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ＥＶ・ＰＨＶタウン提案書 （様式１） 

タイトル 北海道ＥＶ・ＰＨＶタウン構想「“しばれ”に負けないｅくるまのまちづくり」 

提案団体 北海道              人口：5570449人(H17国政調査) 

 

担当者名及び

連絡先 

北海道経済部産業立地・エネルギー局資源エネルギー課 小玉俊宏、出口裕一 

電話番号011-204-5319,5317／ファックス番号011-222-5975 

メールアドレス／kodama.toshihiro@pref.hokkaido.lg.jp 

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ 

 北海道では、輸送部門のエネルギー消費量及びＣＯ２排出量が全国に比べて多く、資源・環境制約が強まる中、環境対応

車の導入拡大が重要な課題となっている。これまで、ハイブリッド車の浸透やバイオ燃料・天然ガスなどの輸送用燃料のエ

コ化の進展が見られる一方、電気自動車については、一部の地域や企業における実験的・広報的な導入にとどまっている。 

 本構想は、ＥＶ・ＰＨＶの普及目標と手立てを示し、導入気運の醸成と意欲的な取組のネットワーク化（点から線へ）、

初期需要の喚起を図るとともに、さらなる普及加速に向けて、厳しい気候条件を活かしたＥＶ・ＰＨＶ普及に向けた課題解

決とその利用を通じて地域活性化を図る実証事業を展開し、車・インフラ・社会システムが一体となったまちづくり（線か

ら面へ）を推進する。 

 

［点から線へ］ 

ＥＶ・ＰＨＶの北海道内での利用実態、利点・課題などを把握し、情報発信を行うとともに、北海道や導入市町村、先導

企業・経済団体等からなるＥＶ・ＰＨＶ普及に向けたネットワークを整備し、初期需要の創出や効果的な普及ＰＲ活動を展

開する。 

 

［線から面へ］ 

 さらなる普及加速に向けて、厳しい気候条件を活用するとともに、恵まれた自然環境・地域課題の解決などの視点を組み

込んだ実証事業を展開し、次の成果をめざす。 

○ 積雪寒冷の気候と国内最多の走行実証拠点を活かした北方圏向けソリューションの提示 

 積雪寒冷・凍結路面などの過酷な条件下における走行性や快適性等のデータを蓄積・分析し、国内積雪寒冷地及び北方

圏諸国のＥＶ利用課題に応える車両・インフラ、社会システムの整備モデルを提示する。 

 特に、低温下で移動距離が長くなりがちな北海道の利用課題を克服するため、航続距離や充電設備の配置状況等安心ド

ライブに欠かせない情報をリアルタイムに監視・制御する次世代型のＩＣＴシステムの開発に重点的に取り組む。 

 

○ 滞在型観光地における自然との共生を実現するＥＶツーリズムの構築・普及 

豊かな自然に恵まれた道内観光地を舞台に、排ガスがなく、騒音・振動が少ないというＥＶの自然との親和性と周遊性

を活かした効率的なカーシェアリング事業等を実証し、我が国の温暖化対策の加速点となったＧ８サミット開催地・北海

道から、国内外から訪れる観光客に環境調和型・低炭素型のＥＶツーリズムを発信する。 

 

○ 中心市街地における公共交通機関等との連携による利便性・環境性・経済性の両立と地域活力の創出 

市街地を経由する通勤・通学・通院・買い回りなどのニーズに合わせて、レール＆ライド（ＥＶ・自転車）＆パークの

有機的な利用と市街地商店街等の地域活性化方策を組み合わせ、環境と経済が調和する地域交通のベスト・ミックスを構

築する。 

１．（２）現状分析 

いい 
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１．（２）① 

地域特性 

(a) 北海道の運輸部門のエネルギー消費割合は、移動距離が長く公共交通機関の利用が少ないこと等から、

全国を大きく上回っている。（北海道30%＞全国23%）  

また、製造業のエネルギー消費割合が低く、家庭部門（乗用車＋家庭）からのエネルギー消費量だけ

で全体の１／３を占める一方、石油依存度が極端に高いという消費構造の特徴をもっている。 

今後、北海道全体の低炭素化と燃油価格の上昇に対応し、エネルギーの安定供給を維持するためには、

家庭内の省エネ化とともに、環境対応車の普及が極めて重要となっている。 

 

(b) 北海道における環境対応車普及の必要性が高いものの、広大な面積と雪道に適した四輪駆動車や大型

トラックが多いことなどから、環境対応車の普及は全国に比べて遅れている状況にある。 

近年、道内に賦存する資源を活用したバイオ燃料（ＢＤＦ、バイオエタノール）車、天然ガス自動車、

クリーンディーゼルなどの導入に向けた取組が進みつつあるが、その一方、街乗りや観光周遊などの用

途で、ＥＶ・ＰＨＶの活用に対する潜在的なニーズも認められ、用途や車両特性に応じた適材適所の環

境対応車の導入環境の整備が求められている。 

 

(c) 北海道は、季節変化が明瞭で地域によって気候の多様性があること、北方圏諸国（北米、カナダ、北

欧、ロシア、中国北東部）と気候風土が類似していること、また、国内最多26カ所のテストコースがあ

ることから、こうした自動車産業の実証環境を活かすことによって、グローバルな市場を考慮した次世

代自動車の生産及びシステム開発の分野で国際競争力強化に貢献できる潜在力が高い。 
 

［積雪寒冷地に適したＥＶ・ＰＨＶ利用ソリューション］ 

寒冷積雪地でのＥＶ・ＰＨＶの安心快適ドライブの確保するため、走行条件情報、電費・性能情報、

サポート情報などを効率的・リアルタイムに管理・制御するＩＣＴシステムの開発、カーシェアリン

グ・（レンタカー）による最適利用モデルの構築と、バックアップ機器・技術の提案。 

◆外気温、雪道等路面・登坂状態など走行条件情報 

◆充電量・航続距離・空調、運転行動など電費・性能情報 

◆充電インフラ、パーキング、エマージェンシーサービス、エコドライブ価値などサポート情報 

 

