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ＥＶ・PHVタウン提案書 （様式１） 

タイト

ル 

「とちぎ環境立県戦略」の推進 

～地球と人にやさしい“エコとちぎ”づくりに向けて 

提案団

体 

栃木県 人口：２，０１０，７３２人 

（Ｈ２１．１０．１） 

担当者

名及び

連絡先 

担当者の所属 栃木県環境森林部地球温暖化対策課 

氏名 大山 剛 

電話028-623-3187／FAX 028-623-3259／メール chikyu-ondanka@pref.tochigi.lg.jp 

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・PHVタウンとしての位置づけ 

○「とちぎ環境立県戦略」 

 栃木県では、すべての県民の協働によって、地球温暖化対策に取り組んでいくための道筋を示すものとして、平成 21

年11月に「とちぎ環境立県戦略」を策定した。 

 戦略では、先導的な取組を８プラスワンのリーディングプロジェクトとして掲げているが、その一つに「エコカーの普

及促進プロジェクト」を位置づけている。また、本県においても政府目標同様に、10年後における「新車の2台に1台は

次世代自動車」を目指しており、EV・PHVタウンに取り組む意義は大きい。 

 

【自動車への依存度の高い本県】 

1世帯当たりの自家用乗用車の保有台数が全国6位（平成20年度）、自動車免許保有率が全国2位（平成

18年度）、また、自家用自動車の分担率（人員ベース、平成17年度）は91.7%で同年の全国平均67.2%を大

きく上回るなど、本県は自動車への依存度が高く、全国有数の車社会であると言える。このことを証明す

るように、本県のCO2総排出量のうち自動車からのCO2排出量が占める割合は、全国平均の16.9%を大きく

上回る 28.9%である(平成 20年度)。電気自動車への転換による、地球温暖化防止効果に期待するところが

大である。 

 

○地域の実情に合わせたモデル事業の実施 

本県は、平野部から山岳部まで変化に富んだ地形を有し、また、人口の多い都市部や里地里山の残る中山間地域などが

あるほか、世界文化遺産やラムサール条約による湿地の登録などに代表される、観光客がたくさん訪れる地域などがあり、

これらの本県の特性を活かした取組を実施することにより、その有効性を広く県内外にPRすることが可能となる。 

こうしたことから、以上の地域特性に応じた４つのモデル地域を設定し、協働しながらEV・PHVの普及促進に取り組む

こととする。 

 

○「モデル地域」としての設定 

① 宇都宮市 ：北関東最大の都市。関東平野の北端に位置し平坦。 

② 日 光 市 ：急峻な山岳地域。日光国立公園、世界遺産「日光の社寺」、ラムサール条約に登録されている

「奥日光の湿原」、日本で唯一国の特別史跡と特別天然記念物の二重指定をうけている日光杉

並木などの観光資源に恵まれ、年間1,125万人（平成21年度）の観光客が訪れる。 

③ 那須塩原市 ：山岳地域と緩やかな傾斜の扇状地が半々の中山間地域。農業産出額は県内1位（平成19年度）。 

④ 那 須 町 ：栃木県の最北部に位置し、標高1,900メートルを超える山岳地域から標高200メートル前後の

地域まで、標高差が非常に大きく、また起伏の多い複雑な地形を有す。本県を代表する観光地

の一つで、観光客宿泊数は、県内2位（平成21年度）である。平成20年に宮内庁所管の那須

御用邸の一部（約560ha）が環境省に移管され、現在、「那須平成の森」として整備が進めら

れている。 

※上記4市町の観光客入込数は合計4,098万人で、県全体（8,342万人）の49%を占める（平成21年度）。 
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○栃木県の特徴的な取組 

 

１ レイル＆EV観光モデル事業 

 日光国立公園に位置し、世界遺産に登録されている「日光の社寺」やラムサール条約湿地に登録されている「奥日光の

湿原」、さらには那須御用邸から環境省に所管替えとなり一般公開が予定されている「那須平成の森」など、四季折々の

優れた大自然を有した日光・那須地域へ多くの観光客が訪れている。 

このような豊かな生物多様性を守り育てて、その恵みを次の世代に引き継ぐ「人と自然が共生するとちぎ」を実現して

いくことが本県の責務となっている。 

 これらの自然環境等に十分配慮しつつ、県内の自然等を満喫できるエコツアーを推進するため、走行時にCO2を排出し

ない鉄道（東北新幹線、日光線（JR,東武））とEVタクシー、EVレンタカーを組み合わせたレイル＆EV観光モデル事業を

実施する。 

 また、特に配慮が必要な地域である奥日光小田代原においては、既に実施しているパーク＆バスライド（HVバス）と連

携していくとともに、那須高原においては、実証実験中のパーク＆バスライド路線に乗り入れるタクシーの EV 化を図っ

ていく。 

 

２ 都市部でのEV活用モデル事業 

 北関東一の50万都市である宇都宮市においてEV利用を促進するため、EV導入、充電施設の設置等、市民、事業者等へ

のニーズ調査を行うとともに、都市部のマンション、公営住宅、住宅団地など、自動車保有ニーズの低い地域での EV カ

ーシェアリング事業を実施する。 

 また、餃子とカクテル、ジャズの街で全国に知られる宇都宮市街地の観光散策用としての EV タクシー活用事業や大型

EV車両の地域内交通への活用事業、郊外に位置する大型ショッピングセンターや工業団地、県立自然公園への移動と周遊

を併せたEVレンタカー＆レンタサイクル活用事業など、都市部ならではの環境に配慮したEVの活用を図る。 

 

３ 中山間地域でのEV活用事業 

 県土の東西北部の馬蹄形に位置する中山間地域では、過疎化の進展や次世代自動車の普及等により、ガソリンスタンド

の撤退等が懸念されている。 

 本県の特徴でもある冬期の日照時間が長く（全国 3 位）、那須疏水に代表される豊富な水資源に恵まれていることなど

から、自然の力を十分に活用することが重要である。 

 これらの地域資源を活用した太陽光、小・マイクロ水力など再生可能エネルギーを電気に変換し、農業等への EV 利用

を促進するため、農業団体、関連企業、大学、行政機関などで構成する研究会で検討する。 

 将来的には、基幹産業である農業では、EV農業機械、EV軽トラックが利用され、更にはEVコミュニティーバスの運行

による生活環境の改善が実現し、中山間地域の活性化を図っていく。 

 

