
ＥＶ・ＰＨＶタウン提案書 （様式１） 

ふじのくにＥＶ・ＰＨＶタウン構想 ～東西の大動脈を活用した普及モデル～ タイトル 

人口：3,774,165人 
静岡県 提案団体 

（平成22年9月1日現在推計人口） 

担当者名及

び連絡先 

担当者の所属 くらし・環境部環境局環境政策課 

氏名 石井 真人 

電話番号 (054)221-2421 ファックス番号 (054)221-2940 

メールアドレス kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp  

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ 

静岡県は、現在、今後の県の将来像とそれを実現するための施策を示す新しい総合計画（平成22 年度から概ね10

年間）を策定している。この中で、次世代自動車（ＥＶ・ＰＨＶ）の普及促進を主要な施策の１つと位置づけており、

県民・企業・大学・行政等が連携した“オールしずおか”体制で、本県の地域特性を踏まえたＥＶ・ＰＨＶの普及促

進に取り組む。 

ＥＶ・ＰＨＶの本格普及のためには、日常生活での短距離移動はもちろんのこと、中・長距離の移動もＥＶ・ＰＨ

Ｖが主流となりうる社会の実現を図る事が必要であり、取組に当たっては、次の３点を重点的な柱とする。 
 

○ 安心して運転できる環境の整備（ＥＶ・ＰＨＶの中・長距離移動のサポート） 

 静岡県は、東京－名古屋－大阪の大都市間に位置する東西交通の要衝であり、交通量（通過車両を含む）が非常に

多い地域（東名高速の県内区間の交通量は約70千台／日）である。また、東西155kmの東海道に沿って市街地が連な

っており、自動車での都市間移動も非常に多い地域である。 

このため、「ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」において、 

① 東名高速、国道１号等の大動脈や、地方都市間を結ぶ動脈（地方主要道等）での充電インフラの整備 

② 事故などの緊急時に迅速に対応できるセーフティーネット（メンテナンスネットワーク）の構築 

③ 利用者にとって利便性の高い媒体での充電器位置やメンテナンスネットワーク、周辺の観光等の情報発信 

などに取り組み、ＥＶ・ＰＨＶ利用者が安心して中・長距離を運転できる環境を整備する。 

同タウン構想での取組を通じて、県内各地域で行われている取組を点から面へと広げ、神奈川県・愛知県とも連携

して、ＥＶ・ＰＨＶでの大都市間・地方都市間の中・長距離移動をサポートする仕組みづくりを構築することで、Ｅ

Ｖ・ＰＨＶは中・長距離移動には適さないとの概念を覆し、中・長距離の移動もＥＶ・ＰＨＶが主流になりうる社会

の実現を目指す。 
 

○ 高い技術力を活かした魅力ある車両の開発（ＥＶ・ＰＨＶ関連産業のリードオフマンへ） 

 静岡県は、国際的な輸送用機器メーカーやそれぞれのメーカーを支える中小企業が数多く集積している。一方、Ｅ

Ｖ化によって部品点数の減少が見込まれ、これによって、県内自動車産業への影響は小さくないが、県内の企業はこ

れまでも危機に対してチャレンジ精神を持って技術的な課題を乗り越えてきており、そのような企業の優れた技術力

を活かし、発展させることにより、ＥＶ関連産業への新たな参入のチャンスでもあると捉えている。 

このため、「ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」において、 

① 地域が一体となった実験車両の走行実験（中・長距離を含む） 

② 実験結果等を活用した部品・制御技術等の開発 

③ 中小企業のＥＶ産業への参入支援 

などを地域一体となって行うことにより、日本を代表し、世界でも通用するＥＶ・ＰＨＶ、既存のガソリン車を低コ

ストでＥＶ化するコンバージョンＥＶ、高齢社会に対応できる近距離専用の一人乗りや少人数の利用を前提とした小

1/13 



型ＥＶなど、魅力ある多様な車両の開発を促進し、普及拡大を図っていく。 

同タウン構想での取組を通じて、既存部品メーカー等のＥＶ化への対応や、ＥＶ産業への新規参入を促し、ＥＶ・

ＰＨＶ関連ものづくり拠点を形成し、ＥＶ・ＰＨＶ関連産業のリードオフマンとなることを目指す。 
 

○ 地方都市での普及における課題解決（低炭素なまちづくり） 

県内の各都市では、車での移動が主流のため、自動車から排出されるＣＯ２の割合が高いという課題を抱えている。

また、市街地に集合・戸建住宅が混在し、ＥＶ・ＰＨＶの普及に際しては、特に集合住宅での充電設備の確保が課題

となっている。 

このため、「ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」において、 