(d) 北海道では、燃料価格の急騰や「2008Ｇ８北海道洞爺湖サミット」の開催などを契機として、道民や

企業の環境意識が高まる中、地方公共団体や先進的な企業において、環境対応車の率先導入やエコカー

イベントの開催などの取組が活発化している。また、厳しい経済雇用状況を背景として、新たな成長戦

略として環境エネルギー市場の拡大に対する期待が大きく、低炭素効果が高いＥＶの供給とそれに伴う

インフラ、社会システムなども巻き込んだ、地域の多様なサービス需要の創出が求められている。 
 

［ＥＶ・ＰＨＶが拓く地域活性化・低炭素化の可能性］ 

ＥＶ・ＰＨＶは、車両の普及だけでなく、新たな充電インフラ、社会システムの充実といった利用

環境の整備に向けて、地域の行政、企業、ＮＰＯ等、ユーザー以外のさまざまな主体の参加と協力を

喚起することが不可欠であり、ＥＶ・ＰＨＶ利用がまちづくりに貢献する効果（外部経済）を実証す

る必要がある。 

 

＜地域活性化効果が期待される実証エリア（例）＞ 

①ニセコ町～豊かな自然が残るニセコ連邦に恵まれ、有数のスキー場や多彩な温泉、夏冬を通したア

ウトドア体験メニューの提供により、豪州・東アジアからの観光客が急増し、国際リゾート地とし

て急速に発展。隣接地で開催された「2008Ｇ８北海道洞爺湖サミット」を契機に、環境と観光業と

の共存も再認識され、グリーンバイク(無償貸自転車)や自転車積載バスの運行など環境にやさしい

地域交通の取組が活溌化している。H22から「緑の分権改革」にも取り組み、観光地であり、消費地

でもある当地でのエネルギー需給構造を変える社会循環の仕組みづくりや、ＥＣＯな観光地づくり

に積極的に取り組んでいる。今後、当地を舞台に羊蹄山、ニセコアンヌプリを望むビューポイント
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や多種多様な泉質を誇る温泉施設、世界も認めた良質な雪質を誇るスキー場などを巡る国際的なＥ

Ｖ＆アウトドアショーケース事業を実施し、海外観光客の評価を得ながら、新たな観光と環境の調

和した地域活性化をめざす。 

②豊富町～日本一の高層大湿原「サロベツ湿原」と、皮膚病に効果の高い豊富温泉を活かし、近年、

観光コンシェルジュサービスやカーシェアリングなどの取組が活溌化しているほか、H22から北海道

が進めるエネルギー「一村一炭素おとし事業」として、豊富な地下資源を活用したコジェネーレー

ションによる湯水の汲み上げ電源・加温に利用する取組も進められている。隣接する稚内市にはメ

ガソーラー、大規模風力発電施設があり、これらの施設を上空から眺めつつ稚内空港に降り立った

豊富町滞在の湯治観光客等を対象に、自然エネルギーの蓄電池（ＮＡＳ）の充電インフラと結び、（湿

原散策、酪農体験など）を組み込んだＥＶヘルスツーリズムを実施し、ゼロエミッション電源利用

と生態系の保全、エネルギー、健康・癒しが調和した地域活性化をめざす。 

③江別市～道都札幌のベッドタウンで、商業機能や多様な都市機能が集積する野幌駅周辺は、通勤、通

学、買い物など多様な移動ニーズがあり、鉄道や駐車場、マイカーなどの効率的な組合せが課題とな

っている。また、中心市街地の活性化に向けて、道路網の整備や、賑わいを創出するイベントの実施

などの取組が進められている。当地を舞台にレール＆パーク＆ＥＶライドの効率的・持続的な展開方

法と、公共交通機関等とのＩＣカード連携による、エコモーダルポイントシステムを構築し、低炭素

型で利便性の高い賑わいのまちづくりをめざす。 

 

１．（２）② 

自動車の普及

状況、ＣＯ２

の排出実態等 

 

(a) 自動車の販売、保有状況 

2009年度の自動車販売台数は約１８万３千台、保有台数は同年度末で３３８万台となっており、近年、

販売台数は減少傾向、保有台数については、乗用車は横ばい、貨物自動車は減少傾向にある。 

保有車種の特徴としては、排気量の小さい自動車の割合が低い（道内29.3％＜全国36.4％、※乗用＋

貨物に占める軽自動車の割合）特徴が見られるほか、低公害車の保有車両数（軽自動車除く）では全国

46番目と低い水準になっている。（道内0.32％＜全国0.43％） 

 

(b) エネルギー消費量・ＣＯ２排出実態等 

2007年度における運輸（旅客：乗用）部門のエネルギー消費量は135ＰＪとなっており、全国５番目

の多さであり、運輸（旅客：乗用）部門のＣＯ２排出量でみても、915ｔ-CO２となっており、全国５番目

の多さとなっている。 

また、自動車保有台数（乗用）の全国シェアが 4.9％に対して、運輸（旅客・乗用）部門のエネルギ

ー消費の全国シェアは6.1％と高い。広大で移動距離の大きい北海道の特性に起因するものと推定され、

特に公共交通機関の利用が困難な過疎地域においては、自家用車が重要な移動手段となっている。 

しかしながら、近年のガソリン価格の高騰によりその消費量が減少している傾向も見られることか

ら、移動に要する負担の軽減と環境適合が重要な課題と言える。 

 

