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ＥＶ・ＰＨＶタウン提案書 （様式１） 

タイトル 愛媛版ＥＶ・ＰＨＶタウン構想 

提案団体 愛媛県 人口：1,431,106人（H22.8.1現在推計人口） 

担当者名及

び連絡先 

愛媛県経済労働部産業支援局産業創出課産学官連携係 

横山 陽一 

TEL：089-912-2483 FAX：089-912-2469 メールアドレス：yokoyama-youichi@pref.ehime.jp 

１．全体構想 

１．（１）ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ 

①都市部に加え、農業地域におけるＥＶ普及モデルを構築 
愛媛県は、柑橘を中心とする農業が盛んな地域であることにかんがみ、都市部に加えて農業地域におい

ても電気自動車の普及に向けたモデルの構築を図っていく。これまでのＥＶ・ＰＨＶタウン構想には、農

業地域をターゲットとした取組は見られないが、低速トルクが強く坂道における利用に優位性があるとい

う電気自動車の特性や、農業用軽トラックの１回当たりの走行距離が比較的短いことを踏まえれば、電気
自動車と農業との親和性は高いと考えられる。また、電気自動車の活用により農作物のブランド・イメー

ジの向上も期待できることも踏まえれば、今後農業地域における電気自動車の普及可能性は高いと見込ま

れる。このため、都市部に加え農業地域における実証型モデル事業の実施等を通じ、これらの地域におけ

る充電インフラの整備のあり方や農業地域における電気自動車普及の可能性について検証する。 
 また、ＥＶを活用した新たなサービスビジネスを創出することにより、高齢化社会に対応した環境の整

備を図ることも検討していく。 

②県ＥＶ開発センターがＥＶ関連技術のプラットフォーム 

愛媛県においては、本年４月に設立された県ＥＶ開発センターがＥＶ関連技術のプラットフォームを担
い、同センターにおいて確立された技術を県内企業に効率的に普及させていく技術伝播モデルを採用して

いる。この方式の確立により、これまでＥＶ関連分野と関わりのなかった幅広い県内企業がこの分野へ新

たに参入することが可能となり、電気自動車の円滑な開発・普及が図られることが期待される。 

③県内で改造した電気自動車をまずは県内で普及 
大手自動車メーカーが立地していない愛媛県では、県内で改造した電気自動車をまずは県内で普及する

モデルを構築し、県内における低炭素社会の構築とＥＶ関連産業の創出による経済・産業の活性化を併せ

て実現することによって、県内企業を巻き込みながら電気自動車普及に向けた持続的な取組を進めていく

ことが可能となる。こうした愛媛県の独自のモデルの構築により、本県と同様に大手自動車メーカーが立
地していない他県におけるＥＶ普及の先進モデルとなることが期待される。 

 

なお、当分の間は従来のガソリン車が引き続き相当数出回ることが想定されており、また、新車の電気

自動車はまだ車種が限られていることから、新車の電気自動車と比べユーザーのニーズや用途に応じたオ
ーダーメイドの電動化や低コストでの電動化の実現が可能となるという改造電気自動車のメリットを活

かしつつ、新車の電気自動車の普及とともに既存のガソリン車の電気自動車への改造を併せて進めていく

ことが、早期の低炭素社会の実現に向け効果的であると考えられる。 

１．（２）現状分析 

１．（２）① 

地域特性 

●地域特性 

本県は農業県であり、平成17年2月1日現在の農家数は55,868戸、農業就業人口は64,156

人であり、就業者数679,915人（平成17年10月1日現在）の約9.4％を占める。中でも柑

橘農業が盛んであり、みかんの生産量は147,300t（平成20年）を誇り、全国第2位のシェ
ア（全国の生産量の約16.3％）を持つ。 
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産業別の出荷額を見ると、金属・紙・化学等の素材型産業が約 63％、電子機器・機械等

の加工型産業が約24％、食料品・衣服等の生活関連型産業が約12％となっており、県内に

自動車メーカーは存在しないものの、金属加工、電気電子、機械等、軽工業から重工業まで

幅広い企業が存在している。 
また、本県には道後温泉やしまなみ海道など観光資源が豊富であり、観光客はタクシー及

びレンタカーを使用することが多い。なお、タクシー2,675台（平成20年3月31日現在）、

レンタカー9,754台（平成20年11月1日現在）である。 

なお、電力に関しては、伊方町に原子力発電所が存在し、四国の発電電力量の約 41％が
この発電所で作られている。また、伊方町では風力発電、松山市では太陽光発電への取組が

