
第４回静岡市次世代自動車普及促進協議会 次第 

 

 

日時：平成２４年４月１３日（金） 

                     午前１０時００分～ 

場所：静岡市役所 本館３階 第１委員会室 

 

 

１  開  会 

２  挨  拶 

３  報  告 

（１）平成２３年度事業報告（資料１） 

（２）ロードマップ進捗状況について（資料２） 

（３）静岡県「ＥＶ観光プラットフォーム」について（資料３） 

（４）急速充電設備に係る需要場所についての特別措置について（資料４） 

４  議  題 

（１）規約の改正について（資料５） 

（２）平成２４年度事業計画案について（資料６） 

５  意見交換（資料７） 

・今までの協議会の取組について 

・行政への要望 

・その他 

６  閉  会 

 

 



H24.4現在

組織名 所属・役職 氏名

静岡ガス㈱
コーポレートサービス部
広報・地域連携担当マネージャー

望月　康行

静岡鉄道㈱ 総務部総務課　課長 藁科　孝佳

鈴与商事㈱ エネルギー企画部　部長 水野　正信

鈴与ホールディングス㈱ 企画チーム　企画推進役 土屋　修一

中部電力㈱静岡営業所 総務グループ　課長 中庭　良隆

㈱ＴＯＫＡＩホールディングス 環境ビジネス企画推進部　部長 三村　彰

静岡トヨタ自動車㈱ 営業企画部　営業企画室　室長 鈴木　光夫

静岡日産自動車㈱
特販部　静岡地区　EVタクシー・EV法人車両・
EV地方自治体車両担当　課長

天野　高廣

静岡三菱自動車販売㈱ 業務部　部長 大石　宏

三菱自動車工業㈱
EVビジネス本部　ＥＶ国内推進部
上級エキスパート

橋本　昌憲

静岡県 企画広報部政策企画局 エネルギー政策課 課長 増田　仁

静岡市 環境局環境創造部環境総務課　課長 小林　譲

静岡市 経済局商工部産業政策課　参与兼課長 高木　強
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静岡市次世代自動車普及促進協議会
平成２３年度活動報告