(b) 住民等の環境対応車に対する意識 

2010年に行った環境対応車に関するアンケートでは、環境対応車の環境性を重視する割合が高いもの

の（各年代75～90%）、購入価格や燃費、走行性を重視する割合が9割程度となっており、経済性の向上

や冬季の安心走行に対する関心の高さが伺われる。また、環境対応車で出かけたい観光スポットとして、

「知床」を挙げた回答が群を抜き、釧路湿原、支笏湖、洞爺湖、摩周湖なども多数を占めており、環境

対応車の普及は環境保全意識の高い誘客促進に欠かせない移動手段と認められている。 

１．（２）③ 

策定済みのＥ

Ｖ・ＰＨＶ普

及計画（関係

計画の名称及び策定時期  

北海道省エネルギー・

新エネルギー促進行動

計画(2002.2) 

クリーンエネルギー自動車導入目標 2010年16.5万台を掲げ、市町村や企業

等と連携し、公用車での率先利用や普及啓発などに取り組んでいる。 
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する既存の行

政計画） 

北海道地球温暖化対策

推進計画(2010.5) 

環境にやさしい自動車の導入促進に向け、公用車への導入促進や新車販売時お

ける性能説明、燃費モニタリング事業などの取組を行っている。 

１．（３）普及目標等 

１．（３）① 

目標 

2010年9月時点、道内におけるＥＶ・ＰＨＶ導入台数は約５０台、急速充電器は２カ所となっているが、

国の「次世代自動車戦略 2010」に掲げる 2020 年度の目標としてＥＶ・ＰＨＶの新車販売台数に占める割

合を１５～２０％としていることから、北海道の新車販売台数から次のとおり試算するとともに、小型車

割合が低い道内の特性を加味し、次のとおり設定する。 

また、充電インフラについては、２０km半径に１台程度の密度をめざす。 

ただし、現在検討を行っている「北海道省エネルギー新エネルギー促進行動計画」と整合性を図り、ア

クションプランに反映するとともに、国の地球温暖化対策の諸ルールの改正や市町村、協力ユーザー等の

利用状況と利点・課題、実際の普及実績を定期的に把握しつつ、より普及拡大が進むよう、2013年度に目

標の見直しを図る。 

               ［2020年度前後］    ［2013年度前後］    

(a)ＥＶ・ＰＨＶ車台数※１：     ９万台程度         ２千台程度 

(b)急・中速充電器※２                      ７０カ所程度      

(c)ＣＯ２削減目標※３     ▲１６万t-CO2 ／年         ▲3600t-CO2／年 

 

 [試算の考え方］ 

※１：国の「次世代自動車戦略2010」新車販売割合目標15～20%（累乗増加ベース）×北海道新車販売数18万台＝2.7～3.6

万台に向かって累乗増加したケースの累積販売台数を試算(9～12万台)し、小型車割合が低い道内の特性を加味。2013に

ついては、2020目標に向けた３年後における累積販売台数を試算。 

※２：北海道面積8.7万㎢÷20km半径面積1.2㎢   

※３：現在の自動車CO2排出原単位(3t-co2/台・年)×EV・PHV排出係数差(▲0.63～0.56)×普及目標台数     

１．（３）② 

目標の達成に

ついての考え

方 

 

(a) 短期の取組方針 

先ずは、積雪寒冷という北海道の利用上の課題の把握と解決方策を検討の上、ＥＶ車の最適な利用方

法・環境性・経済性の利点等を“見える化”する。 

次に販売企業、導入市町村、経済団体、関連サービス企業等などとのネットワーク化を図るとともに、

ＥＶの利点等をアピールし、地方公共団体、環境先進企業等におけるＥＶの率先導入と企業等とのタイ

アップによる充電インフラの整備を促す。 

併せて、滞在型観光地や中心市街地など、今後、ＥＶの効果的な利用を通じて地域活性化が見込まれ

るエリアにおいて、積雪寒冷地の利用課題の克服につながるＩＣＴシステムの開発や防寒対策を組み込

んだカーシェアリング等の実証実験を行う。 

 

(b) 中・長期の取組方針 

導入環境の充実と上記の実証事業の成果を基に、地域活性化効果を顕在化するとともに、車、インフ

ラ、社会システムに係わる多様なサービスを担う地場産業群の育成とＥＶ需要の拡大との好循環を導き、

民需主導による自立型の普及軌道に乗せる。 

取組み方針 普及・整備の程度及びその見込みの根拠 

(a) ＥＶの利用実態、利点・課題の把握と情報発信 

走行モニタリング・アンケート調査を行い、セミナ

ーや試乗会等の開催により導入気運を高める。 

北海道や導入市町村、先導企業・経済団体等からな

る「北海道
いいｅくるまのまちづくりネット（仮称）」

を設置し、情報の共有・発信を行う。 

市町村・企業等のアンケートでは、省エネ・

新エネ導入の課題として費用対効果がわから

ないという回答が多いことから、実際の定量的

なメリットを提示することで初期需要の創出

の基盤が整う。 

(b) ＥＶ・ＰＨＶ購入に係る初期需要の喚起 

 経済性・環境性・利便性を示し、地方公共団体や環

境先進企業への導入を働きかけるとともに、ＥＶ利用

を通じた地域経済活性化の支援や民間企業等のアイデ

アによる普及に向けた協賛・応援事業を喚起する。  

＜2013年度前後＞ 

北海道・市町村・企業・一般ユーザー合計 

2000台程度 

国の「次世代自動車戦略2010」目標20%（累乗増加ベー

ス）×北海道シェアから３年後のラップを推計 
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(c) 充電インフラの整備 