行われている。 

●地勢 

本県は、四国の北西部にあって、東は香川県及び徳島県、南は高知県に接する。北側は瀬
戸内海に面した平野が広がり、沿岸部には工業地帯が形成されるなど、瀬戸内工業地域の一

角を担っている。一方、南側は四国山地や雄大な四国カルストが広がり、西日本一の標高を

誇る石鎚山（1,982ｍ）をはじめ全体的に山地の多い地形となっている。 

県の総面積は、全国の1.5％に当たる5677.73 k㎡、海岸線総延長距離は、日本の約5％、
四国の約 47％に当たる約 1,700km に及ぶ。県東部から中部にかけての瀬戸内海沿岸は、遠

浅の砂浜海岸が続き、佐田岬半島から南の宇和海沿岸は、入り江の多いリアス式海岸が続く。 

●人口 

県の人口は、平成2年度以降減少傾向を示しており、平成22年8月1日現在で1,431,106
人（全国の人口の約1.1％）と、平成2年度比では5.6％減少している。一方、世帯数は、

人口とは逆に増加傾向を示しており、平成22年8月1日現在で601,898世帯と、平成2年

度比では17.4％増加している。こうした人口及び世帯数の推移に伴い、世帯人員(1 世帯当

たりの人数)は、2.95人から2.38人に減少している。 

１．（２）② 

自動車の普
及状況、ＣＯ

２の排出実

態等 

 

●愛媛県内の自動車登録台数 691,522台（平成21年3月末） 

 
●愛媛県内のＣＯ２排出実態  

年間排出量 約2,000万t（うち運輸部門330万t、全体の16.5％） 
 

※全国のＣＯ２排出実態  年間排出量 約13億t（うち運輸部門2.5億t、全体の19.1％） 

計画の名称及び策定時期 内容 

えひめ環境基本計

画（平成22年2月） 

低炭素社会の実現に向けた技術開発の促進の１つとして、脱化石燃料

動力による運搬機器等の開発（コンバートＥＶや沿岸漁業用漁船の電
動化コンバート技術の開発の促進）を重点プログラムとして位置づけ

ている。 

１．（２）③ 
策定済みの

ＥＶ・ＰＨＶ

普及計画 

（関係する
既存の行政

計画） 
地球温暖化防止実

行計画（平成22年2

月） 

本計画は、生態系、社会基盤、人の健康をはじめ、私達の生活に多大

な影響を与えることが予想されている地球温暖化問題について、愛媛

県として適切な対応を行うため、本県の自然的・社会的条件を踏まえ

た県全体の温室効果ガス排出量の削減計画を示すとともに、「県民の
暮らしと両立する低炭素社会の実現」に向けた県の取組方針を明らか

にしている。 
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愛媛県ＥＶ開発プ

ロジェクト（平成22

年4月） 

電動化製品の開発に取り組むことにより、県内におけるＥＶ関連産業

の早期創出を目指す。 

改造電気自動車、改造電気漁船及び電動バイクの普及を目指すプロジ

ェクトが現在始動しており、県が電動化技術・電動化製品関連技術の
プラットフォームとしての役割を担いながら、県内企業等のニーズに

基づいた新たな電動化分野の産業創出を図る。 

愛媛県経済成長戦

略2010（平成22年

3月） 

 
 

中長期的な視点に立ち、将来を見据えた産業の振興や未来への投資に

つながる技術開発等を進めるための‘本県経済の持続的発展につなげ

る成長戦略’である。 

戦略の一つとして、地域の産学官が結集して電動化技術等の技術開発
を行い、これらの技術を活かしたビジネスモデルの開発に取り組むこ

とにより、地域産業界におけるＥＶ化技術の蓄積と機運の醸成を図る

とともに、新たなＥＶ産業の創出を目指すことを盛り込んでいる。 

１．（３）普及目標等 

１．（３）① 

目標 

【短期目標】：2013年度のＥＶ/ＰＨＶの新車登録台数を全新車登録台数の6％にする。 

※2013年度のＥＶ/ＰＨＶ登録台数  6,400台（自動車登録台数の約1％） 

【中期目標】：2020年度のＥＶ/ＰＨＶの新車登録台数を全新車登録台数の20％にする。 

※2020年度のＥＶ/ＰＨＶ登録台数 56,000台（自動車登録台数の約9％） 
【長期目標】：2050年度のＥＶ/ＰＨＶの新車登録台数を全新車登録台数の80％にする。 

