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ＥＶ・ＰＨＶタウン提案書 （様式１）

タイトル 低炭素社会を目指すＥＶ・ＰＨＶタウン構想

提案団体 岐阜県 人口：2,078,286人（2010年8月現在）

担当者名及

び連絡先

岐阜県商工労働部商工政策課新エネルギー企画監

氏名 稲葉昭夫

電話：058-272-1111(内3052) ファックス：058-272-6873

メール：inaba-akio@pref.gifu.lg.jp

１．全体構想

１．（１）ＥＶ・ＰＨＶタウンとしての位置づけ

本県では、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーや燃料電池、蓄電池など、複数のエネルギー資源や技術を最適

に組み合わせる、「ベストミックス｣という考え方を基本に、クリーンで効率的な「次世代エネルギーインフラ」のモデルを

提示し、このモデルの構築と実証に取り組んでいる。本県で提案するＥＶ・ＰＨＶタウンの最終イメージは、この次世代エ

ネルギーインフラにおいて、余裕となる電力を利用して電気自動車を充電するなど、ＥＶ・ＰＨＶを核とした低炭素社会に

おけるエネルギー需給のモデル地域を構築し、それを全国に発信していくことにある。これを実現していくためのＥＶ・Ｐ

ＨＶの普及促進施策の特徴は、企業・個人への持続的な普及を目指すため、使用用途・使用環境に対応したＥＶ・ＰＨＶの

活用モデルを構築するとともに、一般開放の充電インフラの整備だけではく各家庭への充電コンセントの普及を積極的に促

進し、個人への普及環境を整備することにある。これの具体的な方針を以下に示す。

１． 使用用途・使用環境に対応したＥＶ・ＰＨＶの活用モデルの提示

初期需要を創出するため、実証試験等を通じて使用用途（通勤・買い物、農作業、観光、営業、タクシー、レンタ

カー 等）や使用環境（中山間部、寒冷地、ＧＳ過疎地域、都市部 等）毎に、可能な運用方法、総合的なコスト、

ＣＯ２の削減効果などを含んだ活用モデルを構築し、ＥＶ・ＰＨＶ導入効果を明確にすることにより、初期需要を創出

する。特に、中山間部、寒冷地、ＧＳ過疎地域に関するモデルは本県の地域特性を反映した活用モデルである。

２． ＥＶ・ＰＨＶの導入環境の整備

本県の自動車登録の７５％を乗用車が占め、ＥＶ・ＰＨＶの最終的な普及ターゲットは個人所有への乗用車と考え

ている。このため、一般に開放された急速充電器等の充電インフラの整備に努めるとともに、各家庭への充電コンセ

ントの普及も重要であると考え、住宅メーカー・工務店と連携し、充電コンセント設置のガイドラインを示し、新築

やリフォーム物件を中心に設置を推進する。

３．観光地の活性化と連携したＥＶ・ＰＨＶの活用促進

高山市等の観光地で、旅行社等と連携し、ＥＶレンタカーやＥＶタクシーを活用したパッケージツアーを企画し、

観光客の集客とＥＶ・ＰＨＶの利用促進を図る。企画するパッケージツアーにおいては、入場料や駐車料金の割引や

自家用車規制区間への乗り入れ緩和等、インセンティブの付与に努める。

４． ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発とインセンティブの向上

ＥＶ・ＰＨＶに関する啓発イベントを積極的に開催するとともに、優遇購入ローン、自動車税減税、優先駐車スペー

スなどの普及に向けた動機付けを行う。

５． 低炭素社会におけるエネルギー需給モデルの発信

太陽光発電、燃料電池、蓄電池など、エネルギー資源や技術を最適に組み合わせる次世代エネルギーインフラにおい

て、ＥＶ・ＰＨＶを負荷側のキラーアプリケーションと位置付け、その普及啓発に取り組むことにより、低炭素社会に

おける最適なエネルギー需給モデルを全国に発信する。

６．ＥＶ・ＰＨＶタウン構想推進母体の設立

自動車メーカー、電力会社、住宅メーカー、銀行、民間企業、参加市町村および県で構成される岐阜県次世代自動車

推進協議会（仮称）を設立し、各参画機関が、普及に向けた役割を担う。
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１．（２）現状分析

１．（２）①

地域特性

（これまでの取組等）

○太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーや燃料電池、蓄電池など、複数のエネルギー資源や技術

を最適に組み合わせる、｢ベストミックス｣という考え方を基本に、クリーンで効率的な「次世代エネル

ギーインフラ」のモデルを提示し、そのモデルの構築と実証に取り組んでいる。この中で、ＥＶ・ＰＨ

Ｖを負荷側のキラーアプリケーションとして位置付けている。

○県内のＥＶベンチャーは、郵便事業株式会社から大きな受注を受けるなど、今後の成長が見込まれる。

（地理的特性、産業、交通事情等）

○岐阜県は本州のほほ中央に位置した内陸の県であり、ゼロメートル地帯から1000ｍを超える高地に人口

が分布し、気候は、多治見市をはじめとする猛暑になる地域から飛騨の豪雪地域まで多種多様である。

○三大都市圏のうちの中京圏に属し、人口は約21 1万人（全国17位）（2008年）である。

○製造品出荷額は、約5兆7200億円(2008年)で全国20位であり、その主力は自動車,航空機関連産業で

ある。一方、ソフトウエア産業（含iphone ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）等の新産業育成にも積極的に取組んでいる。