① 集合住宅へ充電インフラを導入する際の課題の整理及び導入促進策（インセンティブの付与の検討等）の実施

② 再生可能エネルギーを活用した充電インフラの整備 

③ 地元Ｊリーグチームとの連携による幅広い層へのＥＶ・ＰＨＶの利点等の周知 

などを行い、地方都市での普及における課題の解決に取り組む。 

同タウン構想での取組を通じて、一般ユーザーへのＥＶ・ＰＨＶの普及を図り、日常生活の足をＥＶ・ＰＨＶにシ

フトすることで、低炭素なまちづくりの構築を目指す。 

１．（２）現状分析 

１．（２）① ○地理、都市構造 

地域特性 静岡県は、東京－名古屋－大阪の大都市間に位置し、東名高速、国道１号等の日本の大動脈を有す

るなど東西交通の要衝であり、交通量が非常に多い地域（東名高速の県内区間の交通量は約 70 千台

／日）である。また、県土が東西に155kmと長く、東海道に沿って都市が連なっており、都市間の車

での移動も非常に多い地域でもある。 
 

○産業（ものづくり） 

静岡県の平成21年の工業製品の出荷額等は、全国の5.8％を占め、愛知県に次ぐ全国第２位である。

特に県西部地域では、国際的な輸送用機器メーカーや、多数の部品メーカーが立地するなど、輸送機

器等の開発・製造が盛んである。 

ＥＶ化の進展に伴い不要となるエンジンや変速機などに関連する企業は受注減少が懸念され、県内

自動車産業に与える影響は小さくないが、メーカーや中小企業が有する優れた技術力を活かし、発展

させることにより、ＥＶ関連産業参入のチャンスでもあると認識している。 

１．（２）②  静岡県におけるＣＯ２排出量や自動車の普及状況は以下のとおり。 

自動車の普

及状況、ＣＯ

２の排出実

態等 

○静岡県の二酸化炭素排出量                                   単位：千t-CO2/年、（）は割合（％）

部門 基準年（1990年） 2008年（速報値） 増減率（1990年比） 

産業 15,239(50.2) 13,214(42.9) -13.3% 

民生 7,782(25.6) 9,573((31.0) 23.0% 

 運輸 6,633(22.3) 7,290(23.6) 9.9% 

 うち自動車 6,317(21.9) 7,012(22.7) 11.0% 

廃棄物等 695(2.3) 760(2.5) 9.3% 

合計 30,349(100.0) 30,836(100.0) 1.6% 

 注）四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。 

（特徴） 

 ・2008年における運輸部門の割合は23.6％で、全国平均18.9％を上回る。うち96.2％は自動車か

ら排出されており（全国平均87.3％)、自動車から排出されるＣＯ２の割合が高い。 

・京都議定書の基準年（1990 年）と比較すると、自動車から排出されるＣＯ２は 11.0％増と増加

が著しく（全体のＣＯ２排出量は 1.6％増）、低炭素社会の構築に向けて、特に自動車の対策が
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不可欠である。 
 

○自動車の保有状況等 

 自動車保有台数（2010年３末現在）は約2,811千台。全国第10位で、3.6％を占める。そのうち乗

用車は約2,084 千台（74.1％）である。また、新車登録台数（2009 年）は 184 千台。全国第８位で

3.8％を占める。そのうち乗用車は158千台（86.0％）である。 

 

○ＥＶ・ＰＨＶ車両の導入、充電インフラの整備状況 

・県内のＥＶ・ＰＨＶの導入実績  ＥＶ72台 ＰＨＶ１台 （2010年９月末現在） 

 ほとんどが法人による導入であり、個人による導入は数台である。 

 ・充電インフラ設置状況（一般に開放されているもののみ。2010年６月現在） 

  急速充電器：１基 200V充電器42基  100V充電器3基 

・自動車整備事業者等による普通充電ネットワーク（ＰＩＳネットワーク）、ディーラー間の覚書

締結による他メーカー社の相互受入（全国初）など、民間事業者においても取組が進んでいる。
 

○ＥＶ・ＰＨＶの普及に向けた取組 

ＥＶ・ＰＨＶの普及を促進するため、県内３地域（富士宮市、静岡市、浜松市）において協議会が

設置されており、各地域の特性を活かしながらＥＶ・ＰＨＶの普及を進める体制づくりが整っている。

今後、各地域の協議会を活用し、地域特性に応じた普及への取組を推進するとともに、地域間での連

携や情報共有を図るため、各地域の代表者や関連する団体等で構成する「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普