平成２４年４月１３日（金）



平成23年度の活動テーマ

 初期需要創出のための利用環境の整備

⇒都市部への重点的な充電インフラの整備

 次世代自動車を身近なものに

⇒普及啓発イベント等の開催

 市内のＥＶ台数の増加

【初期需要の創出】



（１）協議会活動

次世代自動車の普及に向けた取組を

官民一体となって検討・実施する

【平成２３年３月設立】

 第１回 平成２３年３月２４日

協議会の設立、普及に向けた基本的考え方

 第２回 平成２３年６月１６日

ロードマップの策定、充電インフラの整備

 第３回 平成２３年８月３１日

充電設備補助制度、平成２４年度事業計画



（２）普及啓発活動

地元Ｊリーグチームと連携した普及啓発
 清水エスパルスとの連携

 ホームゲームで次世代自動車に関する啓発活動



清水エスパルスと連携した活動①

エスパルス エコチャレンジマッチ2011
【Ｊリーグ2011公式戦 VSアルビレックス新潟戦】

 平成２３年７月１６日（土）アウスタ日本平

 電気自動車、模擬充電スタンドの展示

 次世代自動車に関するアンケート（８８０人）

☆クリアファイルプレゼント
（ふじのくにEV・PHVタウン構想紹介）



清水エスパルスと連携した活動②

エスパルスホームゲームでの啓蒙
【Ｊリーグ2011公式戦 VS浦和レッズ戦】

 平成２３年９月１７日（土） エコパスタジアム

 電気自動車の展示

 ＥＶクイズ



清水エスパルスと連携した活動③

エスパルスホームゲームでの啓蒙
【Ｊリーグ2012公式戦 VSコンサドーレ札幌】

 平成２４年３月３１日（土） アウスタ日本平

 電動二輪に関するアンケート（９９４人）



しずおかSTOP温暖化フェスタ

 平成２３年１２月１７日（土）

 青葉シンボルロード

 電気自動車の展示（３台）

 省エネ対策紹介

 省エネチャレンジシート

 キャンドルナイト

 来場者：６，０００人



次世代自動車等の試乗会開催

見て・触れて・体感！電気自動車等試乗会

 平成２４年３月１８日（日）

 イオン清水店、静鉄自動車学校

 ＥＶ・ＰＨＶの展示、試乗

 電動バイクの展示、試乗

 模擬充電体験、取組紹介

 来場者数：１，０００人

 試乗者数：１００人



イオン清水店店舗前



模擬充電器（矢崎総業㈱提供）



試乗コース（静鉄自動車学校）



電動二輪車の試乗





（３）静岡市の取組

電気自動車の導入
 公用車に電気自動車１台を導入



（３）静岡市の取組

急速充電設備設置費補助金

 市内に急速充電設備を設置する事業者に対して、
本体購入費の一部を助成。

 本体購入価格の１／４（上限７００千円）

 申請受付期間：１１月１日～３月３１日

 交付件数３件

新静岡セノバ、ホテルプレジオ駅南

静岡三菱自動車清水店



設置者からみた設置に対する課題・懸念

＜駐車場、大型商業施設、コンビニ管理者の声＞

 コスト面（工事費、ランニングコスト）

 管理面（管理するための人工など）

 整備の必要性（車両が普及していない）

 充電専用スペースの確保

 売上への影響（駐車場確保による売上減少）

 規制緩和措置（改正前に設置するデメリット）



市ホームページでの情報発信

 協議会での取組、普及計画、充電マップ等を掲載



静岡市内充電スタンドマップ



電動二輪に関するアンケートのまとめ 

 

 エスパルスホームゲーム来場者にアンケートをお願いし、994 名の方にご回答をい

ただき、その結果の概要をとりまとめた。 

 

【アンケート調査の概要】 

実施日  平成 24年３月 31日（土） 

Ｊリーグ公式戦 清水エスパルスＶＳコンサドーレ札幌戦 

会 場   アウトソーシングスタジアム日本平 

 

 

Ｑ あなたの性別、年齢層、住まいを教えてください。 

  

回答者の性別は、約２／３が男性であった。年齢層は 10代から 40代まではそれぞ

れ約 200 人で同程度となり、50 代はその半数程度、60 代ではさらにその半数程度と

なっている。住まいは、市内が 45％、県内が 41％、県外が 14％であった。 

 

 

 

Ｑ１ 電動二輪（電動バイク）について 

 

 電動二輪については、回答者の約 70％

近くの方が知っており、そのうち８％の

方は乗ったことがあると回答した。 

 

 

男

637人

(64%)

女

357人

(36%)

性別

10代

199人

20代

209人

30代

192人

40代

222人

50代

115人

60以上

57人

年齢層

市内

449人市外

（県内）

408人

市外

（県外）

137人

住まい

乗ったこ

とがある

8%

知ってい

る

59%

知らない

32%

その他

1%

電動二輪について

（n=994） （n=994） （n=994） 

（n=994） 



Ｑ２ 電動二輪の特徴で、魅力を感じるものはありますか？（複数回答可） 

 

 電動二輪の特徴で魅力を感じるのは、「①家庭のコンセントで充電できる」が最も多

く 51.6％、次いで「④環境にやさしい」が 46.0％、「③音が静か」の 32.0％であった。 

 具体的な項目の中では「②ランニングコスト（燃料代）が安い」が最も低く、27.0％と

いう結果であった。 

 
 

 

Ｑ３ ガソリン車（原付）と比べ、どの程度の価格差であれば電動二輪の購入を検

討しますか。 

  

ガソリン車（原付）との価格差については、「①同程度の価格まで」が最も多く 29.7％、

次いで「②３万円高まで」が 25.9％、「③５万円高まで」が 17.1％であった。 

  

 

 

①家庭のコ

ンセントで充

電できる

②ランニング

コストが安い
③音が静か

④環境にや

さしい
⑤その他 ⑥特になし

人数 513 268 318 457 10 112
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購入を検討する価格差

51.6% 27.0% 32.0% 46.0% 1.0% 11.3% 割合 

割合 20.1% 2.3% 29.7% 25.9% 17.1% 4.9% 



【考察】 

今回のアンケート調査では、性別、年齢層、住まいに偏りがなく、各層の電動二輪

に対する考え方を確認することが出来た。 

電動二輪を知っている又は乗ったことがあるという方が７割近くを占め、電動二輪に

対する認知度は高いと言える。 

電動二輪の魅力については、環境面や利便性について半数以上の方が魅力を感

じているが、コストメリットに魅力を感じる方が予想以上に低く、電気自動車と同様に、

普及初期段階では十分認識されていないと思われる。 

価格面では、同程度から３万円高までなら購入を検討するという方が半数以上を占

めたが、５万円高でも購入を検討する方も多く、ガソリン車（原付）との差額を埋める

（金銭的支援）ことにより、更なる普及の可能性も期待できる。 

今後、電動二輪を普及させるためには、電気自動車と同様に環境性能のみならず、

コストメリットについても十分なＰＲが必要性を感じた。 

 