○県土は10,621ｋ㎡で全国7位と広く、鉄道等の公共交通網は都市部に集中している。このため、旅客輸

送手段の93％を自動車に頼っており、全国平均の73.4％に比べ、非常に高い。

○県土の約8割が森林(全国2位)であり、中山間部が多く、ガソリンスタンドの過疎化も進行しつつある。

○自然豊かな観光資源（白川郷（世界遺産）、乗鞍岳）も多く、マイカー規制が行われている観光地もある。

１．（２）②

自動車の普及

状況、ＣＯ２

の排出実態等

（自動車の普及状況）

○本県の新車登録台数（軽自動車は販売数）は、103,708台(2008年)でその4年前の2004の124,976台か

ら21,286台減少し、この間も単調に減少している。

○自動車の登録台数は165万台（2008年3月）で、2004年の161 万台に比べ微増しているが、ほほ横ばい

で推移している。また、一世帯あたりの保有台数は、2.29台(2008年3月)で全国平均の1.53台を大き

く上回り、全国7位である。さらに、自動車1台あたりの人口比は1.26台(2008年3月)で、全国8位

で、ほぼ1人に1台に近い状況で普及している。

（電気自動車・プラグインハイブリッドに関する意識）

○本年度実施された電気自動車の講演会や環境フェアにおいてＥＶ・ＰＨＶに対する意識調査を行った。

この結果、１日当たりの走行距離は、50km未満：83.8%、50～100km：14.0%、100km～：1.2%であり、日

常の用途であれば、現在のＥＶの航続可能距離でも大きな支障はないと考えられる。しかし、価格につ

いては、過半数が同等車種の価格に対して1.2倍未満を許容価格とし、これが普及への大きな障害とな

っている。このため、トータルコストで優位になる運用モデルを構築する必要がある。しかし、1.5 倍

程度の価格差を許容する回答も30.2%あり、現行の、補助金を考慮したEVの価格に近く、潜在的な初期

需要はあると考えられる。

（ＣＯ２の排出実態）

○2007年のＣＯ２排出量は1,523 万ｔであり、1990年に比へ2.1％減少している。排出量の内訳は、産業

部門：36.0％、運輸部門：25.7％（391.5万ｔ）、民生部門：20.1％となっており、1990年に比べ、それ

ぞれ 13.5％減、10.7％減、30.3％増となっている。運輸部門に関しては、自動車の登録台数は 40 万台

程度増加しているが、省エネ自動車の普及により全体としては排出量が減少したものと推定できる。

（これまでの電気自動車、プラグインハイブリッド車の普及に向けた取組）

○2009年度に、電気自動車を2台購入し、急速充電器を2か所に設置し、公用車利用や市町村等への貸出

に使用している。運用データを蓄積し、電気自動車の走行経費等の運用効果の分析も行っている。

○2010年度に、急速充電器設置工事費補助金を新設し、これまでに２件の急速充電器への補助を採択した。

○2010年度に県立公園と民間商業施設に次世代エネルギーパークをオープンさせ、新エネルギー親子体験

バスツアー等のイベントを企画し、新エネルギーとともに電気自動車の普及に向けた啓発を行っている。
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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