 

本県が目指すのは、主に農村地域で使用される軽トラックや、公用・営業用の軽商用車、

タクシー・レンタカーへの改造電気自動車の普及である。この車種に絞った 2020 年度の普
及目標は次のとおりである。 

○軽トラック 

県内の農家 1戸（農家数 55,868戸）につき 1台が軽トラックを保有していると仮定し、

2020年度の普及率9％で、そのうち半数を改造電気自動車が占めると想定 
55,868台×9％×1/2×90％（人口減少率）＝約2,200台 

○軽商用車の登録台数 

平成22年７月末現在の軽貨物自動車保有台数168,542台から軽トラック55,868台を除く

と112,674台、2020年度の普及率9％で、そのうち半数を改造電気自動車が占めると想定 
112,674台×9％×1/2×90％（人口減少率）＝約4,500台 

○タクシー・レンタカーの登録台数  

タクシー2,675台（H20.3.31現在）、レンタカー9,754台（H20.11.1現在）合計12,429台 

2020年度の普及率9％で、そのうち半数を改造電気自動車が占めると想定 
12,429台×9％×1/2×90%＝約500台 

 

※人口減少率は、厚生労働省国立社会保障・人口問題研究所「平成19 年度日本の都道府県

別将来推計人口についての報告書」を参考にした。 
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愛媛県では県ＥＶ開発センターを本年４月に立ち上げるなど、ＥＶの開発・普及を県の経

済成長戦略の大きな柱の１つとして位置づけ、ＥＶ開発プロジェクトを推進しているところ

であり、本年１０月２２日には県内の民間事業者等から成る愛媛県ＥＶ推進協会が設立され

るなど、県内企業等のＥＶ開発・普及に対する気運は大きく高まっている。 
今後、県が公用車に電気自動車を率先して導入していくとともに、都市部及び農業地域に

おいて実証型モデル事業を実施することにより初期需要を創出する。また、愛媛県ＥＶ推進

協会と連携しながら、ＥＶ・ＰＨＶ関連事業者、電力会社、行政等が一丸となって、充電イ

ンフラ等の社会基盤整備と普及啓発を当初５年間に集中的に行うことで、改造電気自動車を
含めＥＶ・ＰＨＶ全般の普及促進を図る。 

なお、実証型モデル事業については、県内の柑橘及び稲作農業地域の軽トラックや、都市

部の公用・営業用軽自動車への電気自動車の普及促進を図る。さらに、タクシーやレンタカ

ーへの普及促進にも取り組んでいくとともに、高齢化社会を迎える中で電気自動車を地域の
移動手段として活用する新たなビジネスの創出も検討していく。 

以上のような取組により、2020年度にはＥＶ・ＰＨＶの登録台数が56,000台（全体の9％）、

うち改造電気自動車の登録台数が7,200台（軽トラック2,200台、軽商用車4,500台、タク

シー及びレンタカーの登録台数が500 台）となることを目指す。（高齢化社会を迎える中で
地域の移動手段として自動車の必要性が高まっていること、自動車販売台数はここ数年減少