４ 本県自動車産業の新たな展開 

 県では、現在、ものづくりの中核をなす自動車産業について、県内に立地する大手自動車メーカーや高度な技術力を持

つ中小企業等からなる「とちぎ自動車産業振興協議会」（会員数：約 230社・団体）を結成し、次世代自動車への取組を

推進しているところである。 

 さらに、現在策定中の次期総合計画において、「明日を拓く成長戦略」を重点戦略の一つに掲げ、その中のプロジェク

トの一環として更なる自動車産業の振興を図ることとしており、特に、環境対応型自動車に関する技術開発支援に重点的

に取り組むこととしている。 

このような中、今後、事業所向け EV カーシェアリング事業で行うモニター走行試験等の結果も踏まえ、大手自動車メ

ーカーの協力を得て、中小企業との産学官連携によるEV関連の技術開発や新たな部品開発の支援を行うなど、EV・PHVへ

の転換のための更なる対応を促進させ、本県自動車産業の新たな展開を図っていく。 

 

５ とちぎEVスマートシステムの構築 

従来の発電所からの送電による電力使用のシステムから、これからはEV・PHVを家庭生活に組み込み、太陽光発電など
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の再生可能エネルギーを蓄電し、必要なときには住宅に電力を供給できる新しいシステムが求められている。 

また、ICTにより、住宅、EVそれぞれの電力の利用状況を常に監視し、時間帯や天気予報などを踏まえて電力消費を抑

制するほか、EV充電の際は格安な方法を判断する。さらに EVの走行可能距離、充電スタンドの位置なども逐次情報提供

できるシステムも重要である。 

こうしたシステムにおいては、EVが電気製品となるだけでなくエネルギーやICTに組み込まれることから、幅広い業界

の協力なしには構築できないため、自動車産業に加え、電力、充電・蓄電、通信、流通、JA、市町村など、幅広い企業・

団体等の連携により、システムの構築に向けた検討を行う。 

 

１．（２）現状分析 

１ ．

（２）

① 

地域特

性 

【地理】 

・ 関東地方北部に位置する内陸県で、関東地方で最大の面積を有する。県土は、北西部山岳地帯、県東部の茨

城県境に沿って南北に伸びたなだらかな丘陵地帯、中央平野部の三つに大きく分けられる。 

・ 首都東京からは60㎞～160㎞に位置し、東北縦貫自動車道、東北新幹線が南北に貫き、また、北関東自動車

道（平成23年春に全線開通予定）が東西に貫き、交流・連携の大きな軸の交差部分に位置する恵まれた立地

条件にある。 

 

【気候】 

・ 寒暖の差が大きい内陸性気候であり、気温平年値の年較差は全国6位で、33.6℃と大きい。 

・ 冬の寒さは厳しく、「男体おろし」などと呼ばれる季節風が強く吹き、晴天が続くため、日照時間は全国 3

位の長さで、太陽光発電にとって優位性がある。 

・ 夏は、北西部から南東方向に広がる斜面で、上昇気流が発生し雷雲を発生させ、夏季の雷発生日数は全国 1

位である。 

 

【人口】 

・ 平成21年10月1日現在で201万732人（男99万9,627人、女101万1,105人）。平成17年のピーク以降は

緩やかな減少を続けている。 

・ 東北新幹線等が通過する、県央を南北に縦断するライン付近に、人口の増加が見られ、このラインから離れ

るにつれて、減少率が大きくなる。 

・ 年齢別人口構成の割合は、年少人口（0～14歳）及び生産年齢人口（15～64歳）が一貫して減少し続けてい

る一方、老年人口（65歳以上）は増加傾向が続いている。 

 

【経済・産業】 

・ 東京圏に近く、自然が豊かで水や土地資源に恵まれていること等の利点を活かし、工業、農業、観光産業が

発展してきた。 

・ 県内総生産額の産業別の構成比は、第 2次産業が 41.7%となっており、第 2次産業の占める割合が全国４位

と極めて高く、「ものづくり県」であるといえる。 

・ 我が国を代表する自動車メーカーとその関連企業が立地し、平成20年度の自動車関連産業の製造品出荷額等

は、1兆7千2百億円で県全体の18.5％を占めており、「本県の基幹産業」となっている。 

 

【電力】 

・ 明治23年に県内最初の工場用水力発電が行われ、同26年には全国で3番目となる電気供給事業用の水力発

電所が作られるなど、水力電源開発の先進県である。 

・ 県内で発電される電力量は、使用量の5.5%に過ぎず、残りの94.5%を他県から輸入している。（平成21年度） 

 

【交通】 

・ 鉄道交通は、昭和55年から大きな変化はないが、バスについては路線数や便数が減少し、利用者数も減少し
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ている。 

・ 駅周辺に比べ郊外の人口が多く、移動手段としての自動車が欠かせない状況であり、自動車への依存がとて

も高い。 

 1世帯当たりの自家用乗用車の保有台数 1.636台  全国6位   （平成20年度） 

 自動車免許保有率            67.6%  全国2位   （平成18年度） 

 自家用自動車の分担率（人員ベース）   91.7%  全国平均67.2%（平成17年度） 

 

【環境】 

・ 県北西部の山岳地帯を中心とした地域は、我が国の代表的な自然公園である日光国立公園によって占められ、

日光国立公園内には年間1,700万人以上の観光客が訪れる。 

・ 夏休みや紅葉シーズンの入込数は特に多く、マイカー渋滞対策と排気ガスによる環境負荷の低減が課題とな

っている。 

 

【その他】 

・ 県都宇都宮市は、関東平野の北端に位置し平坦であることなどから、自転車を利用する市民が多い。自転車

は環境にも優しく健康にもよいことから、市は自転車利用者のための休憩・修繕スペースを併せ持つ施設の

整備や、自転車専用通行帯を整備するなど「自転車のまち」づくりを進めている。また、アジア最高峰の自

転車レース「ジャパンカップ」の開催地であり、国内初の地域密着型プロロードレースチーム「宇都宮ブリ

ッツェン」の本拠地にもなっている。 

 

１ ．

（２）

② 

自動車

の普及

状況、

ＣＯ２

の排出

実態等 

 