岐阜県新エネルギービ

ジョン

平成１７年度に岐阜県新エネルギービジョンを策定した。この中で、電気自動車

等のクリーンエネルギー自動車の普及促進に努めることとしており、例えば県の

公用車への積極導入、各種イベント会場での展示等の普及啓発活動を積極的に実

施することとしている。

１．（３）普及目標等

１．（３）①

目標

自治体独自のＥＶ・ＰＨＶタウンの将来像

本県が目指すＥＶ・ＰＨＶタウンは、単にこれらを普及させるだけではなく、低炭素社会のモデル地域

となることを目指している。これにより、住宅や施設におけるＣＯ２排出量の削減が進むと同時に、電気自

動車の充電に太陽電池等のクリーンなエネルギーを使用することから、更なるＣＯ２削減効果も得られる。

○短期2013年前後

目標 ＥＶ・ｐＨＶ：1500台（県内自動車登録台数 162万台） 充電設備 急速・中速 20台

ＣＯ２削減効果 約1804ｔ－CO2 （約2413ｔ－CO2：クリーンな電気エネルギー）

算定根拠： 1,440(kg-CO2)×750（台）＋ 965(kg-CO2)×750(台)）（自動車のみ）

1,930(kg-CO2)×750（台）＋1,287(kg-CO2)×750(台)）（クリーンな電気エネルギー）

○中期２０２０年前後

目標 ＥＶ・ｐＨＶ：15.6万台（県内自動車登録台数 156万台）充電設備 急速・中速 100台

ＣＯ２削減効果 約17.4万ｔ－CO2（約23.3万ｔ－CO2：クリーンな電気エネルギー）

算定根拠： 1,440(kg-CO2)×5万（台）＋ 965(kg-CO2)×10.6万(台)）（自動車のみ）

1,930(kg-CO2)×5万（台）＋1,287(kg-CO2)×10.6万(台)）（クリーンな電気エネルギー）

○長期２０５０年前後

目標 ＥＶ・ｐＨＶ：100万台（県内自動車登録台数 121万台） 充電設備 急速・中速 500台

ＣＯ２削減効果 約111万ｔ－CO2（約148万ｔ－CO2：クリーンな電気エネルギー）

算定根拠： 1,440(kg-CO2)×30万（台）＋ 965(kg-CO2)×70万(台)）（自動車のみ）

1,930(kg-CO2)×30万（台）＋1,287(kg-CO2)×70万(台)）（クリーンな電気エネルギー）

注：ＣＯ２削減効果は、年間の走行距離を10,000kmとし、ＣＯ２排出量は、「ＪＨＦＣ総合効率検討結果」

に基づいて算出。PHVに関しては、クリーンな電気エネルギー使用時はガソリン車の1/3 と推定。

１．（３）②

目標の達成に

ついての考え

方

○短期の取組方針

・本県が取り組んでいる次世代エネルギーインフラにおける実証試験や新たに実施する中山間地等での

ＥＶ・ＰＨＶの運用試験のデータと各使用用途における自動車の運用形態を分析することにより、使用

用途・使用環境に対応したＥＶ・ＰＨＶの活用モデルの構築し、ＥＶ・ＰＨＶ導入効果を明確にするこ

とにより、初期需要を喚起する。

・個人所有の自動車の日常の走行距離は、ほとんどの場合100km 以下であり、ＥＶ・ＰＨＶを導入した場

合、住宅での充電が基本となることから、住宅への充電コンセントの普及促進を積極的に図る。さらに、

購入ローンの優遇等インセンティブの高揚を図り、個人への普及を促進する。

・ＥＶ・ＰＨＶを観光の振興に活用することにより、観光地での初期需要を喚起する。

・業務用ＥＶ軽トラック等に関する補助金制度を整備し県内ＥＶベンチャーを支援するとともに、自動車

関連企業のＥＶ・ＰＨＶ関連分野への進出を支援する。

・自動車メーカー、電力会社、住宅メーカー、銀行、民間企業、参加市町村および県で構成するＥＶ・Ｐ

ＨＶタウン構想推進母体を設立し、幅広い取組により、ＥＶ・ＰＨＶの普及を促進する。

・2012年に多くのメーカーのＥＶ・ＰＨＶ販売開始が予定され、比較的多くの車種が揃い、競争による販

売価格の低下も期待できることから、2013 年には、新車販売において１％（約 1000 台）の普及を目指

す。
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○中長期の取組方針

・ＥＶ・ＰＨＶを核とする次世代エネルギーインフラの普及を図り、充電インフラの整備を進めることに

より、県内自動車の大部分を次世代自動車（含：燃料電池車等）に置き換える。これにより、最適なエ

ネルギー需給モデルの普及を図り、低炭素社会を実現する。

時期 人口の増減 自動車 売台数 EV/PHVの普及の程度

短期(2013年前後) 2,058千人 102,000台 累計1500台

中期(2020年前後) 1,984千人 98,000台 新車販売50%

長期(2050年前後) 1,538千人 76,000台 新車販売90%

注：EV/PHVの普及の程度は、EV、PHV、燃料電池車等を含む次世代自動車の普及の程度

取組み方針 普及・整備の程度及びその見込みの根拠

① 使用用途・使用環境を考慮したＥＶ・ＰＨＶの活用モ

デルの構築と当該モデルによる普及啓発

・実証データに基づき適切な活用モデルを示す

ことにより、ＥＶ・ＰＨＶ導入に対する理解

を深め、初期需要を喚起する。

② 個人への普及も目指し、住宅への充電コンセントの設

置と急速充電器等の一般開放充電インフラの整備を

推進する。

・充電コンセントは大部分の新規物件への普及

を図り、充電インフラに関しては、県内５圏

域に整備する。

③ 観光地の活性化と連携したＥＶ・ＰＨＶの活用を図

る。

・年間700万人以上の観光客が訪れる高山市等

の飛騨地域でのＥＶ・ＰＨＶの活用は、これ

らの普及啓発と観光地のイメージアップに

繋がり、一石二鳥の効果が期待できる。

④ ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発と各種の優遇措置を設定し、

インセンティブの高揚を図る。

・ＥＶ・ＰＨＶが身近な交通手段という意識改

革を図る。

⑤ 自動車メーカー、電力会社、住宅メーカー、銀行、民

間企業、参加市町村および県で構成するＥＶ・ＰＨＶ

タウン構想推進母体を設立する。

・協議会参加者が情報交換を行い、それぞれが

各種の取組を積極的に推進し、ＥＶ・ｐＨＶ

に対する企業・県民の理解を深める。

１．（３）③

フォローアッ

プの方法

推進協議会に参加している自動車メーカー、住宅メーカー・工務店、民間企業、市町村等からＥＶ・Ｐ

ＨＶの普及台数、充電設備の設置台数や設置場所、住宅用充電コンセントの普及状況、さらには、ＥＶ・

ＰＨＶや充電インフラの運用課題について定期的な報告を受けるとともに、普及啓発イベント等で県民の

ＥＶ・ＰＨＶに対する継続的な意識調査を行う。これらの結果を踏まえ、推進協議会において課題の解決

や新たな取組の企画について協議し、これを推進する。

１．（４）自治体の活力の創出等

○様々なエネルギーと技術（ＥＶ，ＰＨＶを含む）を最適に組み合わせる次世代エネルギーインフラの普及を促進すること

により、総合的にＣＯ２の排出量を削減する新たなエネルギーの需給モデルを発信する。これにより、低炭素社会の実現

と地球温暖化対策の先進県として岐阜県のイメージアップが期待できる。

○ＥＶ・ＰＨＶを観光の目玉の１つとすることにより、イメージ、知名度を高め、観光産業の活性化に繋げることができる。

○半独立的で電気自動車を核とする次世代エネルギーインフラが普及することにより、災害時の孤立村落において、最低限

のライフラインの確保が可能となり、防災対策につながる。