 

■実施アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成：静岡市環境総務課 

 ■該当する番号に○を付けてください。 

 

（１）電動二輪（電動バイク）について 

①乗ったことがある ②知っている ③知らない ④その他 

 

（２）電動二輪の特徴で、魅力を感じるものはありますか？（複数回答可） 

①家庭のコンセントで充電ができる（給油に行く必要がない） 

②ガソリン車（原付）と比べランニングコスト（燃料代）が安い 

③音が静か  ④環境にやさしい  ⑤その他（            ） 

⑥特になし 

 

（３）ガソリン車（原付）と比べ、どの程度の価格差であれば電動二輪の

購入を検討しますか。 

①同程度の価格まで  ②３万円高まで  ③５万円高まで  

④１０万円高まで  ⑤同程度以下でも検討しない 

⑥二輪車（原付）には乗らない 

 

◇最後に、あなたについて教えてください。 

性別： 男 ・ 女 

年代： 10代 ・ 20代 ・ 30代 ・ 40代 ・ 50代 ・ 60代 

住まい：市内 ・ 市外（県内） ・ 県外 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

環境にやさしい次世代自動車を普及させるため、みなさんの

声を聞かせてください！ 

 



普及の状況（平成２４年３月末現在）

静岡市 目標値 達成率 静岡県 目標値 達成率

車両 173台 100台 173％ 1,564台 1,100台 142％

うち二輪 200台
(速報値)

－ － 739台 － －

充電器 33箇所 － － 226基 180基 126％

うち急速 ８箇所 10箇所 80％ 40基 － －

うち普通 25箇所 － － 186基 － －

※静岡県は平成24年２月末現在

資料２



「ふじのくにＥＶ観光プラットフォーム」によるＥＶ充電器の情報提供を開始！ 

   ～「充電器情報」と「ドライブ観光情報」のワンストップでの配信～ 

 

  静岡県では、官民が一体となって環境負荷の少ない電気自動車（ＥＶ）・プラグインハイブリ

ッド車（ＰＨＶ）・電動二輪の普及促進に取り組んでいます。 

  その取組の一環として、県内に設置されているＥＶ・ＰＨＶ用充電器（以下「充電器」という。）

の情報を集約し、位置、種別、利用可能時間帯などの情報を「ふじのくにＥＶ観光プラットフォ

ーム」により一元的に配信します。 

   

１ 配信内容 

 ・県内の充電器の地図上への表示、最寄りの充電器の検索 

 ・充電器の詳細情報（種別、利用可能時間等）の提供 

 

 （参考） 

  県内の充電器設置状況 ２１０基（Ｈ２４.１月末現在） 

             内訳：急速充電器３１（１５２？）基、普通充電器１７９基 

             ※普通充電器にはコンセントを含む 

   

２ 「ふじのくにＥＶ観光プラットフォーム」の概要 

(１) 主な機能 

  ・ひとつのＷｅｂサイトによる充電器情報と観光情報等の提供 

  ・充電器の位置と観光スポットを組み合わせたドライブプランの作成・保存 

  ・作成したドライブプランの持ち出し 

 

(２) サイトＵＲＬ 

ＰＣサイト http://evkanko.viajar.jp/shizuoka 

スマートフォン（iPhone） http://evkanko.viajar.jp/sp/shizuoka 

携帯サイト http://evkanko.viajar.jp/mb/shizuoka 

 

(３) システム運営者 

  静岡県からの委託により、日本ユニシス（株）が「ふじのくにＥＶ観光プラッ 

 トフォーム」による情報提供を行います。 

 

(４) その他 

  （株）ＪＴＢ法人東京が運営する「ＪＴＢ観光情報ナビ」においても、伊豆の 

 充電器情報や観光情報の提供を行います。 

   サイトＵＲＬ http://jtbwallet.jp/special/evizu/ 

資料３ 

http://jtbwallet.jp/special/evizu/


ふじのくにＥＶ観光プラットフォームの画面（パソコン） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリックすると利用方法の
説明画面へ 

キーワードやジャン
ルによる検索機能 

 

地図上に充電器
位置や観光スポ
ットを表示 

 

アイコンをクリックすると
詳細情報を表示 

 

 

充電器を盛り込んだドライブプランの作成 

 

カーナビやスマートフォンへの転送、しおりの作成により持ち出すことが可能 



 

 