及協議会」を設置し（2010年度中に設置予定）、取組を促進する。 

（これまでの主な取組） 

 ・３地域（観光地型（富士宮市）、都市型（静岡市）、産業連携型（浜松市（はままつ次世代環境車

社会実験協議会））での地域協議会の設置 

・ＥＶ・ＰＨＶ関連フォーラム、セミナー等の開催 ３回（参加者：約710人） 

・県内外の展示会へのＥＶ出展支援（電気自動車開発技術展(横浜市)６社、はままつ環境技術展(浜

松市)４社、次世代自動車産業展(東京都)６社） 

・中小企業による大学や産業支援機関と連携した小型ＥＶの開発 

・コンバージョンＥＶや電動二輪による実証実験で新たな産業創出を進める特区を提案（磐田市）

・はままつ次世代環境車社会実験協議会による産学官が強固に連携した実証実験 

（浜松地域が一体となった開発車両の走行実験や部品・制御技術開発、及び充電インフラ整備等）

計画の名称及び策定時期 内容 １．（２）③ 

次期静岡県総合計画 

（平成22年度中に策定予定） 

ふじのくにグリーン・イノベーションを推進する（官民が一体となっ

てインフラの整備や実証調査等に取り組むことにより、電気自動車等

の次世代自動車の普及を促進する）。 

策定済みの

ＥＶ・ＰＨＶ

普及計画 

第３次静岡県環境基本計画 

（平成22年度中に策定予定） 

官民が一体となったインフラ整備や実証調査等により、電気自動車等

の普及促進と、次世代自動車を活用した産業振興を支援する。 

（関係する

既存の行政

計画） 次期新エネルギー導入プラン エネルギーの地産地消により、自立する新エネルギー先進県を目指

し、新エネルギー等の導入を倍増するとともに、ＥＶ・ＰＨＶをはじ

めとするクリーンエネルギー自動車の導入を促進する。 

（平成22年度中に策定予定） 

１．（３）普及目標等 

１．（３）① 車 両 3,776台（電動二輪1,776台を含む） 

目標 充電器 300基（一般開放分のみ） 
短期 

（～2013年） 
CO2削減量 約2,378t-CO2/年※ 
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車 両 新車販売台数の20％ 中期 

（～2020年） 充電器 600基（一般開放分のみ） 

車 両 新車販売台数の75％ 長期 

（～2050年） 充電器 600基（一般開放分のみ） 

※１台あたりの年間CO2削減量を四輪1.1 t-CO2/年、二輪0.1 t-CO2/年と想定。 

○短期（～2013年） 

 車両の目標は電動二輪を含み3,776台（ＥＶ・ＰＨＶ2,000台、電動二輪1,776台）。 

ＥＶ・ＰＨＶは静岡県の乗用車保有台数の概ね0.1％にあたる2,000台を目指す。 

電動二輪は、メーカー等との連携により1,776台を目指す。 

 充電器の目標は 300 基（一般開放分のみ）。県内の道路（高速・国道・県道・市町村道）のうち、

舗装されている道路延長の概ね30km毎に１箇所程度の整備を目標に、300基を目指す。 

○ 中期（～2020年） 

 車両の目標は、「次世代自動車戦略2010」（次世代自動車戦略研究会）を参考とし、新車販売台数の

20％を目指す。 

充電器の目標は、県内の道路（高速・国道・県道・市町村道）のうち、舗装されている道路延長の

概ね15km毎に１箇所程度の整備を目標に、600基を目指す。 

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

安心して運転できる環境の整備 

◎ 充電インフラの整備 普及目標は2013年までに300基（一般開放

分のみ）を目指す。 ・大都市間を結ぶ大動脈（東名、国１等）での整備

・地方都市間を結ぶ動脈（地方主要道等）での整備 協議会員をはじめ、各主体が東名各ＳＡ、道

の駅、幹線道路沿い施設（公共、民間施設等）、

観光施設等での整備を予定している。 

・再生可能エネルギーを活用した整備 

・観光客ユーザーを想定した整備（観光地型） 

 （神奈川県等と連携した伊豆・箱根・富士地域等で

の広域的なインフラ整備を含む） 

県は各地域の核となる急速充電器等の整備

を予定（2011年度は６箇所程度を予定）。 

・個人・法人ユーザーを想定した整備（都市型） なお、充電インフラの整備による中・長距離

移動の可否の検証のため、県境を跨ぐ広域で

の走行実験や、異なる速度での走行実験を実

施する。 

・ディーラー間の覚書締結による他メーカー車の相

互受入体制の構築 等 

◎ メンテナンスネットワークの構築 既存の自動車整備工場等によるネットワー

ク（ＰＩＳネットワーク）や車ディーラー等

と連携しながら、事故などの緊急時に迅速に

対応できるメンテナンスネットワークを県

全域に構築する。 

 ・整備工場情報のプラットホームの構築 

 ・事故時に一次的に駆けつける機関（消防、ＪＡＦ

等）との情報共有 等 

◎ 情報発信 充電器位置情報を隣県と共有し、県境を越え

た広域充電器位置情報を発信する。 ・充電器位置情報、利用状況等の発信 

・隣県との情報共有による県境を越えた広域充電器

位置情報の発信 

また、利用者にとって利便性の高い媒体（携

帯電話、カーナビ等）・手法での発信を検討

する。 ・メンテナンスネットワーク情報（連絡先、工場位

置等）の発信 充電器位置、メンテナンス情報と合わせて周

辺の観光情報等を配信することにより、観光

客の取り込みを図る。 

・周辺観光情報の発信 等 
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高い技術力を活かした魅力ある車両の開発 