○ＥＶ・ＰＨＶの関連技術の県内企業への普及を図ることにより、本県に集積する自動車関連産業の競争力強化を図る。さ

らに、ＥＶ・ＰＨＶの普及により、これに関する業務量が増え、本県の製造業の活性化が期待できる。

○ＥＶ・ＰＨＶの普及は、中山間地のガソリンスタンド過疎化対策として有効な手段である。

○平成２４年に開催される「ぎふ清流国体」の広報活動や本大会で、ＥＶ・ＰＨＶの活用を図ることにより、本県の低炭素

社会の実現を目指した先進的な取組を全国にＰＲ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

ＥＶ・ＰＨＶの初期需要創出に関する主要な課題としては、これらがガソリン車と違い特別な自動車という意識が高く、

これに対する理解が進んでいないこと、各住宅にこれらを導入する環境が整っていないこと、長距離を走行するための充電

インフラの整備が進んでいないこと、初期コストが高いこと、現在の航続可能距離でも十分に活用できる利用方法や運用を

含む総合的コスト評価がされておらず、導入の効果が明確でないことなどがある。

一方、本県は移動手段として自動車への依存率が高く、中山間部においては、ガソリンスタンドの過疎化が進行しつつあ

り、この対策としてＥＶ・ＰＨＶの導入は有効であると考える。さらに、飛騨高山、下呂温泉、白川郷といった全国的に有

名な観光地もあり、自然保護と両立させた観光の活性化には、ＥＶ・ＰＨＶの活用は非常に有効である。

以上を踏まえ、本県が取り組んでいる次世代エネルギーインフラにおける実証試験に加え、新たに中山間地等でのＥＶ・

ＰＨＶの運用試験を行い、これらのデータと各使用用途における自動車の運用形態を分析することにより、使用用途・使用

環境に対応したＥＶ・ＰＨＶの活用モデルの構築し、その導入の効果を明確にすることにより、初期需要を喚起する。観光

用途や中山間地での活用モデルの構築を優先的に実施し、この結果を踏まえ、他の用途や都市部でのモデルを構築する。ま

た、個人所有の自動車の日常の走行距離は、ほとんどの場合100km以下であり、ＥＶ・ＰＨＶの利用においては、住宅での

充電が基本となる。このため、住宅への充電コンセントの設置を新築物件やリフォーム物件を中心に積極的に推進するとと

もに、購入ローンの優遇等インセンティブの高揚も図ることにより、個人への普及を促進する。推進母体として、岐阜次世

代自動車推進協議会（仮称）を設立し、幅広い取組により、ＥＶ・ＰＨＶの普及を促進する。

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）ＥＶ・ＰＨＶ活用モデルの構築

本県の都市部、中山間地（含：ＧＳ過疎地）でＥＶ・

ＰＨＶの日常生活への導入試験を行い、それぞれの状況

に対応した活用モデルを構築する。さらに、ＥＶ・ＰＨ

Ｖの導入企業等から活用状況と課題についてヒヤリング

を行い、営業活動での活用モデルを構築する。

（岐阜市、飛騨地域（高山市等）など）

県、自動車メー

カー、住宅メー

カー・工務店、

民間企業、参加

市町村

平成 22 年度か

ら実施

県及び関係者 実証データの基づいたＥ

Ｖ・ＰＨＶ活用モデルを

一般に公開し、初期需要

を喚起する。

(b）個人向けEV・ＰＨＶ購入環境の整備

住宅メーカー・工務店と連携し、新築マンション・再

開発ビル、新規建売住宅等への充電コンセントの導入を

推進し、リフォーム時の充電コンセント設置も推奨する。

（県内全域）

住 宅 メ ー カ

ー・工務店

平成 22 年度か

ら実施

住 宅 メ ー カ

ー・工務店（住

宅購入者）

参画住宅メーカー・工務

店の新築物件において７

５％以上の普及を目指

す。住宅メーカーから実

績をヒヤリングする。

(c）ＥＶ・ＰＨＶ優先駐車スペースの設置

公共施設やショッピングセンター等の駐車場において、

ＥＶ・ＰＨＶの優先駐車スペースを確保しインセンティ

ブの高揚を図る。

(県内全域)

県、民間企業、

参加市町村

平成 23 年度以

降

県、民間企業、

参加市町村

ショッピングセンター等

に関しては、新規店舗等

を中心に普及を図る。半

期ごとに実施状況を把握

する。

(d）自動車税等の優遇措置

新車新規登録したＥＶ・ＰＨＶについて、翌年度１年

間分の自動車税を軽減する。

（県内全域）

県

平成 22～23 年

度（平成 24 年

度以降は未定）

県 適用実績の把握
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(e）ＥＶ・ＰＨＶ購入補助金の設定

ＥＶ・ＰＨＶの購入に対して、国の補助金に上乗せ補

助金を支給。県は、業務用ＥＶ軽トラック等に関する補

助金制度を整備する。

（高山市等（但し、業務用車両は県内全域））

県・参加市町村

平成 23 年度以

降

県・参加市町村 適用実績の把握

(f）ＥＶ・ＰＨＶ購入ローンの設定

ＥＶ・ＰＨＶの購入ローンに優遇金利を適用する。

（県内全域）

銀行

平成 22 年度以

降

銀行 適用実績の把握

(g）観光地でのＥＶ・ＰＨＶレンタルサービスやＥＶ・Ｐ

ＨＶタクシー等の運用モデルの構築

観光地の特色をＰＲしながら、旅行会社と連携し、観

光施設等での特典を盛り込んだＥＶ・ＰＨＶレンタカー

やＥＶ・ＰＨＶタクシーの利用を盛り込んだツアー（運

用モデル）を構築し、ＥＶ・ＰＨＶレンタカーやタクシ

ーの普及を図る。

（高山市等）

県、タクシー会

社、レンタル会

社、旅行会社、

参加市町村

平成 23 年度以

降

タクシー会社、

レンタル会社、

旅行会社、参加

市町村等

半期ごとに実績を把握す

る。

(h）観光地でのＥＶ・ＰＨＶ利用者に対する優遇

観光地の特色をＰＲしならが、ＥＶ・ＰＨＶ利用者に

対する特典を設定し、インセンティブ高揚の一助とする。

さらに、一般乗用車の乗り入れが規制されているエリアへ

のＥＶの乗り入れを許可する。

（高山市等）

民間企業、参加

市町村

平成 23 年度以

降

民間企業・参加

市町村

年度ごとに実績を把握す

る。

(i）企業、自治体等によるＥＶ・ＰＨＶの率先導入

ＥＶ・ＰＨＶの導入を企業や自治体に働きかける。

（県内全域）

県、民間企業、

参加市町村

平成21年度～

県、民間企業、

参加市町村

半期ごとに導入状況を把

握する。

２．（１）③課題

(a)ＥＶ・ＰＨＶ活用モデルの構築の実施について、モニター試験における評価項目等を十分吟味しておく必要がある。

(b) 個人向けEV・ＰＨＶ購入環境の整備の実施について、施主の理解を得る必要がある。

(g）観光地でのＥＶ・ＰＨＶレンタルサービスやＥＶ・ＰＨＶタクシー等の運用モデルの構築に関しては、大きな初期投資

が必要であり、これに対する民間企業の理解を得るとともに支援措置の検討も必要である。さらに、軽自動車ＥＶタクシ

ーへの認可が必要である。

(h）観光地でのＥＶに対する規制緩和の実施について、関係者の理解を得るとともに、充電インフラを整備する必要がある。

(i）企業、自治体等による車両（営業車、公用車）の率先導入の実施に関しては、市販されているＥＶ・ＰＨＶの種類が少

なく、航続距離等の制約があり、利用可能な業務の範囲が限られる。さらに、購入のための予算の確保も必要である。
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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