【自動車等の普及状況】 

・ 自動車保有台数は、平成21年度末で1,647千台、うち乗用車は1,235千台（うち電気自動車3台）。今後は、

人口の推移にあわせて緩やかに減少して行く見込み。 

・ 平成21年度の新規登録台数は92千台、うち乗用車は80千台。全体的には減少傾向。 

・ 急速充電器は平成21年度末で県庁に1基（一般開放）、2事業者が各1基の計3基。 

 

 
※ 推計値は、本県の人口推計（中位）の減少率を用いて算出した。 
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【CO2の排出実態】 

・ 県内の温室効果ガス全体の排出量が減少する中、CO2 の総排出量が 2008 年度は基準年（1990 年度）と比べ

413千t-CO2（2.6％）増加している。 

・ 部門別に見ると、民生部門（家庭）が 36.6％、民生部門（業務）が 39.4％、運輸部門（自動車）が 19.3％

増加している一方で、産業部門（製造業）では24.3％減少している。 

・ 産業部門（製造業）及び運輸の両部門で排出量の約6割を占める。 

・ 排出源別のCO2排出量の占める割合を全国と比較すると、運輸部門（自動車）の占める割合が全国と比べて

大きく、「１．（２）①【交通】」に記載したとおり、自動車への依存度が高い本県の特性が表れている。 

 

CO2部門別排出量           （千t-CO2） 

 

 

排出源別のCO2排出量の占める割合（2008年度）    (%) 

 部門 全国 栃木県 

産業（製造業） 32.5 32.0 

産業（建設業・鉱業） 1.0 1.9 

産業（農林業） 1.0 2.0 

民生（家庭） 14.0 14.8 

民生（業務） 19.4 13.7 

運輸（自動車） 16.9 28.9 

運輸（鉄道・その他） 2.5 0.6 

その他 12.7 6.1 

 

【EVに対する意識】 

・ 県では、平成22年2月に1台、同年6月に2台の電気自動車を導入したことから、これらを活用して毎月試

乗会を開催し、試乗者に対してアンケート調査を実施している。（H22.9末時点＿試乗会７回、アンケート回

収156人。） 

・ アンケート結果では、電気自動車の普及には、67%の人が充電スタンドの整備が必要と回答している。 

・ 不安に感じていることとしては、充電の方法が40%、充電代金が36%と充電に係る回答が4分の3を超え、連

続走行距離と回答した人は 12%であった。今後は、試乗だけでなく、充電の方法についての体験の提供も普

及啓発手法として有効と思われる。 

・ 購入価格については、ガソリン車より高くても価格差50万円以内であれば購入するという人が48%いること

から、購入時のインセンティブや、生産台数の増加等による価格の低下が普及促進のポイントとなる 

 

 Q 普及のために何が必要か？   Q 一番不安なことは？     Q 購入価格はどのくらいが適当か？ 
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【これまでの取組と今後の対応】 

・ 初期需要の創出 

 県公用車として電気自動車3台導入した。 

・ 充電インフラの整備 

 県庁に急速充電器 1基設置したほか、平成 22年度は、市町村や民間事業者が行う急速充電器の設置

に対する補助制度を創設した。（補助予定基数 15基） 

・ 普及啓発の促進 

 電気自動車導入後、毎月試乗会を開催するとともにアンケートを実施している。 

 平成22年度から、自動車販売メーカーと連携し、各種イベントにおいて展示や試乗などを行い、「見

る」・「乗る」機会の提供に努めている。 

 

走行時にCO2を排出しない電気自動車は、運輸部門からのCO2排出量削減対策として有効であることから、今

後はこれまでの取組を引き続き実施するとともに、本構想の実施によってその取組を発展させ、電気自動車の普

及を加速させていく。 

なお、本構想の推進に当たっては、自動車関連企業はもとより、電力、充電、蓄電、通信、流通、JA、市町村

など多くの関係者による「（仮称）とちぎ電気自動車普及促進協議会」（以下「協議会」という。）を設立し、本

県が将来像として掲げた「地球と人にやさしい“エコとちぎ”」の実現に向け、官民一体となって取り組んでい

く。 

 

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 

栃木県新エネルギービジョン 

平成13年3月 

 新エネルギーの導入を促進するための県全体の総合計画であると同時に、県

民、事業者、行政（県、市町村）等の各主体が新エネルギーを導入する際の指

針となるもの。 

◆ 重点的に導入を図る新エネルギーとして、クリーンエネルギー自動車を選

定。 

栃木県生活環境の保全等に関

する条例 

平成16年10月 

 公害の防止その他事業活動及び日常生活に伴う環境への負荷の低減を図る

ための措置について定めたもの。 

◆ 県は、自ら低公害車を使用すること等により、低公害車の普及を促進する

よう努めるものとする。 

◆ 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車を購入し、又は使

用するよう努めなければならない。 

栃木県庁環境保全率先実行計

画＜二期計画＞ 

平成17年3月 

 県自ら排出する温室効果ガス抑制のための実行計画を定めたもの。 

◆ 公用車の新規導入及び更新に当たっては、より環境への負荷の少ない車両

の導入に努め、低公害車への導入を計画的に進める。 

栃木県環境基本計画 

（改訂計画） 

平成18年3月 

 本県の環境の保全に関する基本的な計画であり、基本目標及び長期的な施策

の方向等を明らかにしたもの。 

◆ 自動車からの二酸化炭素排出量削減の推進のため、県が率先して、低公害

車を公用車として導入するとともに、県民や業者に対して普及を図る。 

栃木県地球温暖化対策地域推

進計画（改訂計画） 

平成18年3月 

京都議定書目標達成計画を勘案した、温室効果ガス排出抑制のための県の推

進計画。削減目標とそのための対策及び行動指針を定めたもの。 

◆ 低公害車等の導入促進を図る。 
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とちぎ環境立県戦略 

平成21年11月 

 県民協働により、地域から積極的に地球温暖化対策に貢献して行くための道

筋を示したもの。 

 「10年後の“エコとちぎ”のイメージ」 

県内で購入される新車の2台に1台は次世代自動車。 

 「エコカー普及促進プロジェクト」をリーディングプロジェクトの一つに

掲げる。県の一般公用車の次世代自動車等への転換及び事業者等の次世代

自動車導入の促進を図る。 

 

１．（３）普及目標等 

１ ．

（３）

① 

目標 

 