◎ 実験車両の走行実験 2010年10月より浜松地域が一体となって開

発車両の走行実験を開始した（スズキ電気自

動車25台、ヤマハ発動機電動二輪８台等）。

 ・車両の開発 

・データ収集・分析・評価 等 

 第２期（2011 年秋）以降は実験範囲を三遠

南信、県レベルへ拡大予定であり、地域が一

体となって走行実験に取り組む。 

◎ 部品・制御技術等の開発 開発車両の走行実験や実証実験等から得ら

れた実験結果から開発課題を選定し、地域が

一体となってＥＶ・ＰＨＶ専用部品や制御機

器等を開発する。 

 ・ＥＶ・ＰＨＶ専用部品の開発 

 ・社会インフラとの情報制御技術の開発 等 

◎ 市町と連携した中小企業支援 コンバージョンＥＶや小型ＥＶなど、中小企

業が開発する試作車両の走行実験の効果評

価を市町と連携して実施する。 

・中小企業のＥＶ産業への参入支援 

・小型ＥＶ開発への支援 

地方都市での普及における課題解決 

◎ 集合住宅での充電設備の設置促進 課題の整理、導入促進策の検討（インセンテ

ィブの付与を含む）を行い、設置促進策を実

施する。 

・課題の整理、導入促進策の検討 

・車両購入時、インフラ整備時のインセンティブの

付与の検討・実施 等 

◎ 普及啓発 幅広い層にＥＶ・ＰＨＶの特徴や優位性等を

認知してもらうため、Ｊリーグ試合会場等多

くの人が集う場で、展示・試乗会等の普及啓

発を行う。 

・Ｊリーグ試合会場等でのイベント開催 

・セミナー、フォーラム、試乗会等の実施 

・静岡空港、民間商業施設等での展示会等の開催  等

１．（３）③ 「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会（全体会）」及び各地域の分科会において、車両の普及台数、

充電インフラの設置数、メンテナンスネットワークの登録数など、各施策の進捗状況の把握及び取組

の評価を行い、今後の改善策等について検討する。 

フォローア

ップの方法 

また、各地域での取組状況等を、「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会（全体会）」等を通じて情報

共有を図り、地域間の連携に努める。 

１．（４）自治体の活力の創出等 

○ ＥＶ・ＰＨＶの中・長距離での移動をサポート 

・ 安心してＥＶ・ＰＨＶを運転できる環境の整備への取組（１．（３）②参照）により、ＥＶ・ＰＨＶの普及の取

組を点から面へと拡げ、大都市間・地方都市間での車移動の主流をＥＶ・ＰＨＶへ転換することを目指す。こ

のことにより、車両から排出される排気ガスやＣＯ２等を大幅に削減し、県民の生活環境の改善を図る。 

・ 富士・伊豆・箱根地域等の多くの観光資源をつなぐＥＶ・ＰＨＶを活用した広域観光ルートを、神奈川県等と

連携して開発し、関東圏等のＥＶ・ＰＨＶ利用者の観光客として取り込みによる観光振興を図る。 

○ ＥＶ・ＰＨＶ関連産業のリードオフマンへ 

・ 利便性の高い魅力ある車両の開発への取組（１．（３）②参照）に、地域が一体となって取り組むことにより、

部品の軽量化や電装化に取り組む企業の育成やコンバージョンＥＶに携わる技術者の養成を図り、本県のメー

カーや中小企業が有する優れた技術を活かした、ＥＶ・ＰＨＶ関連ものづくり拠点を形成し、ＥＶ関連産業に

よる産業振興と雇用の創出を目指す。 

○ 低炭素なまちづくり 

・ 地方都市での普及における課題解決への取組（１．（３）②参照）により、一般ユーザーへの普及促進を図り、

日常での生活の足をＥＶ・ＰＨＶに転換することにより、ＣＯ２の大幅な削減を実現する。 
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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 

「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会（全体会）」及び各地域の分科会において、車両導入時のインセンティブの付

与や、ＥＶ・ＰＨＶ利用者への各施設等でのインセンティブの付与、協議会員による率先導入など、今後３年間での

初期需要の創出を行うための施策を検討し、実施する。また、車両の率先導入や充電インフラの一般開放など、ＥＶ・

ＰＨＶの普及促進に協力可能な法人・個人等を幅広く募集し、「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及応援団」として組織し、

広く県民等の協力を得ながらＥＶ・ＰＨＶの普及拡大を図る。 

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）「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会（全体会）」及

び各地域の分科会の運営 

県、市町 主幹事 協議会の開催状況、取組

の進捗状況等を把握 民間企業、大学

等 

全体会：県 

 ・分科会：各地域での施策の検討、取組状況の把握 観光：県 各地域の課題の把握と

解決方法の検討・実施 ・全体会：全県での施策の検討、取組状況の把握、各

地域間の情報共有、隣県との広域連携 等

2010年度～ 都市：静岡市 

産業：浜松市 

県 県 会員数、協力内容、利用

者のメリット、団員のメ

リット等を把握 

(b) 「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及応援団」の創設・運営

 ・車両の率先導入、充電インフラの一般開放、広報支 2011年度～ 

  援等幅広く普及に協力していただく法人・個人等の

募集・参画 等 

(c) 車両導入時、利用時のインセンティブ制度の検討 県、市町 各実施主体 インセンティブの内容、

利用状況、効果等を把握 ・車両導入時の補助金、優遇制度等の検討 民間企業 等 

・観光施設、宿泊施設等での優待（観光地モデル） 2011年度以降

 ・商業施設、公共施設、駐車場等での優待（都市モ 

デル） 等 

(d) 車両の率先導入 県、市町 各導入主体 車両の導入台数等を把

握  ・協議会員による公用車・社用車等での率先導入 民間企業 等 

・コンバージョンＥＶの公用車導入（磐田市） 等 2010年度～ 

(d) 隣県と連携した広域でのＥＶ・ＰＨＶを活用したエ 県、市町、他県 各実施主体 優待内容、優待利用状

況、レンタカー等の利用

状況、充電器設置状況、

観光客情報（属性等）等

を把握 

コ観光モデルの構築 民間企業 

・隣県と連携した富士・伊豆・箱根における広域観光

ルートの構築（静岡空港・鉄道等との連携含む） 

2011年度以降

・タクシー、レンタカー等での導入 

・観光施設、宿泊施設等での優待の検討 

・観光・宿泊施設、道の駅等での充電器の整備 等 

２．（１）③課題 
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２．（２）充電インフラの整備に関するに関する事項 