充電インフラの整備は、購入意欲を左右する大きな要因である。一般ユーザーへの普及に関しては、住宅への充電コンセ

ントの普及とＥＶでの長距離の移動を可能とする急速充電器の普及が不可欠である。

一般住宅への充電コンセントの整備に関しては、住宅メーカーと連携して新築の住宅（マンションを含む）への充電コン

セントの標準設置を推進する。特にマンション等の集合住宅においては、新築時を逃すと入居者の合意を形成することは非

常に難しく、これを避ける意味でも新築時の取組は重要である。

急速充電器の整備に関しては、県内５圏域（岐阜、西濃、中農、東濃、飛騨）への急速充電器の設置を推進し、電気自動

車での県内全域への移動を可能にする。また、充電インフラの整備に関しては、急速充電器にこだわらず、人の滞在する時

間を考慮し中速充電器や普通充電器の設置についても推進する。さらに、中部充電インフラ普及コンファレンスの活動と連

携して、広域での充電インフラの整備とその情報提供に努める。

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）個人向けＥＶ・ＰＨＶ購入環境の整備(再掲)

住宅メーカー・工務店と連携し、新築マンション・再

開発ビル、新規建売住宅等への充電コンセントの導入を

推進し、リフォーム時の充電コンセント設置も推奨する。

（県内全域）

住 宅 メ ー カ

ー・工務店

平成 22 年度か

ら実施

住 宅 メ ー カ

ー・工務店（住

宅購入者）

参画住宅メーカー・工務

店の新築物件において７

５％以上の普及を目指

す。住宅メーカーから実

績をヒヤリングする。

(b）企業、駐車場、公共施設等への普通充電器の設置

ホテル、ショッピングセンター等の民間企業、駐車場、

公共施設等への普通・中速充電器の設置を推進する。

（県内全域）

民間企業、参加

市町村

平成 23 年度以

降

国、県、民間企

業、参加市町村

半期ごとに普及状況を把

握する。

(c）急速充電設備の設置促進

急速充電器やその工事費に対して補助金を交付し、県

内５圏域への普及を図る。（急速充電器本体は、一般社

団法人次世代自動車振興センター補助金を活用）。

（県内全域）

県

平成 22 年度か

ら実施

国、県、企業 県内５圏域への普及を目

指す。

(d）携帯端末（iphone 等）やカーナビでの情報提供

充電インフラの情報をホームページ、携帯端末用ペー

ジ、カーナビ等で提供する。

（県内全域）

県、自動車メー

カー等

平成 22 年度か

ら一部実施

県、自動車メー

カー等

(e)隣接県との連携

中部充電インフラ普及コンファレンス等を通じて、充

電器設置情報を共有し、普及組織内での使用が限定され

ている充電器があれば、それを互いに開放する。

（中部圏）

県

平成 22 年度か

ら一部実施

県

２．（２）③課題

(a) 個人向けＥＶ・ＰＨＶ購入環境の整備の実施について、施主の理解を得る必要がある。(再掲)

(b）企業、駐車場、公共施設等への普通充電器の設置、(c）急速充電設備の設置促進 の実施にあたっては、ＥＶの普及が

進んでいない段階では民間企業者の理解を得にくい状況にある。さらに、課金する場合の課題（電気事業法との関係）等

について整理しておく必要がある。
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２．（３）普及啓発に関する事項

２．（３）①取組方針

各参画機関（県、市町村、自動車メーカー、住宅メーカー、県内企業等）がそれぞれの特色を生かし、様々な機会（イベ

ント等）を通じて、ＥＶ・ＰＨＶ活用の有効性をＰＲし、県民や県内事業者に対してＥＶ・ＰＨＶに対する正しい理解が得

られるように普及・啓発に努める。

さらに、本県が推進している新エネルギーと技術を最適に組み合わせる次世代エネルギーインフラの普及啓発において、

キラーアプリケーションとしてＥＶ・ＰＨＶを位置づけ、その普及啓発に努める。

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）リーフレット等の啓発資料の作成

ＥＶ・ＰＨＶに関する基本性能、インフラの整備状況、

補助金制度等に関する啓発資料を作成し、広く事業者や

県民に配布することにより周知を図る。

（県内全域）

県、参加市町

村、自動車車メ

ーカー 等

平成 22 年度か

ら実施

県、参加市町

村、自動車メー

カー 等

協議会参加者の協力を得

て広く周知する。

(b）啓発イベント・試乗会の実施

環境関係や次世代エネルギーインフラ関係のイベン

トを中心にＥＶ・ＰＨＶの普及啓発イベントや試乗会を

実施（一般住民、マスコミ等へのＰＲを図る、）

（県内全域）

県、参加市町

村、

平成 21 年度か

ら実施

県、参加市町

村、自動車車メ

ーカー 等

マスコミへの情報提供を

行い、積極的にＰＲする。

(c）岐阜次世代自動車推進協議会（仮称）活動のＰＲ

ＥＶ・ＰＨＶタウン構想の推進母体として岐阜次世代

自動車推進協議会（仮称）を設立し、その活動状況をマ

スコミに提供し、広く民間企業や県民にＰＲする。

（県内全域）

県、参加者

平成 23 年度よ

り実施

（平成 22 年度

に準備会を開

催）

マスコミ マスコミへの情報提供を

行い、積極的にＰＲする。

(d）ロゴマークのサインポスト化

岐阜次世代自動車推進協議会（仮称）のロゴマークを

作成し、充電インフラ等に付与し、サインポスト化する。

（県内全域）

県、参加者

平成 23 年度以

降

県、参加者 協議会でロゴマークのサ

インポスト化を働きかけ

る。

(e）「ぎふ清流国体」でのＰＲ

平成２４年１０月に開催される「ぎふ清流国体」の広

報活動や本大会で、ＥＶ・ＰＨＶの活用を図ることによ

りＰＲする。

（県内全域）

県

平成 22 年度よ

り実施

県、自動車メー

カー等

ぎふ清流国体推進局との

連携により実施。

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の普及台数や充電設備の設置台数や設置場所を調査し、取組の進捗を把握する。さらに、ＥＶ・ＰＨＶの利