 普及台数 充電インフラ CO2削減効果 

短期目標（2013年) 累計 １千台 急速充電器 25基 累計 1.5千t-CO2 

中期目標（2020年） 13千台／年 利用状況に基づき、必要

性を検討する。 

18.9千t-CO2／年 

長期目標（2050年） 68千台／年  99.0千t-CO2／年 
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１ ．

（３）

② 

目標の

達成に

ついて

の考え

方 

 

【短期目標】 

・ 「とちぎ環境立県戦略」が目指す10年後のイメージは、国の「次世代自動車戦略2010」と同様、新規購入車

の半分を次世代自動車にするというものであり、そのうちEV・PHVの割合も同様（15%～20%）に考えている。 

・ 同じ車格の車より100万円以上高い価格で発売された世界初の量産ハイブリッド自動車プリウスの場合、発売

から5～6年目までは緩やかに普及し、その後急激に普及が拡大した。（下表） 

・ EVやPHVは、さらに高額であることに加え、急速充電器等の整備も未だ十分ではないことから、ハイブリッド

自動車と同様に初期は緩やかに普及し、価格低下やインフラ整備等が進んだ数年後に急激に普及が拡大する

と考えられる。 

・ こうしたことから、全国の自動車保有台数に占めるハイブリッド自動車の割合を参考に目標を設定すること

とし、具体的には、短期目標を設定する2013年が、量産EVが個人向け販売から3年後であることから、プリウ

ス発売から3年後の保有台数に占めるハイブリッド自動車の割合を算出し、これに2013年時点の本県の保有台

数（推計値）を乗じて算出する。 

  〔 1,628千台（推計値） × 0.067% ≒  1千台 〕 

・ 急速充電器については、地域バランスを考慮し、20㎞メッシュに1箇所配置することを基本とし、人口や観

光客入込数が多い等を踏まえてのアレンジも可とする。 

 

【中期目標】 

・ 「とちぎ環境立県戦略」の10年後（2010年）のイメージに合わせるものとし、新規購入車の15%がEV・PHVに

なるものとして目標を設定する。 〔 88千台（推計値） ×   15%   ≒ 13千台  〕 

 

【長期目標】 

・ 2050年には新規購入車全てがEV・PHVになるものとして長期目標を設定する。 

〔 68千台（推計値） ×  100%   ≒ 68千台  〕 

 

 
 

【CO2削減効果】 

・ EVの CO2削減効果は対ガソリン車比 70%、ガソリン車のC02排出量は 2.08 t-CO2／台とし、これに普及台

数を乗じて算出する。 

 

 

取組み方針 普及・整備の程度及びその見込みの根拠 

(1)初期需要の創出 

◆自治体の率先導入 ・ 平成25年度までに、県及び市町村で 

累計30台の導入を目標とする 
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◆購入時の負担軽減 ・ 車両導入補助の実施 

・ 制度資金を活用した低利融資の実施 

◆利用時のメリット 

 

 

 

 

・ 駐車場の優先スペースの設置 

・ 交通規制箇所への乗り入れ許可の検討 

・ 自動車税減免の検討 

・ 軽自動車税減免の検討 

・ 有料道路料金及び県営有料駐車場の利用

料金割引の検討 

◆その他 

 

・ EVドライブ＆レンタサイクル事業の検討 

・ 地域内交通への EVタクシーの活用実証実

験の検討 

(2)充電インフラの整備 

◆自治体の率先導入 

 

・ 県有施設等への急速充電設備の率先設置 

※急速充電設備が設置されない地域（20

㎞メッシュ）等について、県有施設に急

速充電設備を設置する。 

◆設置時の負担軽減 

 

・ 電気自動車充電設備設置事業による設置

補助の実施  平成23年度までに 25基 

◆利用時の不安解消 

 

・ 充電インフラマップの公開 

・ ネットワークの構築 

◆地域特性を活かした取組 ・ 小水力及び太陽光発電を利用した充電設

備設置モデル事業の実施 

(3)普及啓発 

◆見える化、話題化 

 

 

 

・ EV・PHV普及啓発事業 

・ カーシェアリング 

・ シンポジウムの開催 

・ モニター（事業所）による評価 

・ EV教室の開催 

(4)その他 

◆実態把握、評価 

 

・ EV・PHVニーズ調査 

・ 車両及び充電インフラの普及状況調査 

◆地域特性を活かした取組 

 

・ 農山村地域におけるＥＶ利用の検討 

・ レイル＆EV観光モデル事業 

◆産業の活性化 

 

・ 充電器やEV・PHV関連製品の研究開発支援 

・ EVの分解展示 

１ ．

（３）

③ 

フォロ

ーアッ

プの方

法 

・ 県は、現在設置準備を進めている協議会の構成員等と連携し、EV・PHV の普及台数、充電インフラの整備状

況や活用状況、普及啓発の実施状況等を毎年把握し、それらの内容を取りまとめ、協議会に報告する。 

・ 協議会は、進捗管理、評価を行い、次年度以降の施策を検討する。 
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１．（４）自治体の活力の創出等 

・ これまで実施してきているエコ通勤やエコドライブの取組に加え、本構想によってEV・PHVの普及促進を加速させるこ

とで、本県の課題である運輸部門からのCO2排出量削減が期待できる。 

・ 本県のEV・PHVタウン構想を県内外にアピールすることにより、県民が総ぐるみで地球環境の保全に積極的に取り組む

機運を醸成するとともに、次世代自動車産業への参入に取り組もうとしている県内企業のモチベーションを向上させ、

本県の基幹産業である自動車関連産業全体のより一層の活性化が期待できる。 

・ 県内有数の観光地においてモデル事業を実施することにより、観光スポットとしてのイメージアップ、誘客及び地域の

活性化が期待できる。 

・ 農山村地域をモデルとした EV利用の検証により、高齢化・過疎化が進む中山間地域の安全・安心な生活を確保するこ

とができる。 
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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 

自治体が率先導入するとともに、購入時の負担軽減を図る取組として中小企業に対する低利融資を実施するほか、事業者

に対する導入補助制度を創設する。また、県所管駐車場への優先スペースの設置、交通規制箇所等へのEV・PHVの乗り入れ

許可、自動車税や軽自動車税減免の検討など、利用時にメリットを与える取組をあわせて実施することにより、民間への普

及を促進し初期需要の創出を図る。 

 