２．（２）①取組方針 

各普及モデル実施地域内での整備をはじめ、大都市間や地方都市間の中長距離もＥＶ・ＰＨＶで安心して移動でき

るよう、東名高速、国道１号等の大動脈や、地方都市間を結ぶ動脈（地方主要道等）での充電インフラ整備を行う。

神奈川県、愛知県にも本県協議会へオブザーバー参加してもらい、隣県と連携して大動脈等での整備を推進する。

また、事故などの緊急時に迅速に対応できるメンテナンスネットワークを県全域に構築し、充電器位置やメンテナ

ンスネットワーク等の情報を発信することで、ＥＶ・ＰＨＶ利用者が安心して運転できる環境の整備に取り組む。 

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）大都市間、地方都市間を結ぶ大動脈、動脈における

整備 

県、国、市町 各導入主体 設置位置、設置台数、利

用状況等を把握 民間企業 等 

・東名高速各ＳＡ、道の駅、東海道（国道１号等）沿

い公共・民間施設等、地方主要道沿い公共・民間施

設等での整備 

2011年度～ 

・ディーラー間の覚書締結による他メーカー車の相互

受入体制の構築 等 

(b)集合住宅での整備促進（都市モデル等） 県、市町 各導入主体 課題・解決手法、インセ

ンティブの効果、設置台

数、利用状況等を把握 

 ・課題の整理、手法（インセンティブの付与を含む） 民間企業 等 

の検討、実施 等  2011年度以降

(c)観光客ユーザーを想定した整備（観光地モデル） 県、市町 各導入主体 設置位置、設置台数、利

用状況等を把握  ・観光・宿泊施設、道の駅等での整備 民間企業 等 

・神奈川県等との連携による伊豆・箱根・伊豆地域等

での広域的な整備 等  

2011年度～ 

(d)個人・法人ユーザーを想定した整備（都市型モデル） 県、市町 各導入主体 設置位置、設置台数、利

用状況等を把握  ・街中、幹線道路沿い施設（商業・公共施設等）での 民間企業 等 

整備 2011年度～  

・ディーラー間の覚書締結による他メーカー車の相互

受入体制の構築 等 

(e) 再生可能エネルギーを活用した整備 県、市町 各導入主体 設置位置、設置台数、利

用状況等を把握  ・太陽光発電等を活用したインフラ整備 等  民間企業 等 

 2010年度～ 

(f) 設置にかかるインセンティブの検討 県、市町 県、市町 インセンティブの内

容・効果、利用状況等を

把握 

 ・自治体独自の設置補助金の検討 等 

(g) メンテナンスネットワークの構築 県、民間企業 県、民間企業 参加者数、整備工場の場

所等を把握 ・整備工場情報のプラットホームの構築 2010年度～ 

 ・事故の際に一次的に駆けつける機関（消防、ＪＡＦ

等）との情報共有 等 

(h) 情報発信 県、市町 県、市町 利用状況、利用者満足

度、発信状況（情報量）

等を把握 

 ・充電器位置、使用状況の発信 民間企業 民間企業 

 ・利便性の高い媒体（携帯等）での発信の検討 2011年度～ 
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・隣県との情報共有による県境を越えた広域充電器位

置情報の発信 

・メンテナンスネットワーク情報（連絡先、工場位置

等）の発信 

・周辺観光情報の発信 等  

２．（２）③課題 
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２．（３）普及啓発に関する事項 

２．（３）①取組方針 

「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会（全体会）」及び各地域の分科会の会員等が中心となり、ＥＶ・ＰＨＶの優位

性や利便性等をＰＲするための普及啓発を行う。取組に当たっては、幅広い層への認知につながるよう、Ｊリーグ試

合会場や静岡空港、民間商業施設など、多くの人が集まる場所でイベント等を開催する。 

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）地元Ｊリーグチームと連携した普及啓発 県、市町 県、市町 来場者数、ブース見学者