傾向にあるものの、自動車ユーザーが車両の小型化、低燃費化の車両を選択する傾向が顕著

であること、今後のＥＶ・ＰＨＶの技術開発により、ＥＶ・ＰＨＶ車の販売車種の高性能化、

多様化、販売価格の低下が予想されることなどの事情を勘案して目標を設定。） 

取組み方針 普及・整備の程度及びその見込みの根拠 

●県での率先導入 

○県での公用車への率先導入 

県の公用車を電気自動車に改造することにより、
本事業の牽引力とする。 

県の公用車に電気自動車を導入してい

くとともに、県内の市町における電気自

動車の更なる導入を促していく。 

●実証型モデル事業の実施 
○農村型・・・農業地域における電気自動車の実

証試験を行う。 

○都市型①・・都市部における公用・営業用車に

よる電気自動車の実証試験を行
う。 

○都市型②・・タクシーやレンタカー会社による

電気自動車の実証試験を行う。 

県が実施する実証型モデル事業により
農業地域及び都市部における電気自動

車の有用性を明らかにし、普及への足が

かりとする。 

●電気自動車導入促進に向けた支援 初期需要を喚起するため、イニシャルコ

ストの軽減を図る。 

●充電インフラの整備 

急速充電器又は普通充電器を設置する民間事業

者等に対する支援等を通じて、充電インフラの整
備につなげていく。 

自治体の各施設における整備を進めて

いくとともに、コンビニエンス・ストア

等とも連携を図りつつ、充電インフラの
整備促進を図る。 

１．（３）② 

目標の達成

についての

考え方 
 

●普及啓発 
○県民や事業者を対象とした普及啓発活動 

○各種イベントでの展示・試乗 

県ＥＶ開発センターが中心となってＥ
Ｖ・ＰＨＶの特長、優位性を広く周知す

る。 
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 ●ＥＶを活用した新たなサービスビジネスの創

出 

高齢化社会を迎える中で、都市部をはじ

め農業地域での限界集落等において、電

気自動車を地域の移動手段として活用

する新たなビジネスの創出も検討して
いく。 

１．（３）③ 
フォローア

ップの方法 

市町、有識者、電力事業者、自動車メーカー、農業団体、タクシー会社、レンタカー会社
等からなる愛媛県ＥＶ推進協会と県が連携することにより、ＥＶ・ＰＨＶの普及台数、充電

インフラの状況、普及啓発活動の開催回数等を定期的に把握し、今後の改善策等を検討する。 

１．（４）自治体の活力の創出等 

ＥＶ・ＰＨＶ普及促進に係る取組を通じて、県民や県内企業の地球環境に対する関心が高まり、環境問
題全般に対する普及啓発効果が期待される。 

また、県内で改造した電気自動車をまずは県内で普及するモデルを構築することにより、県内における

低炭素社会の構築とＥＶ関連産業の創出による経済・産業の活性化を併せて実現することが可能となり、

県内企業の活性化が期待される。 
さらに、ＥＶを活用した新たなサービスビジネスを創出することにより、高齢化社会に対応した環境の整

備を図ることが可能となる。 
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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 

各種モデル事業等の実施により、ＥＶ・ＰＨＶの初期需要の創出を図るとともに、電気自動車の各用途
への適合性や省エネ効果等について検証し、今後の普及促進を図っていく。 

また、県の公用車を電気自動車に改造することにより、本事業の牽引力とするとともに、県内の市町に

おける導入の更なる促進を図っていく。 

その後、助成制度の利用等の導入促進に向けた支援の実施を行い、普及へとつなげていく。 

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）実証型モデル事業（農村型）の実施（柑橘及

び稲作農業地域、各１地域） 

①県は、農業団体を通じて、県内で改造された電

気自動車（軽トラック（ＭＴ））を農業者に実際
に利用してもらい、走行距離や使用電力量等の

データを得る。 

②得られたデータを踏まえ、電気自動車の農業地

域への適合性や省エネ効果等について検証す
る。 

県、農業団体、

一般農家 

平成 23 年度

～24年度 

県等 走行距離や使用電力

量等のデータを踏ま

え、電気自動車の農業

地域への適合性や省
エネ効果等について

検証 

(b) 実証型モデル事業（都市型①）の実施（中予
地域） 

①県は、市町や金融機関等を通じて、県内で改造

された電気自動車（軽商用車（ＡＴ））を活用し

て実証試験を実施し、走行距離や使用電力量等
のデータを得る。 

②得られたデータを踏まえ、電気自動車の市町や

金融機関等における利用への適合性や省エネ効

果等について検証する。 

県、市町、金
融機関等 

平成 23 年度

～24年度 

県等 走行距離や使用電力
量等のデータを踏ま

え、電気自動車の市町

や金融機関等におけ

る利用への適合性や
省エネ効果等につい

て検証 

(c）実証型モデル事業（都市型②）の実施（松山

市） 
①県は、タクシー会社やレンタカー会社を通じて、

県内で改造された電気自動車（普通自動車（Ａ

Ｔ））を活用して実証試験を実施し、走行距離や

使用電力量等のデータを得る。 
②得られたデータを踏まえ、電気自動車のタクシ

ーやレンタカー等への適合性や省エネ効果等に

ついて検証する。 

県、タクシー

会社、レンタ
カー会社 

平成 24 年度

～25年度 

県等 走行距離や使用電力

量等のデータを踏ま
え、電気自動車のタク

シーやレンタカー等

への適合性や省エネ

効果等について検証 

(d) 公用車改造事業の実施 

①県は公用車の一部を電気自動車へ改造する。 

②県は、電気自動車の公用車としての利用を通じ
て走行距離や使用電力量等のデータを取得し、

県等 

平成 23 年度

～24年度 

県等 走行距離や使用電力

量等のデータを踏ま

え、電気自動車の公用
車としての利用への
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用途の適合性や省エネ効果等について検証す