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) 県及び市町村へのEV率先導入 

内容：県は率先して公用車にEVを導入するとともに、市

町村に対してEVの導入を働きかける。 

場所：県全域 

【主体】 

県、市町村 

【時期】 

H22～H25 

各主体 【普及見込み】 

県・市町村  累計30台 

【フォローアップの方法】 

保有台数の把握 

(b)車両導入補助の実施 

内容：モデル事業実施地域において、モデル事業に参加

する事業者等に対し、国庫補助に上乗せして補助

する。 

場所：モデル事業実施地域 

【主体】 

県 

【時期】 

H24～H25 

県 

国庫 

「低公害車普

及促進対策費

補助事業」を活

用予定 

【普及見込み】 

計30台 

【フォローアップの方法】 

補助実績、充電状況や運

行状況等の把握 

(c)「とちぎEV・PHV普及応援隊」によるEV・PHV導入 

内容：CO2削減や環境負荷低減に理解を示す企業、団体が

「とちぎ EV・PHV 普及応援隊」を組織し、社用車

としてEV・PHVを導入する。 

場所：県全域 

【主体】 

企業、団体 

【時期】 

 H23～H25 

各主体 【普及見込み】 

累計300台 

【フォローアップの方法】 

導入台数の把握 

(d)制度資金を活用した低利融資の実施 

内容：電気自動車及び充電施設を設置する中小企業に対

し、長期・低利の融資を行う。 

場所：県全域 

【主体】 

県 

【時期】 

H22～H25 

県 【フォローアップの方法】 

導入台数の把握 

(e)EV・PHVの利用者へのインセンティブの付与 

内容：①有料道路料金割引の検討（H25） 

②有料駐車場利用料金割引の検討（H25） 

③優先駐車スペースの提供（H24～） 

場所：モデル事業実施地域、宇都宮市 

【主体】 

県、宇都宮市 

【時期】 

H24～H25 

県 

宇都宮市 

【フォローアップの方法】 

利用状況の把握 

協力事業者数及び設置箇

所数の把握 

(f)交通規制箇所への乗り入れ許可の検討 

内容：パーク＆ライドの実施路線など一般車両の乗り入

れに規制をかけている箇所について、EV・PHV に

ついては通行を許可することを検討。 

場所：モデル事業実施地域 

【主体】 

県、市町村 

【時期】 

H24～H25 

－ 【フォローアップの方法】 

利用状況の把握 

(g)自動車税減免の検討 

内容：EV・PHVの自動車税の減免を検討する。 

場所：県全域 

 

 

【主体】 

県 

【時期】 

H23～検討 

県 【フォローアップの方法】 

軽減適用台数の把握 
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(h)軽自動車税減免の検討 

内容：EV・PHVの軽自動車税の減免について、市町村に検

討を働きかける。 

場所：県全域 

【主体】 

市町村 

【時期】 

H23～検討 

市町村 

 

 

【フォローアップの方法】 

軽減適用台数、減免実施

市町村の把握 

(i)EVドライブ＆レンタサイクル事業 

内容：自転車のまちづくりをすすめている市の特徴を活

かし、JR宇都宮駅や東武宇都宮駅周辺で EVと自

転車をセットでレンタルして、市内や県内の観光

地等を巡る事業を検討する。 

場所：宇都宮市 外 

【主体】 

宇都宮市 

【時期】 

H25 

宇都宮市 【フォローアップの方法】 

利用者数の把握 

(j)地域内交通へのEVタクシーの活用実証実験 

内容：ミニバンのような大きめのEVタクシーを地域内交

通として利用する実証実験を行う。 

場所：宇都宮市 

【主体】 

宇都宮市 

【時期】 

H25 

宇都宮市 【フォローアップの方法】 

利用者数の把握 

２．（１）③課題 

(b) 導入にかかる補助の実施について、予算の確保、補助対象者の調整、モデル事業実施地域以外の事業者の理解を得る必

要がある。 

(e)有料道路について、料金体系の変更について許可権者である国との協議調整、料金割引に伴う減収補填、ETCのシステム

改修経費等の予算の確保、カード会社との調整が必要である。また、有料駐車場の料金収入が指定管理者の収入となっ

ている場合は、損失補填等が必要である。 
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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事項 

２．（２）①取組方針 

 本県が実施したアンケートでは、67%の人が電気自動車の普及に充電スタンドの整備が必要としており、EV普及のために

は、完全放電に対する不安を解消し、安心してEVに乗ることができる環境整備が欠かせない。 

 こうしたことから、県、市町村をはじめ、電力会社や自動車メーカー、環境意識の高い民間企業等と連携して、一般開放

する充電インフラを整備し、あわせて充電インフラの位置情報をホームページ等で公開する。 

県は、県有施設に急速充電設備を率先設置するとともに、一般開放する急速充電設備の設置に対し補助を行い、県内にバ

ランスよく急速充電設備が配備されるよう誘導する。 

さらに、本県の特色である中山間地域の地形勾配を利用した農業用水路の小水力発電や、日照時間の長さを活かした太陽

光発電による充電設備の設置に関するモデル事業を行う。 

 

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)電気自動車充電設備設置事業 

内容：市町村や民間事業者の急速充電設備の設置に対す

る補助。 

場所：県全域 

【主体】 

市町村 

民間事業者 

【時期】 

H22～H23 

県 

事業主体 

国庫 

・「クリーンエ

ネルギー自動

車等導入費補

助事業」を活用

予定 

【普及見込み】 

累計25基 

【フォローアップの方法】 

設置台数の把握 

(b)県有施設等への急速充電設備の率先設置 

内容：(a)の補助事業を実施しても急速充電設備が設置さ

れない地域（20㎞メッシュ）等について、県有施

設に急速充電設備を設置する。 

場所：県全域 

【主体】 

県 

【時期】 

H22～H23 

県 

 

国庫 

・「クリーンエ

ネルギー自動

車等導入費補

助事業」を活用

予定 

【フォローアップの方法】 

設置台数の把握 

(c)充電インフラマップの公開 

 内容：一般開放している充電インフラの位置、施設名、

利用時間等の情報を随時収集し、県のホームペー

ジ等で公開する。 

【主体】 

県 

【時期】 

H23～ 

県 

 