 公共施設等における充電用コンセントの開放利用や

地方公共団体、企業等における急速充電器の整備に係

る国や融資機関等が行う支援制度の活用サポート、充

電インフラの整備状況の把握と情報発信を行う。 

全市町村の開放利用を含めた充電インフラ

の整備状況を把握・共有することにより、ＥＶ

販売事業者の計画と組み合わせた効率的な網

羅が可能になる。 

＜2013年度前後＞  70カ所程度 

※概ね20km半径に１カ所程度 

(d) 普及啓発 

 リーフレットの作成やインターネットの活用、イン

フラマップの作成、展示試乗イベントの開催、民間企

業等との協働キャンペーンの実施、普及支援人材の育

成、環境教育との連携など、多様な主体の参画による

広報活動を展開する。 

環境意識が高まる中、国の新たな環境ルール

（地球温暖化対策税、国内排出量取引制度な

ど）に伴う、地方公共団体や企業等の環境関係

のイベントと連携することにより相乗効果が

期待できる。 

(e) ＩＣＴの活用によるＥＶ利用高度化社会システム   

実証事業の展開 

ＩＣＴを活用した寒冷地におけるＥＶ利用課題の解

決と観光振興・地域活性化を組み込んだ実証事業を、

市町村、企業等の協働により展開する。 

実証事業の実施に当たっては、コスト効果、地

域経済活性化効果等の定量的な評価を行うた

め、道内各地の取組への応用が期待される。 

１．（３）③ 

フォローアッ

プの方法 

毎年度、市町村を通じて省エネ・新エネの導入状況を把握しており、新たにＥＶ関連情報の把握を行い、 

普及効果や課題を分析、次年度に向けて、地域の研究会の設置や「北海道
いいｅくるまのまちづくりネッ

ト（仮称）」の場において、本格普及に向けて、取組方針の見直しを図っていく。 

１．（４）自治体の活力の創出等 

(a) 北海道経済は、公的需要の依存度が高く、近年の公共事業の縮減や地方財政の危機に加え、人口減少と高齢化などによ   

り、厳しい経済・雇用情勢が長く続いている。また、国の新成長戦略において、グリーンイノベーションが戦略の柱と位

置づけられたこともあり、家庭や輸送部門のエネルギー消費が多く、多様な再生可能資源に恵まれた北海道にとって、道

内の省エネ・新エネ課題の解決や国内外の低炭素化への技術貢献に取り組むことは、新しい産業・雇用の創出を図る好機

として期待されている。 

具体的にはＩＣＴ（次世代交通情報システム）、電気工事（家庭用・業務用）、ＳＳ、自動車整備、カーシェアリング、

レンタカー事業者、ファイナンス等の地域密着型のＥＶバリューチェーンの構築を通じて地場産業のＥＶ関連サービス市

場への参入機会の創出を図ることが可能となり、中長期的には、ＥＶ・ＰＨＶに組み込む防寒部品工場の誘致（酷暑への

対応技術も視野）、コンバージョン産業の育成など、ものづくり産業の振興にもつながる。 

 

(b) 本構想においては、観光振興や中心市街地など、ＥＶ利用を通じた地域活性化モデルを構築することとしており、観光

面においては、国際観光客・グリーンコンベンションの誘致やエコツーリズムなどの観光ブランドの向上につなげるとと

もに、中心市街地においては、商店街の振興、エコなまちづくり、イベントの開催やソーシャルビジネスの創出につなげ

ることにより、地域活力の創造を図る。 

 

(b) 今後とも、新興国の成長や産油国の供給余力の低下などを背景とした燃料価格の高騰と人口減少・高齢化の進展が見込   

まれ、利用単価と消費量の変化に伴い、地域の燃料販売事業の維持や防災面などでの対応力の低下が懸念される。一方、

広大で積雪寒冷な北海道においては、引き続き灯油やガソリンに頼らざるを得ない生活者・事業者も多いことから、厳し

い経営環境に置かれる地域ＳＳが、ＥＶ、エコ燃料利用車及び省エネ・新エネに係る多様なサービス分野に参画すること

によって、地域におけるエネルギーの安定供給の確保を図ることが期待できる。 
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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 

 ドライバーに対するアンケートによると、環境対応車への関心は高いものの、冬道での走行性や購入コスト、燃料費に対

する関心も高いことから、ＥＶ・ＰＨＶの初期需要の創出に当たっては、優れた環境特性とともに実際の冬季の利用実態、

に即した利点・課題を見える化し、広く情報提供を行うとともに、北海道や導入市町村、先導企業・経済団体等からなる「北

海道
いいｅくるまのまちづくりネット(仮称）」を設置して、情報の共有を行い、各主体における普及施策の企画実施に役立

てる。 

 あわせて、ＥＶの経済性・環境性・利便性を評価し、地方公共団体や環境先進企業への導入を働きかけるとともに、ＥＶ

利用を通じた地域経済活性化の支援や民間企業等のアイデアによるＥＶ導入に向けた協賛・応援事業を喚起する。 

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）積雪寒冷地における電気自動車利用状況調査 

  ＥＶの冬季走行モニタリングとアンケートを行い、航

続距離、充電時間、積雪・凍結路面の走行性、車内利用

環境データの蓄積と課題の整理分析を行う。その成果を

インターネットで紹介するとともに、道内各地でセミナ

ーや展示試乗会を実施し、企業や一般ドライバー、販売

店などに広く情報提供を行う。 

道、12～3月 

 