用者（購入およびレンタル）や充電設備の設置者等にアンケート調査等を行い、車両および充電設備の使用状況や使用にお

ける課題等をとりまとめる。この結果を踏まえ、岐阜次世代自動車推進協議会（仮称）で現状分析を行い、その後の普及啓

発等への取組について協議し、ＥＶ・ＰＨＶ普及目標の達成を目指す。

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）普及状況の把握

ＥＶ・ＰＨＶの普及台数、充電設備の設置台数や設置

場所を把握する。

（県内全域）

自動車メーカ

ー、企業、県

平成 23 年度以

降

自動車メーカ

ー、企業、県

調査結果を協議会に報告

する。

(b) ＥＶ・ＰＨＶ利用者へのアンケート調査

ＥＶ・ＰＨＶ利用者に対して、車両および充電設備の

利用状況等について調査する。

（県内全域）

県、参加市町

村、自動車メー

カー等

平成23年度以

降

県、参加市町

村、自動車メー

カー等

調査結果を協議会に報告

する。

(c)充電インフラの活用状況と課題の把握

充電設備の設置者に対して利用状況やＰＲ効果につ

いて調査を実施する。

（県内全域）

県および関係

者

平成 22 年度以

降

県および関係

者

調査結果を協議会に報告

する。

(d)集合住宅での充電インフラの利用状況や課題等の把握

充電インフラの整備された集合住宅において、住民や

管理組合からその利用状況や課題を調査。

（県内全域）

県、自動車ﾒｰｶ

-、住宅ﾒｰｶ-・

工務店等

平成 24 年度以

降

県、自動車ﾒｰｶ

-、住宅ﾒｰｶ-・

工務店等

調査結果を協議会に報告

する

(e) ＥＶ・ＰＨＶの運用課題の把握

ＥＶ・ＰＨＶに関する利用形、走行実態、課題につい

て調査し、ＣＯ２削減効果等を推定する。

（県内全域）

県、参加市町

村、企業

平成 23 年度以

降

県、参加市町

村、企業

調査結果を協議会に報告

する。

(f)効果評価に対する対策の策定

各種の調査結果に基づいて、各種の取組を検証し、改

善案について検討する。

（県内全域）

岐阜次世代自

動車推進協議

会（仮称）

平成 23 年度以

降

県、参加市町

村、企業等

次年度以降の活動に反映

する。

２．（４）③課題

(b) ＥＶ・ＰＨＶ利用者へのアンケート調査に関しては、利用者を把握している自動車販売会社の協力を得るとともに、回

収率を向上させるため、利用者のアンケートへの理解と協力を得る必要がある。さらに、調査の確度をあげるため、調査

項目等の工夫が必要である。

(d)集合住宅での充電インフラの利用状況や課題等の把握には、住民のアンケートへの理解と協力を得る必要がある。
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２．（５）その他の事項

２．（５）①取組方針

総合的な低炭素社会の実現のモデルとして次世代自動車を取り入れた次世代エネルギーインフラの実証とその普及に努

める。また、県内自動車関連産業に対して、ＥＶ・ＰＨＶ関連技術への対応を推進するため、技術講習会や産学官共同研究

等を推進し、技術の蓄積を図ることにより、当該関連産業の集積を図る。

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）岐阜次世代自動車推進協議会（仮称）の設立

ＥＶ・ＰＨＶタウン構想を推進する母体として、県、

電力会社、自動車メーカー、住宅メーカー・工務店、民

間企業、市町村を構成員とする協議会を設立する。

（県内全域）

県、参加市町

村、民間企業

平成 23 年度よ

り実施（平成22

年度：準備会）

参加者

(b)マスタープランの策定

ＥＶ・ＰＨＶタウン構想を展開していくためのマスタ

ープランを作成し、当該年度の実績を踏まえ、より

効果的な計画への改訂し、次年度事業に生かす。

（県内全域）

県、参加市町

村、民間企業

平成 23 年度よ

り実施

参加者

(c)次世代エネルギーインフラの実証のその普及啓発

平成21年度～平成22年度に構築した次世代エネルギ

ーインフラ（複数のエネルギーや技術を最適に組み合わ

せたエネルギーインフラ）の実証試験を実施するととも

に、その普及啓発に努める。ＥＶ・ＰＨＶは、このエネ

ルギーインフラのキラーアプリケーションとして位置付

け、ＥＶ・ＰＨＶを核とした低炭素社会の街づくりを推

進する。

（県内全域）

県、住宅メーカ

ー・工務店、民

間企業

平成 22 年度よ

り実施

県、住宅メーカ

ー・工務店、民

間企業

実施済み

(d)技術講習会の開催

ＥＶ・ＰＨＶ関連の技術講演会や技術講習会等を開催。

（県内全域）

県、財団、県工

業会 等

平成 21 年度年

度より実施

県、財団、工業

会 等

実施済み

(e)産学官共同研究の実施

ＥＶ・ＰＨＶ関連の技術関発を産学官の協力のもとに

実施する。費用に関しては、経済産業省の地域イノベー

ション創出研究開発事業や戦略的基盤技術高度化支援事

業等の活用を図る。

（県内全域）

民間企業、大

学、県

随時実施

国、民間企業、

大学、県

実施済み

２．（５）③課題

(a)岐阜次世代自動車推進協議会（仮称）の設立にあたっては、電力会社や自動車メーカー以外の民間企業の理解と幅広い

協力を得る必要がある。

(b)マスタープランの策定において、継続的に予算を確保していく必要がある。
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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)アクションプランの策定 県 県