【フォローアップの方法】 

随時データを更新 

(d) 充電器やEV・PHV関連製品の研究開発支援 

内容：県内企業の充電器やEV・PHV関連製品の研究開発

を促進するため、公設研究機関や大学等の技術開

発力を生かした共同研究を実施する。 

  県では、こうした研究開発に対し、資金的な助成を

行う。 

場所：県全域 

 

 

 

 

【主体】 

県（公設試） 

産業支援機関 

企業 

大学 

【時期】 

H23～ 

県 

産業支援機関 

【フォローアップの方法】 

支援件数 
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(e) ネットワークの構築 

内容：「とちぎEV・PHV普及応援隊」により、次の事業を

展開する。 

・ 充電器を導入し、相互利用を図る 

・ 従業員への啓発活動 

・ 県では、ネットワーク参加企業や利用可能充

電器についての情報を広く発信する。 

場所：県全域 

【主体】 

県 

企業 

経済団体 

産業支援機関 

 

【時期】 

H24～ 

－ 【フォローアップの方法】 

利用状況把握 

(f)小水力及び太陽光発電を利用した充電設備設置モデル

事業 

内容：農業関係団体、発電・蓄電・充電・ＥＶ関連企業、

大学、行政等で構成するスマートビレッジモデル

研究会を設置し、本県の特色である中山間地域の

地形勾配を利用した農業用水路の小水力や日照時

間が長い太陽光などの豊富な再生可能エネルギー

を、電力に変換し、蓄電・充電施設の設置に関す

るモデル実証を行う。 

場所：中山間地域 

 

 

 

 

 

【主体】 

県（スマートビ

レッジモデル

研究会） 

【時期】 

H23 

・ モデル地

域の選定 

・ 発電、蓄

電、充電施

設等の設

置 

H24～ 

・ 発電、蓄

電、充電効

率等調査 

県 

国庫 

・「農業水利施

設利用小水力

発電導入促進

事業」 

・「再生可能エ

ネルギー導入

支援事業」 

【フォローアップの方法】 

モデル研究の検討結果を

広く周知することで、中

山間地域での小水力及び

太陽光発電を利用した充

電施設の整備を推進す

る。 

２．（２）③課題 

(e)相互利用を推進するためには、充電設備がネットワーク参加企業に導入されていることや、相互利用の合意形成などを

クリアする必要がある。 

(f)小水力発電施設を設置するには、かんがい用の取水許可を取っている農業用水においても河川法に基づく各種の許可が

必要となっており、許可申請手続きに多くの労力と時間がかかっている。また、電気事業法においても、10kW以上の小

水力発電及び20kW以上の太陽光発電では届出が必要であり、手続きに多くの労力と時間がかかるため、規模の大きい発

電施設の設置は進みにくい状況にある。 
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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 

電気自動車を普及して行くためには、電気自動車を「見る」・「乗る」などの体験を通し、県民の関心を高めることが不可

欠であることから、協議会構成員等と連携し、県内市町村が開催する祭り等での展示や試乗、マラソン大会の先導など各種

イベントへの参加、カーシェアリング事業等を実施し、見える化、話題化を図る。 

また、企業を対象に、EVの分解展示やシンポジウムの開催等を行い、EVに対する理解促進を図る。 

 

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)EV・PHV普及啓発事業 

内容：協議会構成員等と連携し県内市町村が開催する祭

り等での展示や試乗、マラソン大会の先導など各

種イベントに参加し、見える化、話題化を図る。

また、アンケートを実施し、今後の普及促進に向

けた取組に反映させる。 

場所：県全域 

【主体】 

県 

協議会構成員 

【時期】 

H22～H25 

各主体 【フォローアップの方法】 

実施回数 

参加者数等 

アンケート 

(b) EVの分解展示 

内容：電気自動車を購入し、自動車メーカーの協力を得

て分解する。分解した構成部品を展示、説明する

ことにより、電気自動車の構造部品についての理

解を深め普及促進の一助とする。 

場所：県全域 

  ※(d)、(f)終了後に実施 

【主体】 

県 

【時期】 

H23～ 

県 【フォローアップの方法】 

来場者数（主に県内中小企

業） 

(c)カーシェアリング(一般) 

内容：都市部のマンションや県・市営住宅、住宅団地等、

比較的自動車保有ニーズの低い地域において、公

用車の空いている土日等にカーシェアリングの実

証実験を検討する。 

場所：宇都宮市 

【主体】 

宇都宮市 

【時期】 

H23 

宇都宮市 【フォローアップの方法】 

利用者数 

(d)カーシェアリング(事業所) 

内容：県内中小企業に対し、短期の電気自動車貸し出し

事業を実施する。参加企業に対しては、EV・PHV

や充電器についての普及啓発を実施する。また、

この事業で得られたデータを蓄積し、カーシェア

リング事業者や今後参入を考えている者にデータ

を提供し、普及に向けた動機付けとする。 

場所： 県全域 

  ※(f)と同時実施 

【主体】 

県 

【時期】 

H23 

県 【フォローアップの方法】 

参加企業数 

データ使用企業数 

(e) シンポジウムの開催 

内容：次世代自動車フォーラムを開催する。 

場所：県全域 

 

 

 

 

【主体】 

県 

【時期】 

H23 

県 

産業支援機関 

【フォローアップの方法】 

来場者数 



16/19 

(f) モニター（事業所）による評価 

内容：県内中小企業に対し、短期の電気自動車貸し出し

事業を実施する。 

    募集は公募制とし、参加企業及び使用者に使用状

況や導入可能性等に関するアンケートを実施す

る。 

場所：県全域 

   ※(c)と同時実施 

【主体】 

県 

【時期】 

H23 

県 【フォローアップの方法】 

参加企業数 

アンケート回答数 

(g)EV教室の開催 

内容：モーターやバッテリーの作成、EVへの試乗等を行

う環境教育を、小学校の授業の一環として行う。 

場所：県全域 

【主体】 

県 

協議会構成員 

【時期】 

H24～H25 

各主体 【フォローアップの方法】 

実施回数 

参加者数等 

２．（３）③課題 

(b)EVを分解するに当たっては、危険を伴うため、自動車メーカーの協力が必須である。また、部品展示については自動車

関係団体等との調整が必要である。 
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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 