等の把握 ・Ｊリーグ試合会場での車両展示、試乗会の開催、ブ

ースの設置、ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及応援団の

会員募集、来場者へのアンケート調査 

民間企業 民間企業 

2011年度～ 

・Ｊリーグチームとタイアップした普及啓発グッズの

作成・配布 等 

(b)ＥＶ・ＰＨＶ関連イベントの開催 県、市町 県、市町 開催回数、参加者数等の

把握  ・ＥＶ・ＰＨＶ関連のフォーラム、セミナー、展示会、

試乗会等の開催 

民間企業 民間企業 

2010年度～ 

 ・静岡空港、民間商業施設等でのＥＶ・ＰＨＶの展示、

試乗会等の開催 等 

(c)小型ＥＶサミットの開催 県、磐田市、電

気自動車普及

協議会 

各実施主体 参加する中小企業者間

の共同開発状況等の把

握 

・近距離専用の新たな小型ＥＶの開発に取り組む全国

の中小企業を集めたサミットの開催 

・性能、安全性、部品の共同開発に関する情報交換や

ネットワークづくり 等 

2011年3月 

(d)県内外の展示会へのＥＶ・ＰＨＶの出展 県、市町 各実施主体 出展回数、出展社数等を

把握 ・ＥＶ・ＰＨＶ・小型ＥＶ等の出展支援（県、市町） 民間企業 

・ＥＶ・ＰＨＶ・小型ＥＶの出展（民間企業） 等 2010年度～ 

(d)メディア等を活用した情報発信 県、市町 各実施主体 発信状況（情報内容、回

数等）、視聴者・読者の

感想、ＨＰアクセス数等

を把握 

・テレビ、ラジオでの情報発信  民間企業 

・県、市町ＨＰ等での情報発信 2010年度～ 

・県、市町広報紙での情報発信 等 

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 

ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会（全体会）」及び各地域の分科会において、車両の普及台数、充電インフラの設

置数、メンテナンスネットワークの状況等、各施策の進捗状況を把握及び取組の評価を行い、今後の改善策等を検討

する。 

「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会（全体会）」等を通じて、他地域の情報の共有化を図り、地域間の連携に努め

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）各施策の進捗状況の把握 県、静岡市、浜

松市 

県、静岡市、浜

松市 

各施策の進捗状況を把

握  ・車両の普及台数 

 ・充電インフラの設置数、利用状況 等 2011年度～  

(b)実験車両の走行データの収集・分析 はままつ次世

代環境車社会

実験協議会 

はままつ次世

代環境車社会

実験協議会参

画機関 

車両の走行データ等を

把握  ・第１期（2010 年 10 月～）はスズキ電気自動車 25

台、ヤマハ電動二輪８台等を使用し、浜松地域が一

体となって走行実験を実施 2010年度～ 

 ・顧客目線の使用情報等を収集  

 ・バッテリー技術、安全技術等を収集 等 

(c）県民等へのアンケート調査 県、市町  県、市町 幅広い県民等のＥＶ・Ｐ

ＨＶに対する意識等を

把握 

 ・Ｊリーグ会場での一般県民向け調査 2011年度～ 

 ・インターネットモニター等を活用した調査 

 ・法人への調査 等 

(d）中長距離移動の可否の検証 県 県 区間走行時の電池残量、

充電回数、充電時間を含

む所要時間、速度変化に

よる電池残量の変化、運

転者の心理状況等を把

握 

 ・東京～神奈川～静岡～愛知間の走行実験 2011年以降 

 ・県内都市間の走行実験 

・異なる速度（高速、中速）での走行実験 等 

 

(d)コンバージョンＥＶや小型ＥＶ試作車両の走行デー 県、市町 県、市町、民間

企業 

車両の走行データ等を

把握 タの収集・分析 2011年度～ 

 ・中小企業が開発する車両を使用 

 ・性能、安全技術、品質 等 

・市場に求められる車両調査(各種集配用、営業用等)

 等 

２．（４）③課題 
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２．（５）その他の事項 

２．（５）①取組方針 

静岡県には、輸送用機器メーカーや、それぞれのメーカーを支える中小企業が数多く集積している。一方、ＥＶ化

によって部品点数の減少が見込まれ、本県自動車産業への影響は少なくないが、地域が一体となって魅力ある車両の

開発や部品・制御技術等の開発を行い、ＥＶ関連産業での産業振興や雇用の創出を促し、地域経済の活性化を図る。

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）実験車両の走行実験 はままつ次世

代環境車社会

実験協議会 

はままつ次世

代環境車社会

実験協議会参

画機関 

車両の走行データ、ユー

ザー目線でのニーズ等

を把握 

・第１期（2010 年 10 月～）はスズキ電気自動車 25

台、ヤマハ発動機電動二輪８台等を使用し、浜松地

域が一体となって走行実験を実施 2010年度～ ビジネスモデルの確立 

・データの収集・分析・評価  

・車両の開発 

・第２期（2011 年秋）は実験範囲を三遠南信、県レ

ベルへ拡大予定 等 

(b)部品・制御技術の開発 はままつ次世

代環境車社会

実験協議会 

はままつ次世

代環境車社会

実験協議会参

画機関 

車両に搭載し、実証評価

を実施  ・地域が一体となったＥＶ・ＰＨＶ専用部品の開発 

 ・地域が一体となった社会インフラとの情報制御技術

の開発 等 2010年度～ 

(c)中小企業のＥＶ産業への参入支援 県、市町、民間 県、市町、民間 車両の走行データ、部品

の軽量化などの研究開

発成果等を把握 

 ・コンバージョンＥＶの走行実証実験（磐田市） 2010年度～ 

・コンバージョンＥＶの公用車導入（磐田市）  

・部品のＥＶ化に伴う技術研修、人材育成 

 ・部品の試作など研究開発に対する助成 

・県内外のＥＶ展示会への出展支援 等 

(d)小型ＥＶ開発への支援 県、市町、民間 県、市町、民間 中小企業の開発への取

組等を把握  ・小型ＥＶサミットの開催 2011年3月 

・地域の中小企業の技術力を結集したＥＶの共同試作 2011年度～ 

 ・中小企業が開発したＥＶの走行実証実験 等 

２．（５）③課題 

・中小企業が製造可能なＥＶは、ミニカーの区分が多く、その場合、定員は１人である。高齢者などの利用者ニーズ

を踏まえると、軽自動車までの性能は必要ないものの、２人乗りで安全かつ安価な近距離専用の軽自動車とミニカー

の隙間を埋める新たな車両規格及び安全基準等が求められる。 

・コンバージョンＥＶについては、国土交通省が安全性・信頼性を確保するため必要となる基準や規格案を検討して

いるため、今後実用化に向けた実証実験が求められる。 
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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 