（4～9月） 

道、関連事業者

等 

セミナーや展示試乗会な

どにおいて、ＥＶに対す

る意識の変化を把握分析

する。 

(c) 「北海道
いいｅくるまのまちづくりネット(仮称）」の

設置 

北海道や導入市町村、先導企業・経済団体等からなる

連絡会議を設置し、ＥＶ利用実態等の情報を共有すると

ともに、各主体における普及施策の企画実施と横断的な

取組を促進する。 

道、2011春 道、参加市町

村・関連事業者

等 

今後策定する、アクショ

ンプランに掲げる取組や

マスタープランの策定に

関し、参加機関の意見を

適宜反映する。 

(c) ＥＶ・ＰＨＶの率先導入の促進 

 経済性・環境性・利便性を評価した先導事例や国等の

支援制度を紹介し、地方公共団体や環境先進企業への導

入を働きかけるとともに、導入車両を活用した環境啓

発・ソーシャルビジネスなど多様な利用を促進する。 

道、2011～ 道、市町村、企

業 

導入実績や取組等を把握

し、ＰＲする。 

(d) ＥＶ・ＰＨＶ利用を通じた地域活性化の支援 

 市町村や企業、ＮＰＯ等の協働による、ＥＶの利用を

通じて低炭素化と地域経済の活性化を図る取組に対し、

ＣＯ２削減見込み量に応じた支援を行う。 

道、2011～ 道、市町村、企

業、ＮＰＯ等、 

導入効果を定量的に評価

発信し、道内各地の取組

を喚起。 

(e)「ＥＶ・ＰＨＶ普及に向けた協賛・応援事業（仮称）」 

の募集 

 企業や団体とのタイアップによる本構想の取組に対す

る協賛や企業等が企画実施するＥＶ等の魅力の発信、Ｅ

Ｖ利用を通じた社会・環境貢献を行う応援事業を公募・

認定し、広くアピールする。 

例）ＥＶ社有車の展示試乗イベント等への協力 

  ＥＶユーザーへの商品・サービス・ポイント等の特典付与 
  ＥＶローン等購入応援商品の開発 

  ＥＶ社有車を媒体とした環境広報の実施 

公共交通とのＩＣカード連携によるポイントシステム 

など 

道、2011～ 協力企業・団体

等 

認定事業をインターネッ

ト等で紹介し、市町村や

関係事業者との連携を深

める。 

２．（１）③課題 

今後の国の導入支援制度・税制の動向への対応が必要。 

ＥＶ利用時へのインセンティブの付与に当たっては、ＥＶを容易に識別する仕組みが必要。 
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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 

 現在、地方公共団体や販売事業者等における、充電インフラの整備が進み始めたことから、これらの配備情報を一元化し、

官民の協力による充電インフラ整備の目標の共有と整備状況のフォローアップを行いながら、ＥＶ等の率先導入の呼びかけ

と併せて、公共施設や集客施設における充電コンセントの開放利用や急・中速充電器の整備を呼びかける。 

 また、 民間企業等のアイデアによるインフラ整備に資する応援事業を喚起する。 

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）公共施設・事業用施設の充電用コンセントの活用 

  公共施設や事業用集客施設の充電用コンセントについ

て、市町村や前述のネットワークのほか、経済団体等で

構成する「北海道省エネ・新エネ推進会議」を通じて開

放利用を呼びかける。 

地方公共団体、

協力企業等 

2011～ 

各施設管理者 市町村等が参画する地域

の省エネ・新エネ推進会

議を通じ、配備状況を把

握する。 

(b) 急・中速充電器の設置促進 

 急速充電器の整備状況を把握し、一覧性・即時性の高

い情報提供を行うとともに、ＥＶの普及状況や急速充電

器の整備密度を踏まえて、初期・維持コスト情報の提供

や国、融資機関等の導入支援制度の活用をサポートする

ことにより、急速充電器の整備を促す。 

地方公共団体、

協力企業等 

2011～ 

各施設管理者 市町村等が参画する地域

の省エネ・新エネ推進会

議を通じ、配備状況を把

握する。 

(c)「ＥＶ普及に向けた協賛・応援事業（仮称）」の募集    

(再掲) 

 企業や団体とのタイアップによる本構想の取組に対す

る協賛や企業等が企画実施するＥＶの魅力の発信、充電

インフラを活用した社会・環境貢献を行う応援事業を公

募・認定し、広くアピールする。 

例）広告付・街並み配慮型充電器・案内板の整備 

  充電時サービスの創出（ＥＶカフェ、待ち時間点検サ

ービス） 

  業務用急・中速充電器の開放利用 

                       など 

道 

2011～ 

協力企業・団体 認定事業をインターネッ

ト等でＥＶオーナーに紹

介するとともに、市町村

や関係事業者との連携を

深める。 

 

 

   

 

 

   

２．（２）③課題 

今後の国の導入支援制度・税制の動向への対応が必要。 
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２．（３）普及啓発に関する事項 

２．（３）①取組方針 

展示試乗イベントの開催、リーフレットやインフラマップの作成、インターネットの活用、民間企業等との協働キャンペ

ーンの実施、普及支援人材の育成、環境教育との連携など、多様な主体の参画による広報活動を展開する。 

 