人口50万人を超え、北関東最大の都市である宇都宮市において、市民や事業者、商業施設等を対象に、EV利用や導入、

充電施設の設置等に係るニーズ調査を行い、都市部における効率的な普及施策を検討する。 

また、農村地域においては、過疎化の影響等により、ガソリンスタンドの撤退が始まり、給油への支障も懸念されるため、

農業機械、自家用車や農作業に使う軽トラック、コミュニティバス等でのEV利用について検討する。 

さらに、自然豊かな北西部の山岳地域では、EVを活用した観光モデル事業の中で、航続距離など走行性能のデータを収集

し、寒冷・急峻地におけるEVの利便性等について評価する。 

EV・PHVの普及台数、充電インフラの整備状況や活用状況、普及啓発の実施状況などの基礎データに加え、モデル事業の

効果評価を行うことにより、全県に適用可能な普及促進策へ発展させる。 

なお、データの評価及び次年度以降の施策の検討は協議会が行う。 

 

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ニーズ調査  

内容：市民や事業者、商業施設等にEV利用や導入、充電

施設の設置等に係るニーズ調査を行い、効果的、

効率的な施策を検討する。 

場所：宇都宮市内 

【主体】 

宇都宮市 

【時期】 

H23 

宇都宮市 【フォローアップの方法】 

回答者数 

(b) 農山村地域におけるＥＶ利用の検討  

内容：特に中山間地域において、過疎化の影響等により、

ガソリンスタンドの撤退が始まり、給油への支障

も懸念されるため、ガソリン自動車に代わるＥＶ

の利用を前述のスマートビレッジモデル研究会で

検討する。 

また、中山間地域の基幹産業である農業でのEV農

業機械、EVトラックの利用や生活環境の改善のた

めのコミュニティバス等でのＥＶ利用についても

検討する。 

場所：中山間地域 

【主体】 

県（スマートビ

レッジモデル

研究会） 

【時期】 

H23 

・  モデル地域

の選定 

・ ＥＶのリー

ス導入 

H24～ 

・ 中山間地

域でのＥ

Ｖ利用の

実証 

県 

 

【フォローアップの方法】 

モデル研究の検討結果を

広く周知することで、中山

間地域でのＥＶ導入を推

進する。 

(C) レイル＆EV観光モデル事業 

内容：日光国立公園の自然環境等に十分配慮しつつ、自

然等を満喫できるエコツアーを推進するため、走

行時に CO2 を排出しない鉄道（東北新幹線、日光

線（JR,東武））とEVタクシー、EVレンタカーを組

み合わせたレイル＆EV 観光モデル事業を実施す

る。 

     また、特に配慮が必要な地域である奥日光小田代

原においては、既に実施しているパーク＆バスラ

イド（HVバス）と連携していくとともに、那須高

原においては、実証実験中のパーク＆バスライド

路線に乗り入れるタクシーのEV化を図っていく。 

【主体】 

県 

市町 

協議会構成員 

 

 

【時期】 

H24～H25 

県ほか 【フォローアップの方法】 
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場所：日光市、那須塩原市、那須町 

(d)車両及び充電インフラの普及状況調査  

内容：協議会構成員等の協力を得て、車両及び充電イン

フラの普及状況を調査する。 

場所：県全域 

【主体】 

県 

協議会構成員 

【時期】 

H22～H25 

－ 【フォローアップの方法】 

毎年度末時点のデータを

把握し、協議会に報告す

る。 

(e) 充電インフラの利用状況調査 

内容：県の補助事業を活用した事業主体について、充電

インフラの利用状況を調査する。 

場所：県全域 

【主体】 

県 

【時期】 

H22～H25 

－ 【フォローアップの方法】 

毎年度末時点のデータを

把握し、協議会に報告する 

２． （４）③課題 

(c) タクシー事業者等との調整やデータの収集、整理、分析等を行う協力事業者を募る必要がある。また、インセンティブ

を与えるため、規制対象からEV・PHVを除外する場合は、地元住民との調整や道路交通法上の問題などをクリアする必

要がある。 
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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)県及び市町村へのEV率先導入 

県及び市町村が公用車にEVを率先導入する。 

【主体】県・市町村 

【時期】6月～ 

各主体 

(b)制度資金を活用した低利融資の実施 

電気自動車及び充電施設を設置する中小企業に対し、長期・低利の融資を行う。 

【主体】県 

【時期】通年 

県 

(c)電気自動車充電設備設置事業 

市町村や民間事業者の急速充電設備の設置に対して補助する。 

【主体】市町村、 

民間事業者 

【時期】10月～ 

県 

事業主体 

国庫 

(d)県有施設等への急速充電設備の率先設置 

県有施設に急速充電設備を設置する。 

【主体】県 

【時期】2月 

県 

国庫 

(e)EV・PHV普及啓発事業 

展示や試乗、マラソン大会の先導など各種イベントに参加するとともに、アン

ケートを実施する。 

【主体】県 

【時期】通年 

各主体 

(f)車両及び充電インフラの普及状況調査  

車両及び充電インフラの普及状況を調査する。 

【主体】県 

【時期】通年 

－ 

(g) 充電インフラの利用状況調査 

県の補助事業を活用者の、充電インフラの利用状況を調査する。 

【主体】県 

【時期】通年 

－ 

４．取組体制等 

自 治 体 内 の  

連携体制 

（県庁内推進体制） 

・ 県民総ぐるみで地球環境の保全に積極的に取り組んでいくための道筋を示す「とちぎ環境立県戦略

（H21.11月決定・公表）」を策定。 

・ 知事を本部長とし、庁議メンバーで構成する「とちぎ環境立県推進本部」を設置（H21.4月）。総合

的な環境対策や立県戦略を推進するとともに、事業の進行管理も実施。 

・ 先導的に取り組む８プラスワンのリーディングプロジェクトの一つに「エコカー普及促進プロジェ

クト」を位置づけ、電気自動車等の普及を促進。 

自動車メーカー

との連携 

 

 

 

 

 