る。 

適合性や省エネ効果

等について検証 

(e) 電気自動車導入促進に向けた支援 

 

県等 

平成 24 年度

～25年度 

検討中 助成制度の利用状況

を把握 

２．（１）③課題 

(a) 改造申請（構造等変更検査）手続の簡素化、規制緩和等について 

改造電気自動車の製造における最終過程として、陸運局や軽自動車検査協会において改造申請（構造等

変更検査）の手続きが必要となるが、その審査基準の統一を図るとともに、国等が改造電気自動車の安全

基準を確立させることにより、改造電気自動車に対するユーザーの信頼度をより一層高めることができる
と考えられる。また、同一仕様の改造電気自動車であれば２台目以降の申請が免除されるなどの規制緩和

を行うことで、改造電気自動車の受注から完成までのリードタイムを短縮することができると考えられる。 

なお、関東運輸局、自動車検査独立行政法人関東検査部、軽自動車検査協会東京主管事務所等が参画し

ている電気自動車普及協議会（APEV：Association for the Promotion of Electric Vehicle、会長：福武
總一郎 株式会社ベネッセホールディングス取締役会長）のＥＶコンバージョン部会において、改造電気自

動車の安全基準等の検討を行っているが、同協議会のアドバイザーとして、愛媛県ＥＶ開発センターの佐

藤員暢センター長が就任し検討に携わっており、愛媛県としても積極的に議論に参画していくこととして

いる。 
 (b) 改造電気自動車の購入助成について 

現在、大手自動車メーカーで電気自動車の開発、市場投入が進んでいるが、総生産台数に対する電気自

動車の割合は現在低く、既存のガソリンエンジン車のストックの量からしても、改造電気自動車の積極的

な導入促進が、ＣＯ２の削減に向けて有効であると考える。現在実施されている新車の電気自動車への導
入補助を、改造電気自動車にも拡大することにより、電気自動車の初期需要促進に有効であると考えられ

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 

改造電気自動車等を普及促進するためには、使用者の充電に対する不安感を解消することが重要であり、 
そのため、急速充電器又は普通充電器を設置する民間事業者等に対する支援等を通じて、充電インフラの

整備につなげていく。 

 また、農業地域及び都市部における実証型モデル事業を通じて、各地域における充電インフラ整備のあ

り方についても検証を行う。 

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）充電器設置に対する助成 

急速充電器又は普通充電器を設置する民間事業者

等に対する支援措置を検討（県が国の助成制度に

上乗せして助成することも視野）。 

県、民間事業

者等 

平成 24 年度

～平成 25 年
度 

県、国、民間

事業者等 

充電器設置台数の把

握 

(b) コンビニエンスストア等民間事業者との連携
強化 

県、民間事業
者等 

平成 23 年度

～ 

検討中 充電器設置台数の把
握 

２．（２）③課題 

(a) 急速充電器の価格低下 

電気自動車は一般的に走行距離がガソリン車に比べ短いことから、電気自動車の普及に向けて、網羅的

な充電器設置の必要性は非常に高いが、充電器の設置には、高額な費用が必要であり、民間事業者の参入

に大きな障壁となっている。特に急速充電器の価格低下は、充電インフラの普及に向けた課題と言える。 
(b) 充電器設置者への導入助成の拡充 

(a)で述べたように、充電器の設置には高額な費用が必要である。充電器設置者に対する購入助成制度を

拡充し、さらに充電機設置を促進することにより、電気自動車の早期普及が進むと思われる。 
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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 

県庁内のＥＶ開発推進班を中心に、愛媛県ＥＶ推進協会と協力して、行政（県、市町）、事業者（自動車
販売店・整備業者）、地元企業（ＥＶ・ＰＨＶ利用企業）、大学などが、それぞれの特色を活かし、県民、

事業者に対して幅広く、ＥＶ・ＰＨＶの有効性、利便性を普及啓発する。 

 