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）ＥＶ・ＰＨＶ広報イベントの実施と各種広報媒体の作

成 

  道や市町村等のＥＶ公用車を活用した展示試乗イベン

トの実施や、導入状況や利点、充電インフラを紹介する

各種媒体の制作・発信を民間企業等との協働により推進

する。 

道、協力企業等 

2011～ 

道、協力企業等 イベント参加者や情報利

用者等のアンケートによ

り効果を点検する。 

(b) ＥＶ・ＰＨＶ普及支援人材の育成 

 販売ディーラーやＳＳ、電気工事団体、大学、消費者

団体等の協力を得ながら、消費者に対するＥＶ関連情報

の提供を行う人材「ＥＶマエストロ（仮称）」を育成し、

ＥＶ購入や運転・点検に係わるアドバイスを行う。 

道、協力企業等 

2011 

道、協力企業等 アドバイス実績等を把握

し、効果を点検する。 

(e) 環境教育との連携 

 ＥＶ導入市町村や教育機関との連携により、児童・生

徒に対象とした、ＥＶと省エネ・新エネ対策について理

解を深める出前講座を開催し、広報資材の提供を行うと

ともに、ハンドメイドエコカーコンテストの開催や構造

研究会の開催によりＥＶを含め環境対応車の特徴をＰＲ

する。 

道、市町村、教

育機関、産業支

援機関等 

2011～ 

道、市町村、協

力団体等 

イベント参加者等のアン

ケートにより効果を点検

する。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

２．（３）③課題 
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２．（４）効果評価に関する事項 

２．（４）①取組方針 

ＥＶ・ＰＨＶ及びインフラの導入状況、その他の普及促進に視する取組情報について、市町村が参画する地域の省エネ・

新エネ推進会議や「北海道
いいｅくるまのまちづくりネット(仮称）」を通じて把握し、取組の効果などを点検する。 

使用状況や購入ニーズ等に関することは、セミナーや展示試乗イベント等の参加者に対するアンケートを行い、使用実態

や意識の変化を把握する。 

また、さらなる普及に向けた利用課題の解決方策・社会システム、ＥＶ利用による地域経済の活性化効果などについては、 

次頁の２（４）で掲げる実証事業の成果を、関連するメーカー・サービス事業者、経済産業団体や学識経験者等から意見を

伺い、評価を行う。 

 

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・ＰＨＶ、充電インフラの導入状況 

  市町村や販売会社等の協力により、定期的な導入状況

に関する情報収集を行い、マッピングの上、インターネ

ット等で発信する。 

 

道、市町村、販

売会社等 

2011～毎年度 

同社  

(b)使用実態・意識の把握 

  各種広報イベント等への参加者に対するアンケートを

実施し、把握分析を行う。 

 

道、各イベント

等主催者 

随時 

同左  

(c) 今後の普及加速に向けた課題解決方策等の把握 

  滞在型観光地・中心市街地エリアで行う実証実験の成果

やＥＶ導入自治体が主体的に行う研究会の検討状況など

を取りまとめ、メーカー、販売事業者、部品・コンバージ

ョン産業、ＩＴ産業、電気工事、ＳＳ、自動車整備、カー

シェアリング、レンタカー事業者、ファイナンス等の道内

企業、経済産業団体等の意見を聞き、今後のＥＶ普及加速

方策と成長戦略に反映するための評価を行う。 

道、実証試験参

加市町村・企

業、経済・産業

団体等 

2012 

同左  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

２．（４）③課題 
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２．（５）その他の事項（ＩＣＴの活用によるＥＶ・ＰＨＶ利用高度化社会システムの実証事業の展開） 

２．（５）①取組方針 

 積雪寒冷で移動距離が長くなりがちな北海道の利用特性に応じて、ＥＶ・ＰＨＶの本格的な普及を図るためには、車両の

みならず、それを取り巻くインフラ、社会システムを一体としてとらえ、地域活性化策としても最適な導入・利用モデルを

提示する必要がある。このため、ＩＣＴを活用した寒冷地におけるＥＶ利用課題の解決と観光振興・中心市街地活性化を組

み込んだ実証事業を市町村、企業等の協働により展開する。 

 当該実証成果を踏まえて、道内外のＥＶ・ＰＨＶの普及加速につなげるとともに、ＥＶ関連サービス市場への地場産業の

参入促進と次世代自動車の国際競争力強化に貢献できる新産業の創出を図る。 

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）ＩＣＴの活用によるＥＶ・ＰＨＶ利用高度化社会シス

テム実証事業の実施 

 冬季におけるＥＶを活用したカーシェアリング・レン

タルを行い（温暖期データとも比較）、予約配車時、始動

前、運転時、利用後における充電残量・航続距離情報、

車内温度情報、走行位置情報・充電インフラ情報など、

安心ドライブに欠かせない情報をＩＣＴを活用してリア

ルタイムに監視・制御するシステムを開発・実証する。 

上記実証事業は、ＥＶ普及による経済効果が見込まれ

るエリアにおいて次のテーマで行う。 

 

＜エリア①＞ 

○滞在型観光地における自然との共生を実現するＥＶツー

リズムの構築・普及 

豊かな自然に恵まれた道内観光地を舞台に、ＥＶの環

境価値と周遊性を活かした効率的なカーシェアリング事

業を実証し、国内外観光客に環境調和型・低炭素型のＥ

Ｖ利用スタイルを発信する。 

 