充電インフラの整備 市、民間企業 各設置主体 

（県はＨ23年度に設置する充電器の種類、設置場所等の検討） 2010年10月～ 

実験車両の走行実験 はままつ次世代環境車社

会実験協議会 

はままつ次世代

環境車社会実験

協議会参画機関 

（スズキ電気自動車25台、ヤマハ発動機電動二輪８台等） 

 2010年10月～ 

メンテナンスネットワークの構築 県、民間企業 県、民間企業 

2010年10月～ 

「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及応援団」の公募や運営手法等の検討 県 県 

2011年1月～ 

充電器位置、メンテナンスネットワーク情報の効果的な発信手法の検

討 

県、市町、民間企業 県、市町、 

2011年1月～ 民間企業 

各実施主体 全国の中小企業を集めたＥＶサミットの開催 県、磐田市、電気自動車普及

協議会 2011年3月 

４．取組体制等 

 地域ごとに協議会を設置し、各地域における取組を推進する。各地域協議会の代表者等で構成する「ふじのくにＥ

Ｖ・ＰＨＶ普及協議会（全体会）」において、地域間の連携・情報共有を図る。各地域協議会及び「ふじのくにＥＶ・

ＰＨＶ普及協議会」の構成員については、様式２の１－５取組体制のとおり。 

自 治 体 内 の 

連携体制 

庁内７課（幹事：環境政策課、メンバー：地域政策課、観光政策課、交通政策課、研究調整課、

新産業集積課、道路企画課）で構成する「静岡県次世代自動車普及連絡会」において、庁内の連

携・情報共有を図る。 

自動車メーカー

との連携 

本県に本社を有するスズキ（株）、ヤマハ発動機（株）（以上、全体会及び分科会に参画。）等と

連携して取組を推進する。 

本県を管轄する中部電力（株）、東京電力（株）（以上、全体会及び分科会に参画。）と連携して

取組を推進する。 

電力会社との 

連携 

ＥＶ・ＰＨＶの普及等に関連するＰＩＳネットワーク、遠州鉄道（株）、静岡ガス（株）、静岡鉄

道（株）、鈴与商事（株）（以上、全体会及び分科会に参画。）、及び、ＡＳＴＩ（株）、（株）ＴＯ

ＫＡＩ、（株）エヌエスティー、静岡日産自動車（株）、静岡三菱自動車販売（株）、ソフトバン

クモバイル（株）（以上、分科会に参画。）等と連携して取組を推進する。また、本県に集積する

多数の自動車部品メーカー等とも密接に連携・情報共有を進める。 

地元企業との 

連携 

※協議会員の企業は、マンションデベロッパー、住宅業者、タクシー業者、レンタカー事業者な

ど、様々な業種のグループ企業を有しているため、取組にあたっては、それらのグループ企業と

も連携しながら取組を推進する。 

地元住民との 

連携 

車両の率先導入、充電器の一般開放、広報協力等を行ってくれる法人・個人を、ふじのくにＥＶ・

ＰＨＶ普及応援団」として幅広く募集し、協力・連携を図る。 

「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会（全体会）」メンバーの静岡市（都市モデル主幹事）、浜松

市（産業連携モデル主幹事）、富士宮市、磐田市等と連携して取組を推進する。その他の市町に

ついても、「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会（全体会）」にオブザーバー参加の予定であり、

連携して取組を進める。 

市区町村との 

連携 
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その他の関係者

との連携 

静岡県軽自動車販売店協会、中日本高速道路（株）、（社）日本自動車販売協会連合会静岡県支部

（以上、全体会に参画。）、及び、静岡大学、静岡文化芸術大学、静岡理工科大学、浜松商工会議

所、（財）浜松地域テクノポリス推進機構（以上、分科会に参画。）等と連携して取組を推進する。

また、オブザーバーとして関東経済産業局、中部地方整備局、中部運輸局、神奈川県、愛知県に

も参画いただき、連携して広域的な取組を進める。 

※ 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。 



（静岡県）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１－３．普及目標等１－２．現状分析
＜東西交通の要衝＞
○東京－名古屋－大阪の大都市間に位置し、交通量（通過車両も含む）が多い
○東海道に沿って市街地が連なっており、都市間の車での移動が多い

＜全国屈指のものづくり県＞
○ＥＶ化による部品点数の減など自動車産業への影響は小さくないが、メーカーや中小
企業が有する優れた技術力を活かし、ＥＶ関連産業参入のチャンスでもある