● 各団体による普及啓発の実施 
● ＥＶ・ＰＨＶ技術者の養成 

● 愛媛県ＥＶ開発プロジェクト シンボルマークの活用 

 

 
 

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) 各団体による普及啓発の実施 

○イベントでの普及啓発 

・県内各地で開催されるイベントでのＥＶ・ＰＨ
Ｖ展示・試乗会を開催する。 

 

県、民間事業

者、大学等 

県、民間事業

者等 

イベントの実施状況

の把握 

(b) ＥＶ・ＰＨＶ技術者の養成 

○車両整備・点検を行うＥＶ・ＰＨＶ技術者の養

成 

・県が実施するＥＶ・ＰＨＶ技術者セミナーによ
り、ＥＶ・ＰＨＶ技術者を育成する。 

・県内の高等技術専門校において、ＥＶ・ＰＨＶ

技術者を養成する。 

 

県等 県等 セミナー開催状況の

把握 

(c) 愛媛県ＥＶ開発プロジェクト シンボルマー

クの活用 
○普及啓発活動全般での活用 

・愛媛県ＥＶ開発プロジェクト シンボルマークを

作成し、県内各地で実施される普及啓発活動全

般において活用する。 

県、民間事業

者等 

県、民間事業

者等 

シンボルマークの活

用状況の把握 

２．（３）③課題 

○県民の理解促進 

ＥＶ・ＰＨＶの特長〈ＣＯ２排出ゼロ、低公害〉や走行性能、充電の方法などについて、より多くの県

民や事業者に理解を深めてもらう必要がある。 
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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 

県内における率先導入車両において、利用状況調査、走行データの取得を行い、利用者の行動パターンと
利用状況を分析し、導入促進に向けた課題と普及方策について、調査・検討を行う。 

● 県公用車（改造電気自動車）における走行データの取得 

● 実証型モデル事業（農村型、都市型①、都市型②）を通じた民間事業者等でのデータ取得 

 
 

 

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）県公用車（改造電気自動車）における走行デ

ータの取得 
・充電時間、走行距離に関して、走行条件等によ

る走行データを把握し、業務用車両としての利

便性等について、ガソリン車両との比較を実施 

 

県等 

平成 23 年度
～24年度 

県等 走行データに基づく、 

効果評価を実施 

(b) 実証型モデル事業（農村型、都市型①、都市

型②）を通じた走行データの取得 
・気候条件や道路条件が異なる地域間で、実証試

験を行い、走行データ等を取得し、効果評価を

実施 

 

県等 

平成 23 年度
～24年度 

県等 走行データに基づく、 

効果評価を実施 

２．（４）③課題 

効果評価の項目や手法について、詳細な検討が必要 
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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 

ＥＶ・ＰＨＶの本格普及に向け、様々な主体との技術開発等における連携を行う。 
 ●愛媛大学とのＥＶに関する連携 

 ●徳島工業短期大学とのＥＶに関する連携 

 

 
 

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）愛媛大学とのＥＶに関する連携 

愛媛大学と、平成１７年度に締結した包括連携協

定に基づくＥＶに関する覚書を締結し、ＥＶに関
する共同研究を行う。 

 

 

県、愛媛大学 県、愛媛大学 共同研究進捗状況の

把握 

(b)徳島工業短期大学とのＥＶに関する連携 

自動車工学に関して幅広い知識を有する徳島工業

短期大学と、ＥＶに関する連携協定を締結し、Ｅ
Ｖに関する実証試験や人材育成において協力す

る。 

 

県、徳島工業

短期大学 

なし 連携状況の把握 

２．（５）③課題 

県と大学との緊密な連携関係のもと、双方が持つ資源を有効に活用することが必要 
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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開発推進体制の整備 
県内におけるＥＶ関連産業の早期創出を実現するため、県庁内にＥＶ

開発推進班を設置するとともに、県産業技術研究所にＥＶ開発センタ

ーを設置し、10 月に民間主導で設立が予定されている愛媛県ＥＶ推進

協会と連携しながら普及に取り組むこととしている。 
 

県等 
平成22年度 

県等 

●改造電気自動車試作１号車によるＰＲ 
県において試作した改造電気自動車試作１号車（コペン）について、

フラッグシップカーとして完成披露会や日本ＥＶフェスティバル等に

出展し、電気自動車の普及を促進する。 

 