(b）中山間地でのＥＶ運用試験（モニター試験）と次世代エネルギーインフラモデ

ルハウス(岐阜市)を活用したＥＶ運用実験の実施

県、民間企業 県、民間企業

(c）住宅等への充電コンセント設置ガイドラインを制定し、住宅メーカー・工務店

と連携し、新築物件を中心にこれを推進する。

県、住宅ﾒｰｶ-・工

務店

住宅ﾒｰｶ-・工務店

(d）自動車税等の優遇措置

・新車新規登録したＥＶ・ＰＨＶについて、翌年度１年間分の自動車税を軽減

県 県

(e）ＥＶ・ＰＨＶ購入優遇ローン（金利優遇）の設定 銀行 銀行

(f）企業、自治体等による車両（営業車、公用車）の率先導入 民間企業、岐阜市 民間企業、岐阜市

(g）充電インフラの整備促進と運用課題の把握

・急速充電設備工事費の1/3補助（平成22年度に2件実施）

・充電インフラの情報をホームページで提供

・既設充電インフラの活用状況の調査と課題の把握

県、企業 国、県、企業

(h）隣接県との連携（中部充電インフラ普及コンファレンスへの参加、充電インフ

ラ整備情報の共有）

中部経済産業局、

県、隣接県

中部経済産業局、

県、隣接県

(i）EVレンタカーを利用した観光ツアーを10月28日に高山市で実施する。 県、企業 企業

(j）啓発イベント・試乗会の実施

・次世代エネルギーパークオープニングにおけるＥＶの展示、試乗会

・新エネルギー体験親子バスツアーの実施（10回）

・エコサミット2010（12/11）でのＥＶ・ＰＨＶ展示・試乗会

・各地の環境フェアでのＰＲ

・市町村、小学校、大学等での啓発イベントへのＥＶ（公用車）貸出

県、参加市町村、

企業

県、参加市町村、

企業

(k）「ぎふ清流国体」の広報活動におけるＥＶの活用とＰＲ 県 県

(l）岐阜次世代自動車推進協議会（仮称）準備会の開催 県、参加市町村、

企業

県、参加市町村、

企業

(m）次世代エネルギーインフラ（公共施設、商業施設、都市、中山間、家庭の 5

つのモデル）の実証試験とその普及啓発

県、企業 県、企業

(n）技術講習会の開催（電気自動車講演会（４～5回）、技術講習会(5回）) 県、工業会等 県、工業会等

４．取組体制等

自治体内の連携体

制

商工労働部、環境生活部、ぎふ清流国体推進局 等

自動車メーカーと

の連携

トヨタ自動車㈱、日産自動車、三菱自動車、ゼロスポーツ

電力会社との連携 中部電力

地元企業との連携 中部電力、ゼロスポーツ、住宅メーカー・工務店、銀行、自動車関連をはじめとする民間企業

地元住民との連携 参加市町村の住民

市区町村との連携 岐阜市、大垣市、各務原市、高山市、中津川市

その他の関係者と

の連携

（社）岐阜県工業会等の業界団体
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○各取組（3 年以内に実施予定）の実施箇所

・個人向けＥＶ、ＰＨＶ購入環境の整備
・企業、自治体等による車両の率先導入

・中速充電機や急速充電器の設備促進
・ＥＶ、ＰＨＶ優先駐車スペースの設置

・ＥＶ、ＰＨＶの普及促進

高山市
・中山間地での実証試験と活用モデル

の構築
・ＥＶ・ＰＨＶを活用した観光地の活性化

・観光地でのＥＶ・ＰＨＶレンタルサービス

等の運用モデルの構築。
・観光地でのＥＶ・ＰＨＶ活用に対する優遇

・ＥＶ・ＰＨＶ優先駐車スペースの設置

・企業、自治体等による車両の率先導入
・中速充電器や急速充電器の設備促進

・個人向けＥＶ・ＰＨＶ購入環境の整備
・ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発

中津川市

・個人向けＥＶ・ＰＨＶ購入環境の整備
・ＥＶ・ＰＨＶ優先駐車スペースの設置
・ＥＶ・ＰＨＶレンタルサービスの推進
・中速充電器や急速充電器の設備促進
・都市型導入モデルに基づくＥＶ・ＰＨＶの

普及啓発
・ＥＶ・ＰＨＶ関連の技術講習会の実施

各務原市

・ＥＶ・ＰＨＶの都市部での実証試験と

活用モデルの構築
・次世代エネルギーインフラを活用した

ＥＶ・ＰＨＶの活用モデルの発信

・個人向けＥＶ・ＰＨＶ購入環境の整備
・ＥＶ・ＰＨＶ優先駐車スペースの設置

・ＥＶ・ＰＨＶレンタルサービスの推進
・企業、自治体等による車両の率先導入
・ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発

岐阜市

・個人向けＥＶ・ＰＨＶ購入環境の整備
・ＥＶ・ＰＨＶ優先駐車スペースの設置
・ＥＶ・ＰＨＶレンタルサービスの推進
・中速充電器や急速充電器の設備促進
・企業、自治体等による車両の率先導入
・都市型導入モデルに基づくＥＶ・ＰＨＶ