＜地方都市として抱える課題＞
○車での移動が主流で、自動車から排出されるCO2の割合が高く（全国16.5%、本県22.7%

）、増加率も基準年（1990年）比11.0%増で増加が著しい
○集合・戸建住宅が混在し、特に集合住宅での充電インフラの確保が課題

＜ＥＶ・ＰＨＶの普及に向けた取組状況＞
○３地域においてＥＶ・ＰＨＶの普及に向けた協議会が発足（浜松市、静岡市、富士宮市）

１－２．現状分析
＜東西交通の要衝＞
○東京－名古屋－大阪の大都市間に位置し、交通量（通過車両も含む）が多い
○東海道に沿って市街地が連なっており、都市間の車での移動が多い

＜全国屈指のものづくり県＞
○ＥＶ化による部品点数の減など自動車産業への影響は小さくないが、メーカーや中小
企業が有する優れた技術力を活かし、ＥＶ関連産業参入のチャンスでもある

＜地方都市として抱える課題＞
○車での移動が主流で、自動車から排出されるCO2の割合が高く（全国16.5%、本県22.7%

）、増加率も基準年（1990年）比11.0%増で増加が著しい
○集合・戸建住宅が混在し、特に集合住宅での充電インフラの確保が課題

＜ＥＶ・ＰＨＶの普及に向けた取組状況＞
○３地域においてＥＶ・ＰＨＶの普及に向けた協議会が発足（浜松市、静岡市、富士宮市）

１－５．取組体制等
地域ごとに協議会を設置し、各地域における取組を推進する。各地域協議会の代表者

 
等で「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会」を構成し、地域間の連携・情報共有等を図る。

 

１－５．取組体制等
地域ごとに協議会を設置し、各地域における取組を推進する。各地域協議会の代表者

 
等で「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶ普及協議会」を構成し、地域間の連携・情報共有等を図る。

１－４．取組内容１－４．取組内容

○安心して運転できる環境の整備
○高い技術力を活かした魅力ある車両の開発
○地方都市での普及における課題解決

○東西交通の要衝（通過県の懸念）
○全国屈指のものづくり県
（ＥＶ化への影響が大きい）

○車での移動が主流
（自動車から排出されるＣＯ２の割合が高い）

ＥＶ・ＰＨＶを中長距離移動の主流に！ＥＶ・ＰＨＶを中長距離移動の主流に！～東西の大動脈を活用した普及モデル～

○ＥＶ・ＰＨＶの中・長距離移動のサポート○ＥＶ・ＰＨＶの中・長距離移動のサポート
○ＥＶ・ＰＨＶ関連産業のリードオフマンへ○ＥＶ・ＰＨＶ関連産業のリードオフマンへ
○低炭素なまちづくり○低炭素なまちづくり

本県の特性
取組の方向性



（静岡県）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

静岡県の特性

東西交通の要衝

・東京－名古屋－大阪の大都市間に
位置し、交通量（通過車両も含む）
が多い

・東海道に沿って市街地が連なってお
り、都市間の車の移動が多い

ＥＶ・ＰＨＶを中・長距離移動の主流に！ＥＶ・ＰＨＶを中・長距離移動の主流に！～東西交通の大動脈を活用した普及モデル～

安心して運転できる環境の整備

・大動脈等での充電インフラの整備
・充電器位置情報、観光情報等の発信
・メンテナンスネットワークの構築

ＥＶ・ＰＨＶの中・長距離移動のサポートＥＶ・ＰＨＶの中・長距離移動のサポート

普及の取組を点から面へ

全国屈指のものづくり県

・平成２１年の工業製品の出荷額等
は全国２位。特に県西部地域では、
輸送用機器等の製造・開発が盛ん

・ＥＶ化による部品点数の減など自動
車産業への影響は小さくないが、メー
カーや中小企業が有する優れた技術
力を活かし、ＥＶ関連産業参入のチャ
ンスでもある

ＥＶ・ＰＨＶタウンでの主な取組

高い技術力を活かした
魅力ある車両の開発

・地域一体となった実験車両の走行実験
・各モデル地域での実証結果等を活用した
部品・制御技術等の開発

・中小企業のＥＶ産業への参入支援

ＥＶ・ＰＨＶ関連産業のリードオフマンへＥＶ・ＰＨＶ関連産業のリードオフマンへ

既存部品メーカー等のＥＶ化への対応
ＥＶ産業への新規参入

地方都市として抱える課題

・車での移動が主流で、自動車から
排出されるＣＯ２の割合が高い

・集合・戸建住宅が混在し、特に集
合住宅での充電器の確保が課題

地方都市での普及における課題解決

・集合住宅へ充電インフラの導入促進
・地元Ｊリーグチームとの連携による幅広い層
への周知

・ＣＯ２の大幅削減のための再生可能エネル
ギーを活用した充電インフラの整備

低炭素なまちづくり低炭素なまちづくり

日常生活での足をＥＶ・ＰＨＶへ

○大都市間・地方都市間のＥＶ・ＰＨＶでの移動
○本県通過者の観光客としての取り込みによる観光振興

○ＥＶ・ＰＨＶ関連ものづくり拠点の形成
○中・長距離移動も可能な製品の供給

○一般ユーザー（集合・戸建住宅居住者）への普及
○ＣＯ２の大幅な削減
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