県等 
平成22年度 

県等 

●改造電気自動車の改造技術の確立 

平成23年度以降、順次実施していく改造電気自動車の製造に関し、県
産業技術研究所（ＥＶ開発センター）や県内事業者等において、改造

技術を一定のレベルまで確立させる。 

 

県、県内事業者

等 
平成22年度 

県、県内事業者

等 

●ＥＶ技術者の人材育成 

県産業技術研究所（ＥＶ開発センター）において、改造電気自動車の

製造に関するセミナーの開催やマニュアルの作成を行う。 
 

県等 

平成22年度 

県等 

●愛媛県ＥＶ推進協会の設立 
成長産業として期待される電気自動車等に関し、県内企業等における

ビジネス化を促進するため、民間事業者を主体とした愛媛県ＥＶ推進

協会を設立する。 

県内事業者等 
平成22年度 

－ 

●電気自動車普及協議会への加入 

電気自動車の技術、品質及び安全性の向上や標準化を推進し、電気自

動車の普及を図ると同時に必要な人材の育成に資することを目的とす
る電気自動車普及協議会に県が特別会員として加入するとともに、同

協議会のアドバイザーとして、愛媛県ＥＶ開発センターの佐藤員暢セ

ンター長が就任し、改造電気自動車の安全基準等について検討を行う。 

県等 

平成22年度 

県等 

●イベントでの普及啓発 

①愛媛県ＥＶ開発プロジェクト オープニングセミナーの開催 

②四国ＥＶラリー2010の開催 
③電気自動車普及協議会主催セミナーを愛媛県産業技術研究所で実施 

 

①県等（6/23） 

②四国ＥＶラリ

ー2010 実行委
員会（8/21・22） 

③電気自動車普

及協議会（9/4） 

 

①県等 

②四国ＥＶラ

リー2010 実行
委員会、協賛企

業 

③電気自動車

普及協議会 
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４．取組体制等 

自 治 体 内 の 
連携体制 

県庁内のＥＶ開発推進班を環境、交通、産業に関係する部署を網羅した組織として拡充
し、ＥＶ・ＰＨＶの普及促進に向けた体制を構築する。 

自動車メーカー

との連携 

愛媛県ＥＶ推進協会の会員として県内自動車メーカーに参画してもらうことに加え、電
気自動車の改造技術の提供や充電器の効果的な配置等について、自動車メーカーとの連

携を図る。また、自動車メーカーが、普及啓発イベントにおいて、ＥＶ・ＰＨＶ車の無

償貸出等の協力を行う。 

電力会社との 

連携 

愛媛県ＥＶ推進協会の会員として四国電力㈱に参画してもらうことに加え、急速充電器

の設置等による充電インフラの整備について連携を図る。 

地元企業との 

連携 

愛媛県ＥＶ推進協会の会員として県内の多種多様な企業に参画してもらうことに加え、

協会において、①会員への各種情報提供、②ＥＶビジネスの事業化に向けた研究会の立

ち上げ・活動支援、③国や県等に対する提案、等の活動を行うとともに、県と連携し、

県内におけるＥＶ・ＰＨＶの普及促進活動を行う。また、金融機関等が県と連携して実

証モデル事業①（都市型）を実施することにより、改造電気自動車を社用車として使用
する。 

地元住民との 
連携 

県内で開催されるイベント等において、県民及び事業者に対し、ＥＶ・ＰＨＶの普及啓
発を実施する。 

市区町村との 

連携 

県と連携してＥＶ関係ビジネスの創出を支援する。また、県と連携して実証型モデル事
業を実施することにより、改造電気自動車を市町等の公用車として使用する。また、モ

デル地域が存在する市町と充電器設置等について協力する。 

その他の関係者
との連携 

農業団体と連携し、実証型モデル事業（農村型）を行う。 

本県は電気自動車普及協議会の特別会員であり、また、同協議会のアドバイザーとして、

愛媛県ＥＶ開発センターの佐藤員暢センター長が就任しているため、情報共有、安全基

準の検討等、幅広く連携を図っていく。 
社団法人愛媛県観光協会と連携し、観光客に対し、改造電気自動車であるタクシーやレ

ンタカーの利用を呼びかける。 

※ 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。 



（愛媛県）ＥＶ・PＨＶタウン構想図（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
２０２０年度のEV／PHVの登録台数 ５６，０００台 （全体の９％）