＜エリア②＞ 

○中心市街地における公共交通機関等との連携による利便

性・環境性・経済性の両立と地域活力の創出 

市街地を経由する通勤・通学・通院・買い回りなどのニ 

ーズに適した、レール＆ライド（ＥＶ・自転車）＆パー 

クの有機的な利用（公共交通機関等とのＩＣカード連携 

による、エコモーダルポイントシステムの構築など）、 

と商店街の賑わい創出等の地域活性化方策を組み合わ 

せ、環境と経済が調和する地域交通のベスト・ミックス 

を構築する。 

道、関係市町

村、協力企業等 

の協議体 

2011～2012 

同 左 実証成果をフォーラムの

開催などを通じて、点検

するともに、開発したシ

ステムやモデルの普及を

通じて、新産業の創出や

地場産業の育成方策に反

映する。 

２．（５）③課題 

国の実証事業予算の確保が課題となる。 
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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 

(a) 公用車へのＥＶ車の導入 

   企業との協働の取組として、ＥＶ公用車を導入し、環境イベント等で活用する

とともに、ＥＶ等導入（計画）市町村との連絡会議を開催。 

道、1月 道、 

導入市町村等 

(b) 積雪寒冷地における電気自動車利用状況調査 

   冬季の航続距離、充電時間、積雪・凍結路面の走行性、車内利用環境データの

蓄積と課題整理を行う。 

道、12～3月 道、関連事業者等 

(c) 市街地におけるＥＶ・ＰＨＶ利用研究会の設置 

 ＥＶ導入に意欲的な市町村と商工団体において公共交通機関等とＥＶの効果  

的な利用を組み込んだ地域活性化方策について検討を行う。 

協力市町村 

    冬 

市町村 

参加事業者等 

(d) 観光地におけるＥＶ・ＰＨＶ利用研究会の設置 

 ＥＶ導入に意欲的な滞在型観光地において、ＥＶを利用による効果的な観光振

興方策について観光振興方策について検討を行う。 

協力市町村 

     冬 

市町村 

参加事業者等 

(e) 地域ＳＳグリーン化ＷＧの設置 

 環境分野における地域ＳＳの役割や活性化策を検討し、ＥＶ利用に係わるサー

ビス体制の充実について検討を行う。 

道・関連団体 

   10月～ 

道 

関係団体等 

４．取組体制等 

自治体内の連携体

制 

エネルギー対策を担当する経済部資源エネルギー課、環境産業の振興を担当する産業振興課及び地球

温暖化対策を担当する環境生活部が連携するとともに、省エネ・新エネ推進のための庁内連絡会議を

開催して、横断的に普及促進に取り組む。 

自動車メーカーと

の連携 

エコカーイベントの開催や道内立地（製造拠点、テストコース）企業等への情報提供により連携を強

める。 

電力会社との連携 
ＥＶ等の本格普及を踏まえた実証走行試験の実績や知見を有する北海道電力株式会社との連携を強

める。 

地元企業との連携 
経済団体や輸送事業者などで構成される、「北海道省エネ・新エネ推進会議」での情報提供を通じて、

連携を強める。 

地元住民との連携 
各種省エネ・新エネセミナーや展示試乗会、インターネット等を通じて、本構想の趣旨や取組内容に

ついて、理解を深めていく。 

市区町村との連携 
ＥＶ導入や実証事業に取り組む関係市町村との連携を強めるとともに、地域ごとに市町村が参画する

「省エネ・新エネ推進会議」を通じて情報の共有を図る。 

その他の関係者と

の連携 

北海道経済産業局、北海道開発局、北海道運輸局等とさまざまな施策の推進に当たって協力を図って

いくこととしている。また、地域ＳＳの活性化やＩＴ企業の振興などの視点から、関係団体、先進事

業者、大学等との連携を強める。 

※ 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。 



北海道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

［現状(2009.9末］
北海道内ＥＶ・ＰＨＶ＝50台程度、急速充電器２台程度

［ＥＶ・ＰＨＶ普及目標］
○2020年度 普及台数９万台程度
「次世代自動車戦略2010」政府目標（新車販売台数15～20%)×道内販売台数に向かって累

乗増加したケースの累積販売台数を試算、小型車普及割合を加味。

○2013年度 ２千台程度
（2020目標に向けた３年後累積販売台数を試算）

[充電インフラ目標］
○2013年度 急・中速充電器７０カ所程度

（半径20km当たり１カ所として試算）

［ＣＯ２削減目標］2020年度▲約16万t-CO2 /年

１－２．現状分析
○地域特性
・高い運輸部門のエネルギー消費→環境対応車普及の重要性

・広大な面積・雪道など環境対応車普及のネック→適材適所の導入環境整備が必要

・北方圏諸国との気候の類似性、国内最多(26カ所)のテストコース→次世代自動車

の国際競争力貢献力（低温・雪道等走行条件、電費・空調等性能、充電インフラ等サポー

トに関する情報を管理・制御するＩＣＴシステムの開発へ）

・Ｇ８サミット・燃料高騰・厳しい経済雇用情勢→ＥＶ利用による地域活性化に向

けた動き（観光・まちづくりの可能性）

○自動車の普及状況等
・新車販売台数約１８万台(2009年度)、保有台数３３７万台(2010.3末)
・小型車、低公害の保有割合が低い。

