「次世代パーソナルモビリティ推進プロジェクトチーム」を設置

しており、この組織を中心に体制づくりを進める。 

自動車メーカーと

の連携 

県と本田技研工業(株)は、「次世代パーソナルモビリティ実証実験に関する包括協定」を締結してい

るが、この他、今後ＥＶ・ＰＨＶを販売する自動車メーカーとの連携も進める。 

電力会社との連携 
充電インフラの整備等については、九州電力(株)と連携して取り組んでいく。 

地元企業との連携 
(社)熊本県工業連合会や熊本県自動車関連取引拡大推進協議会との連携を中心に、金融機関や石油

販売業団体等とも連携を図ることとしている。 

地元住民との連携 
「日本ＥＶクラブ九州・熊本支部」を始めとする民間ＮＰＯ団体や「熊本県ストップ温暖化県民総

ぐるみ運動推進会議」等と連携する他、県内の工業系の高校との連携を行い、普及・啓発を図る。 

市区町村との連携 
熊本市や水俣市とは充電装置の設置等で連携しているが、今後はさらに「熊本県ストップ温暖化県

民総ぐるみ運動推進会議」を中心に、ＥＶ・ＰＨＶ等に関心のある市町村と連携していく。 

その他の関係者と

の連携 

既に、電動カートを活用したＱＯＬ向上についての実証実験において、日赤熊本健康管理センター

を始め、熊本大学医学部、福祉施設・医療機関との連携を図っているが、その他、まちづくり（都市

計画）等に電動モビリティを活かすという観点から、熊本大学工学部との連携も進める。 

※ 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。 



熊本県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

世代を通じた低炭素社会にふさわしい、地域世代を通じた低炭素社会にふさわしい、地域におけるにおける次世代モビリティ社会モデル構築次世代モビリティ社会モデル構築
○ＥＶ・PＨＶに加え、電動バイク、電動カートを含む、多彩な実証実験と企業・大学・地域住民等との連携のシナジーによる次世代モビリティの普及

○将来、日常的にＥＶ・PＨＶに接すると考えられる若い世代に対する産業教育と人材育成
○次世代モビリティによるＱＯＬ(Quality of life)向上と地域産業の活性化

１－３．普及目標等
【短期:2013年】
・EV・PHV:300台
・電動バイク:1,000台
【中期：2020年】
・EV・PHV:15,000台
(新車販売25%)

【長期：2050年】
・EV・PHV: 67,000台
(新車販売90%)

１－２．現状分析
・自動車保有台数:約131万台

(うちEV保有;5台、ハイブリッド車;約1万台)
・部門別CO2排出量(全国平均的)
産業38.9%、運輸23.1%、家庭25.8%、業務その他14.1%
・「県地球温暖化防止条例」(2010.3)に基づき、全国初の「エコ通
勤環境配慮計画書制度」及び導入促進補助制度の創設

・「低炭素都市くまもと」をめざす熊本市、水俣市の環境モデル都
市・環境首都コンテスト一位、など、先進的な市町村と県民の高
い環境意識

・県は本田技研工業㈱と次世代モビリティの社会実験を実施中
(~2013)

・県による電動バイク及びEV用充電装置の導入(2010～)
・新県産業振興ビジョン(計画期間2011～2020)で、EVを含むモ
ビリティ分野を重点成長5分野に位置づけ予定
(2010.12策定予定)

１－５．取組体制等
【県の推進体制】
・「次世代パーソナルモビリティ推進委員会」

大学、自動車メーカー、市町村等により構成。
（事務局）県産業支援課 担当職員5名配置予定

【専門部会の設置】
ユーザー：日本ＥＶクラブ熊本県支部、熊本県ストップ温暖化県

民総ぐるみ運動推進会議、福祉団体等
産業部門：(社)県工業連合会、地域企業関係団体、自動車メー

カー等
そ の 他 ：観光関係団体、県立高校等

１－４．取組内容
【初期需要の創出】
・行政・事業所等によるＥＶ・PＨＶ等の率先導入
・県による充電装置の計画的整備と市町村への導入の推進
・本田技研工業㈱等との住民参加型による社会実験
【充電インフラの整備】
・地域住民の利用度が高く、生活に密着した道の駅、温泉施設等の公共
施設にＥＶ・PＨＶ、電動バイク用併用充電設備の計画的整備

・自動車ディーラー、金融機関、石油商組合等との連携
【普及啓発】
・県内各地での展示会、試乗会の実施及びリーフレット等の作成・配布
・高校生による小中学生への普及啓発事業
【次世代モビリティによるQOLの向上検証等】
・熊本大学、日本赤十字社健康管理センター、福祉施設、商業施設等と
の連携による次世代モビリティによるQOL(Quality of Life)実証、高齢
化社会サポートモデルの検討

・農業分野の自動化、効率化へのEVの活用の検討

世代を通じた近未来モビリティ社会



熊本県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

 本田技研工業㈱等との社会実験
 農業分野へのEVの先導的導入

次世代モビリティによる
QOL向上等の検証

次世代パーソナルモビリティ推進委員会

低炭素型産業振興
モデル

EV・PHVだけでなく電動バイク・電動カート

の一体的な取組、地域における住民・企業と
の連携のシナジーによるEV等普及

地方圏でのEV等普
及モデル

県地球温暖化防止条例
・エコ通勤環境配慮計画
・エコ通勤事業者支援補助

 EV・PHVの導入目標:300台
 電動バイクの同時普及目標:1,000台

 EVPHV電動バイク併用充電インフラ
急速充電:県下10カ所程度
普通充電:県下80カ所程度

県による計画的整備
(2011~13)

・大学、製造・販売業者、NPO、行政等が結集
・EV・PHV、電動バイク、電動カート専門部会設置
・事務局:県産業支援課(担当職員5名予定)

≪推進体制≫

・EV、電動バイク併用充電装置

・事業所対象に全国初の取り組み

・若者から高齢者まで世代を通じた
地域社会モデルでの検証

・農業の自動化、効率化支援

普
及

E
V

ユ
ー
ザ
ー
の
安
心
感
の
醸
成

地域コミュニティの拠点として≪取組み≫

≪熊本県の特徴≫

地域住民の利用度が高い施設における、

普通充電装置の整備を中心に、広域市町

村圏に1カ所程度の急速充電を整備

世代を通じた低炭素社会にふさわしい、地域における次世代モビリティ社会モデル構築世代を通じた低炭素社会にふさわしい、地域における次世代モビリティ社会モデル構築

普及啓発
地域コミュニティでの活用

（ＱＯＬ向上検証）充電設備設置

≪EV・PＨＶ、電動バイク、電動カートを活用した実証実験・取組みのイメージ≫

産業教育・人材育成
・高校生普及啓発事業

人材育成

各地：通勤・通学Ｐ＆Ｒ

農山村部：農業分野等での活用

各地：高齢者のＱＯＬ向上検証

観光地：観光での活用

（産業展示場）