うち改造電気自動車の登録台数 ７，２００台
軽トラック ２，２００台、軽商用車 ４，５００台
タクシー･レンタカー ５００台

１－３．普及目標等
２０２０年度のEV／PHVの登録台数 ５６，０００台 （全体の９％）

うち改造電気自動車の登録台数 ７，２００台
軽トラック ２，２００台、軽商用車 ４，５００台
タクシー･レンタカー ５００台

１－２．現状分析１－２．現状分析

１－５．取組体制等１－５．取組体制等

１－４．実施内容１－４．実施内容

１愛媛県EV開発推進班（県庁内組織）
・ＥＶ・ＰＨＶタウン構想全体の総合企画・調整、進行管理
・その他、諸問題に係る対応策の検討 等
２愛媛県EV開発センター（愛媛県産業技術研究所内組織）
・ＥＶ関連技術のプラットフォーム
・県内企業や大学と共同でEV関連分野の技術開発を実施
３愛媛県EV推進協会（民間企業組織）
・県内の多種多様な企業により構成
・会員への各種情報提供
・EVビジネスの事業化に向けた研究会の立ち上げ・活動支援
・国や県等に対する提案

１地域特性
・公共交通機関が少なく、乗用車の利用割合が高い
・農業県。特に柑橘農業が盛ん。中山間地域が県土の70％
・東予、中予地域を中心に金属加工、電気電子、機械等、軽工業から
重工業まで集積
・道後温泉やしまなみ海道など観光資源が豊富。観光客はタクシー、
レンタカーを利用
・伊方町に原子力発電所が存在し、四国の発電電力量の41％を発電
伊方町での風力発電、松山市での太陽光発電への取組み

２自動車登録台数
691,522台

３CO2年間排出量
約2,000万t （うち運輸部門330万t、全体の16.5％）

４策定済みのEV・PHV普及計画
・えひめ環境基本計画
・地球温暖化防止実行計画
・愛媛県ＥＶ開発プロジェクト
・愛媛県経済成長戦略

農村型（柑橘地域、稲作地域）

農業者
農業者 農業者

事業者
事業者 事業者

農業団体

公用車

タクシー

レンタカー

県

事業者
事業者 事業者

都市型

２．実証型モデル事業

３.導入促進に向けた支援
導入段階においては、各種支援措置により、初期需要を
喚起。

４.充電器設置
充電器を設置する民間事業者等に対する支援措置を
講じることにより、充電インフラ整備を促進。

①都市部だけでなく、農業地域におけるＥＶ
普及モデルを構築

• 柑橘を中心とする農業が盛んな地域であることから、
都市部と農業地域において普及モデルを構築。

• ＥＶを活用した新たなサービスビジネスの創出により
高齢化社会に対応した環境の整備

愛媛モデルの特徴

実証依頼

実証依頼

県

ＥＶ製造

ＥＶ製造

１.県公用車への率先導入
県の公用車に率先して電気自動車を導入し、本事業の牽
引力とする。

商用車

市町、金融機関
タクシー・レンタカー会社

②県ＥＶ開発センターがＥＶ関連技術のプ
ラットフォーム

• 県ＥＶ開発センターで確立された技術を県内企業に
伝播することにより、幅広い県内企業がＥＶ分野に参
入することを可能とする。

③県内で改造した電気自動車をまずは県
内で普及

• 低炭素社会構築とＥＶ関連産業創出による経済・産
業活性化を併せて実現することにより、持続的な取
組を可能とする。

他の取組に
は見られない
３つの特徴



（愛媛県）ＥＶ・PＨＶタウン提案書（様式２）

農業地域
農作業用軽トラックへの普及

高齢化社会に対応したサービスビジネスの創出

都市部
県や市町の公用車、民間企業の社用車、

タクシー、レンタカーへの普及

ＥＶ・ＰＨＶ・愛媛産改造ＥＶの普及

都市部と農業地域におけるＥＶ
普及モデルの構築

県ＥＶ開発センターがＥＶ関連技
術のプラットフォーム

県内で改造した電気自動車
をまずは県内で普及

愛媛モデルの特徴

改造ＥＶ

ＰＨＶ

Ｅ Ｖ

低炭素社会の構築とＥＶ関連産業の創出

環境にやさしい街づくり
経済と雇用が安定した

街づくり高齢者に配慮した街づくり