・運輸部門のエネルギー消費量135PJ（全国５番目）、ＣＯ２移出量915t-co2（全国５番
目）、台数に比較して移動距離が長い。

→乗用車は道内での公共交通機関を代替する重要な移動手段。ガソリン高騰に伴い

負担の軽減と環境適合が課題。

１－５．取組体制等
○北海道、ＥＶ・PHV導入市町村、先進企業・経済団体等からなるネットワーク「北海道いい

ｅ車のまちづくりネット（仮称）」を設置。構想の取組を評価。
○ＥＶ利用により地域活性化が期待されるエリアを指定し、“しばれ（寒さ）”に負けない

ＩＣＴシステムの開発及び観光振興、中心市街地活性化等の実証実験を推進。

○あわせて、メーカー・販売店、ＳＳ、カーシェアリング・レンタル等事業者等と連携して、

ＥＶ関連バリューチェーンを整備。

１－４．取組内容

「北海道いいｅくるまのまちづくりネット（仮称）」

導入気運の醸成
初期需要の喚起
普及開発

［ＥＶ関連バリューチェーンの整備］
メーカー・販売店、SS、

ＩＴ、電気工事、
カーシェア・レンタカー

などＥＶﾂｰﾘｽﾞﾑ地域組織

ＩＣＴシステム開発連携体制を整備

市街地活性化等組織

（各地域の市町村、観光・商工団体、ＮＰＯ、大学等）

新たな「北海道省エネルギー新エネルギー促進行
動計画と整合を図るとともに、普及実績を把握しつ
つ、普及実績を反映し見直す。 2011 2013 2015 2020

［販売台数の推移試算］

普及台数

9万台程度

販売台数

2.7万台程度

［点から線へ］
○ＥＶ利用実態、利点・実態の見える化
と共有
○道、市町村、企業等のネットワーク化
○ＥＶ・ＰＨＶ初期需要の喚起
・地方公共団体、環境先進企業におけ
る導入促進
・ＥＶ・ＰＨＶ利用による地域活性化支援
・民間企業等のタイアップ事業の喚起
○充電インフラの整備
・公共施設等の充電用コンセントの開
放利用
・急・中速充電器整備のサポートと整備状
況の把握と共有
○効果的な普及啓発、普及支援人材の
育成、環境教育との連携

［線から面へ］

寒
冷
地
の
安
心
ド
ラ
イ
ブ
と

地
域
活
性
化

ＩＣＴの活用によるＥＶ等利用高度
化社会システムの実証

（低温、充電量、後続距離、インフラ等情報監視・制御）

滞在型観光地にお
ける自然との共生を
実現する
ＥＶﾂｰﾘｽﾞﾑの実証

例）

・国際ＥＶショーケース

・ＥＶヘルスツーリズム

など

中心市街地に
おける公共交
通機関等との
連携による利
便性・環境性・
経済性の両立
と地域活力の
創出

◆ＥＶ・ＰＨＶの風を点から線へ！～導入機運の醸成とネットワーク化、初期需要の創出
◆ＥＶ・ＰＨＶの風を線から面へ！～厳しい気候条件と豊かな自然が培う社会システムの構築

積雪寒冷の気候と国内最多の走行実証拠点
を活かした北方圏向けソリューションの提示

滞在型観光地における自然との共生を
実現するＥＶツーリズムの構築・普及

中心市街地における公共交通機関等との連携によ
る利便性・環境性・経済性の両立と地域活力の創出



航続距離
快適性

低炭素化
安心・安全低温雪道

（都道府県名）ＥＶ・PＨＶタウン提案書（様式２）

ＩＣＴの活用によるＥＶ・ＰＨＶ

利用高度化社会システムの実証

中心市街地に
おける公共交
通機関等との
連携による利
便性・環境性・
経済性の両立
と地域活力の
創出

冬季におけるＥＶを活用したカーシェアリング・レンタルを行
い(温暖期データと比較）、予約配車時、始動前、運転時、利
用後における充電残量、後続距離情報、車内温度情報、走
行位置情報、充電インフラ情報など安心ドライブに欠かせな
い情報をＩＣＴを活用したリアルタイムに監視・制御するシス
テムを開発実証。

「サロベツ湿原」と皮膚病効果の高い豊富
温泉と天然ガス資源、稚内市メガソーラー、
大規模風力発電施設と自然エネルギーの

蓄電池（ＮＡＳ）の
充電インフラと結び、
（湿原散策、酪農
体験など）を組み
込んだＥＶヘルス
ツーリズムを実証。

積雪寒冷の気候と国内最多の走行実証拠点
を活かした北方圏向けソリューションの提示

滞在型観光地における自然との共生を
実現するＥＶツーリズムの構築・普及

羊蹄山、ニセコアンヌプリを望むビューポイントや多彩な温泉施設、
世界が認めた良質な雪質のスキー場をはじめとした夏冬を通じたア
ウトドアー体験メニューを結ぶＥＶ利用サービスを提供。急増してい
る海外観光客の評価を得ながら、環境国際リゾートの魅力を発信す
るＥＶ＆アウトドアショーケースを実証。

生態系を守り、健康・癒しをチャージする
ＥＶヘルスツーリズム

Ｇ８サミット開催地北海道発、
国際ＥＶ＆アウトドアショーケース

中心市街地における公共交通機関等との連携によ
る利便性・環境性・経済性の両立と地域活力の創出

道都札幌のベッドタウンで、商業機能や多様な都市機能が集積する野
幌駅周辺において、通勤、通学、買い物など多様な移動ニーズがあり、
鉄道や駐車場、マイカーなどの効率的な組合せと、中心市街地の活性
化に向けてレール＆パーク＆ＥＶライドの効率的な展開と、公共交通
機関等とのＩＣカード連携による、エコモーダルポイントシステムを構築
などによる低炭素型・賑わいのまちづくりを実証

駅前ＥＶモーダルミックスと
賑わいのマグネット

地域活性化効果の顕在化・地場産業群の育成とＥＶ需要の拡大の好循環を導き、民需主導による自立型の普及軌道へ

厳しい気候条件と豊かな自然が培うＥＶ社会システムの構築

＜予約時＞
充電量？
航続距離？
寒さ？

＜運電時＞
航続距離？
寒さ？i充電イン
フラ？道路？
サポート？

監視・制御システム