電力会社との 

連携 

地元企業との 

連携 

地元住民との 

連携 

市区町村との 

連携 

その他の関係者

との連携 

※ 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。 

（企業等推進体制） 
・（仮称）とちぎ環境立県戦略推進協議会をH22年度中に設置予定。 

自動車産業、電気・ガス、通信、鉄道、JA等、県内企業等の核となる約１０事業者で構成
し、企業等が主体となって戦略の８プラスワンのプロジェクトを推進。 
 

（電気自動車の普及促進体制） 
・（仮称）とちぎ電気自動車普及促進協議会をH23年度中に設置予定。 

EV・PHV タウン構想に示す地域のモデルとなる各種の事業を推進するための協議の場とし
て設置する。また、近い将来、CO2 を排出しないクリーンな自動車としての利用に加え、EV
の蓄電機能をフル活用し、家庭等での住宅用太陽光発電や中山間地域での中小・マイクロ水
力発電とEVとを相互に組み合わせて電力を供給、蓄電するシステムができることや、携帯電
話など情報通信により、遠隔操作で家庭等やEVの電力消費状況、太陽光発電・蓄電状況等を
把握し、EVの走行可能距離、充電スタンドの位置なども情報提供できることを想定した検討
ができる体制とする。 
このような EVの新たな活用についての検討にも対応できるよう自動車産業に加え、電力、
充電・蓄電、通信、流通、JA、市町村など、幅広い企業・団体等で構成する（仮称）とちぎ
電気自動車普及協議会を設置する。 



１－５．取組体制等

（栃木県）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１－２．現状分析

１－４．取組内容

普及台数 充電インフラ CO2削減効果

短 期 目 標
（2013年) 累計１千台 急速充電器 25基 累計1.5千t-CO2

中 期 目 標
（2020年） 13千台／年

利用状況に基づき、必要性
を検討する。

18.9千t-CO2／年

長 期 目 標
（2050年） 68千台／年 99.0千t-CO2／年

県内自動車産業、電気、充電設備（充電器、蓄電池等）、運輸（鉄道、バス、タク
シー、レンタカー）、流通（スーパー、コンビニ、道の駅）、JA、市町村、県等、電気自
動車の普及を促進する企業・団体等で構成し、戦略に掲げる「エコカー普及促進プロ
ジェクト」を積極的に推進。EV･PHVタウン構想の実現を目指す。

「（仮称）とちぎ電気自動車普及促進協議会」（H23年度中に設置予定）

○EV・PHVの初期需要の創出に関する
事項
・県及び市町村へのEV率先導入
・とちぎEV・PHV普及応援隊によるEV・
PHV導入
・制度資金を活用した低利融資の実施
・車両導入補助の実施
・EV・PHVの利用者へのインセンティブ
の付与
・交通規制箇所への乗り入れ許可の検
討
・自動車税及び軽自動車税の減免検討
・EVドライブ&レンタサイクル事業
・地域交通へのEVタクシーの活用実証
実験

○充電インフラの整備に関する事項
・電気自動車充電設備設置事業
・県有施設等への急速充電設備の率先
設置
・充電インフラマップの公開

・充電器やEV・PHV関連製品の研究
開発支援
・ネットワークの構築
・小水力及び太陽光発電を利用した充電
設備設置モデル事業

○普及啓発に関する事項
・EV・PHV普及啓発事業
・EVの分解展示
・カーシェアリング（事業所、一般）
・シンポジウムの開催
・モニター（事業所）による評価
・EV教室の開催
○効果評価に関する事項
・EV・PHVニーズ調査
・農山村地域におけるEV利用の検討
・レイル＆EV観光モデル事業
・車両及び充電インフラの普及状況調査
・充電インフラの利用状況調査

○1世帯当たりの自家用乗用車の保有台数 全国6位

○自動車免許保有率 全国2位

○自家用自動車分担率（人員ベース） 91.7%

【自動車への依存が高い】
「とちぎ環境立県戦略」

リーディングプロジェクト
「エコカー普及促進プロジェクト」

【自動車等の普及状況】＿（平成21年度末）
・自動車保有台数 1,647千台（ 内、乗用車 1,235千台、電気自動車 3台）
・新規登録台数 92千台（ 内、乗用車 80千台）

【急速充電器設置状況】＿（平成21年度末）
・県1基、民間2基 計 3基

【CO2排出実態】＿（2008年度）
・総排出量 16,275千t-CO2
※基準年（1990年度）と比較して
413千t-CO2（2.6%）増加。

・民生部門（家庭）が36.6%、民生
部門（業務）が39.4%、運輸部門
（自動車）が19.3%増加している
一方で、産業部門は24.3%減尐。
・CO2総排出量に占める自動車か
らのCO2排出量の割合は、全国
平均の16.9%を大きく上回る28.9%。

【EVに対する意識】
・電気自動車に必要なこと → 67%の人が充電スタンドの整備と回答
・電気自動車について不安なこと → 充電の方法が40%、充電代金が36%
・電気自動車の購入価格 → ガソリン車との価格差が50万円以内であれば

購入するという人が48%

レイル＆EV観光
モデル事業

本県自動車産業の
新たな展開

都市部でのEV

活用モデル事業

中山間地域での
EV活用事業

実
現

とちぎEVスマートシステムの構築



（栃木県）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

・ニーズ調査
・EVカーシェアリング
・EVタクシー
・EVレンタカー
・優先駐車スペース
・軽自動車税の減免

都市部でのEV

活用モデル事業

街の中は
EVがたくさ
ん走ってい
ます。

・小水力及び太陽
光発電を利用し
充電設備設置
・農山村地域にお
けるEV利用の検討

EV軽トラ
が走り、
地域が活
性化して
います。

中山間地域での
EV活用事業

とちぎEV

スマートシステムの構築

・充電器やEV・PHV
関連製品の研究
開発
・EV分解展示
・シンポジウムの開催
・モニター（事業所）による評価

本県自動車産業の
新たな展開

自動車関連
産業が活気
にあふれて
います。

・レイル＆EV観光
モデル事業
・駐車場の優先
スペース
・有料駐車場の割引

レイル＆EV観光
モデル事業

EVで訪れる
観光客が増え、
多様な自然環
境がまもられ
ています。

那須モデル

日光モデル

・EV・PHVからの新しい電力供給システム
・ICTで電力利用状況を監視
・幅広い企業・団体の連携


	（企業等推進体制）
	・（仮称）とちぎ環境立県戦略推進協議会をH22年度中に設置予定。
	自動車産業、電気・ガス、通信、鉄道、JA等、県内企業等の核となる約１０事業者で構成し、企業等が主体となって戦略の８プラスワンのプロジェクトを推進。
	（電気自動車の普及促進体制）
	・（仮称）とちぎ電気自動車普及促進協議会をH23年度中に設置予定。