の普及啓発

大垣市

① 初期需要の創出
・個人向けＥＶ・ＰＨＶ購入環境の整備
・ＥＶ・ＰＨＶ導入へのインセンティブの高揚

ＥＶ・ＰＨＶ優先駐車スペースの設置、
自動車税等の優遇措置、
ＥＶ・ＰＨＶ購入ローンの設定
業務用軽自動車ＥＶ補助金（ＥＶベンチャー支援）

・企業、自治体等による車両（営業車、公用車）の率先導入
② 充電インフラの整備

・中速充電器や急速充電器の設備促進
・情報端末（iphone 等）での充電インフラ情報の提供
・隣接県との連携（中部充電インフラ普及コンファレンス等）

③ＥＶ・ＰＨＶの普及啓発
・試乗会やイベント等の実施
・次世代エネルギーインフラを活用した普及イベントの開催
・ぎふ清流国体でのPR

④その他
・次世代エネルギーインフラの普及促進
・ＥＶ・ＰＨＶ関連産業の育成

技術講習会や産学官共同研究の実施

全県的な取組



（岐阜県）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 2013年度 ＥＶ・ＰＨＶ：１５００台

充電設備（累計：自家用を除く） 急速・中速 ２０台
② 2020年度 ＥＶ・ＰＨＶ：１５６，０００台

充電設備（累計：自家用を除く） 急速・中速 １００台
② 2050年度 ＥＶ・ＰＨＶ：１，０００，０００台

充電設備（累計：自家用を除く） 急速・中速 ５００台

１－２．現状分析
①地域特性
○複数の新エネルギーと技術を最適に組み合わせる次世代エネルギーインフラの
実証とその普及・啓発を積極的に推進

○EVベンチャーが事業を展開
○県土の約8割が森林(全国2位)であり、中山間部が多く、ガソリンスタンドの過疎化
が進行している。（１４市町村）

○全国第7位の広い県土・鉄道等の公共交通網は都市部のみ
－＞移動手段として高い自動車へ依存率
（旅客輸送手段 自動車 ９３％ （全国：７３．４％） ）

○自然豊かな多くの観光資源（白川郷（世界遺産）、乗鞍岳）
－＞環境保護のためのマイカー規制等の検討

１－４．取組内容
①初期需要の創出
・中山間地や観光地での利用等、使用用途・使用環境に対応したＥＶ・ＰＨＶ
活用モデルの構築
＞中山間地や観光地等での各種の実証試験に基づき デ を構築

○ＥＶ・ＰＨＶを核とし、再生可能エネルギーを効率的に運用した低炭素社会におけるエネルギー需給のモデル地域を構築
○実証試験等を通じて使用用途（通勤・買い物、農作業、観光、営業 等）・使用環境（都市部、中山間部、寒冷地、ＧＳ過疎
地域 等）を考慮したＥＶ・ＰＨＶの活用モデルを構築
○各家庭への充電コンセントの普及を積極的に促進し、個人へ普及環境を積極的に整備

○製造品出荷額は、約5兆7200億円(2008)で全国20位であり、その主力は自動車,
航空機関連産業である。一方、ソフトウエア産業（含iphoneｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）等の新産
業育成も積極的に推進。

②自動車の普及状況 １世帯あたりの保有台数 ２．２９台 （全国７位）
③ ＣＯ２の排出実態 １５２３万ｔ（運輸関係 ３９２万ｔ）
④既存の行政計画 岐阜県新エネルギービジョン

１－５．取組体制等
岐阜次世代自動車推進協議会（仮称）を設立

次世代自動車に関する情報共有と当該事業の推進

○構成メンバー
・岐阜県
・電力会社 中部電力
・自動車メーカー トヨタ自動車、日産自動車、三菱自動車、ゼロスポーツ
・企業 住宅メーカー、銀行 県内民間企業
・市町村 岐阜市、大垣市、各務原市、

高山市、中津川市
○組織

総会（すべてのメンバーで構成）
幹事会（中核メンバーで構成）

部会（必要に応じて設置）

－＞中山間地や観光地等での各種の実証試験に基づき、モデルを構築。
・個人向けEV・ＰＨＶ購入環境の整備
－＞マンション・住宅等への充電コンセント導入の推進
・ＥＶ・ＰＨＶ導入へのインセンティブの高揚
－＞EV・ｐＨＶ優先駐車スペースの設置、自動車税等の優遇措置、
ＥＶ・ｐＨＶ購入ローンの設定、観光地でのEV・ＰHV活用に対する優遇

・EV・ｐＨＶレンタルサービスの推進
・企業、自治体等による車両（営業車、公用車）の率先導入
②充電インフラの整備
・中速充電器や急速充電器の設備促進
－＞国の補助金の活用と工事費への補助
・情報端末（iphone 等）での充電インフラ情報の提供
・隣接県との連携（中部充電インフラ普及コンファレンス 等）
③ ＥＶ・PＨＶの普及啓発
・次世代エネルギーインフラなどを活用した普及イベント（含試乗会）の開催
・ぎふ清流国体でのPR
④その他
・次世代エネルギーインフラの普及促進
－＞新エネルギーを活用した総合的なCO2削減を目指したEV・PHVの活用
モデルの発信

・EV・PHV関連産業の育成
－＞技術講習会や産学官共同研究の実施、ＥＶベンチャー支援

事業の展開状況
により順次拡大



（岐阜県）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

EＶ・ＰＨＶ
給湯等

・EV・PHVを核とした新たなエネルギーの需給モデルを発信
・使用用途・使用環境に対応したＥＶ・ＰＨＶの活用モデルの構築

・中山間地や都市部での運用実験データに基づいてモデルを構築
・用途：通勤・買い物、農作業、観光、営業、タクシー、レンタカー 等
・環境：中山間部、寒冷地、ＧＳ過疎地域、都市部 等
・住宅への充電コンセントの普及

・設置ガイドラインを示し、住宅メーカー・工務店と連携

低炭素社会を目指した地域づくり

小水力
発電

木質
ストーブ

中山間部への展開

EV・PHV普及促進
・１世帯が保有する2.29台の中で、
近距離使用のもの１台をＥＶ・
ＰＨＶに入替。
・活用モデルにより導入メリットを
示すことにより、各種用途への
ＥＶ・ＰＨＶの導入を促進。

燃料電池

バッテリー

太陽光発電

都市部への展開

発電機能付き
ガス式空調機

ガス

地域の活性化 EV・PHV関連産業の育成

●中山間部へのEV・PHVの普及
＝＞ガソリンスタンド過疎地問題の解決

●EV・PHVを活用した観光産業
の振興
＝＞観光地の活性化

(高山市、下呂市など）

●自動車関連産業のEV・PHV
関連部門への参入

●地域EVベンチャーの育成・
発展