急速充電設備に係る需要場所の特別措置の実施について 

（ご案内） 
 

平素は、弊社事業にご理解を賜り、誠にありがとうございます。 

弊社では、平成２４年４月１日より、電気自動車専用急速充電設備およびその付随

設備注（以下「急速充電設備等」といいます。）の設置にともない、新たに電気のご契

約をされるお客さまの需要場所についての特別措置を実施することといたしました。 

（注）電気事業法施行規則附則第 17 条第１項第１号に定める電気自動車専用急速充電設備およ

びそのご使用に直接必要な電灯その他これに準ずるものをいいます。 

 

１ 特別措置の概要 

  この特別措置により、さく・へい等によって区切られておらず、本来は１需要場

所として取り扱う同一敷地内において、急速充電設備等および急速充電設備等以外

の機器を使用される場合に、それぞれを１需要場所とみなし、複数の需給契約を結

んでいただくことが可能となります。 

〔需要場所の特別措置のイメージ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 特別措置の適用にあたって 

  この特別措置の適用にあたっては、以下の条件が必要となります。 

  ○特別措置のご希望の有無を書面にてお申し出いただくこと 

  ○特例区域における急速充電設備が、国が定める急速充電設備であること 

  ○特例区域および非特例区域が、外観上、区分されており、電気的な接続がない

こと 等 

  適用にあたっての条件の詳細は、弊社営業所窓口へお問い合わせください。

 

以 上 

非特例区域（コンビニエンスストア等）：需給契約Ａ

特例区域
（急速充電設備等）

・急速充電設備等のご使用に限ります。
・工事費については、全額をご負担いただきます。

それぞれの使用場所を区分し、
配線を分離していただきます。１構内につき１特例区域に限ります。

：需給契約Ｂ
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静岡市次世代自動車普及促進協議会規約 

 

（設置目的） 

第１条 静岡市における次世代自動車及び電動二輪の普及を促進するため、静岡市次世

代自動車普及促進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。 

（１）次世代自動車及び電動二輪の初期需要の創出に関すること。 

（２）次世代自動車及び電動二輪用の充電インフラの整備に関すること。 

（３）次世代自動車及び電動二輪の普及啓発に関すること。 

（４）協議会が行う施策の効果評価に関すること。 

（５）そのほか、次世代自動車及び電動二輪の普及促進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、別表に掲げるものをもって組織する。 

２ 協議会の会員は、別表に掲げるものが指名する者をもって充てる。 

３ 協議会には、会長１名を置く。 

 

第４条 会長は、静岡市環境局環境創造部環境総務課長をもって充てる。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

（会議） 

第５条 協議会は会長が招集する。 

２ 協議会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は出席会員の過半数で決する。 

（ワーキンググループ） 

第６条 協議会において、第２条各号に掲げる事項について、専門の事項を検討する必

要があるときは、ワーキンググループを置くことができる。 

２ ワーキンググループは、別表に掲げるものが指名する者のほか、協議会が推薦する

ものが指名する者をもって組織する。 

３ そのほか、ワーキンググループに関する事項は、会長が別に定める。 

（事務局） 

第７条 協議会の事務を処理するため、静岡市環境局環境創造部環境総務課に事務局を

置く。 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

資料５ 



附則 

 この規約は、平成 23年３月 24日から施行する。 

附則 

 この規約は、平成 23年４月１日から施行する。 

附則 

 この規約は、平成 24年４月１日から施行する。 

 

別表 

静岡ガス株式会社 

静岡鉄道株式会社 

静岡トヨタ自動車株式会社 

静岡日産自動車株式会社 

静岡三菱自動車販売株式会社 

鈴与商事株式会社 

鈴与ホールディングス株式会社 

中部電力株式会社静岡支店 

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス 

三菱自動車工業株式会社 

静岡県 

静岡市 

 



平成 24年度 事業計画案 

■普及のための工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状分析（利用状況、ニーズの把握） 

再生可能エネルギーの活用 

住宅への充電設備整備促進 

○目標 車両：200台以上 充電器：50箇所以上 

資料６ 

【調査研究】 

 

普及啓発・急速充電器の整備など 

○目標 車両：100台以上 急速充電：10箇所以上 

 

【初期需要の創出】 

 

モデル事業の実施・インフラ整備など 

【実証・検証】 

 

普及のための具体的な施策・基盤整備など 

【対策の実施】 

調査研究結

果の反映 

普及のための 

課題解決 

平成 23年度 

平成 25年度 

平成 26年度 

 

エスパルスと連携した啓蒙活動 

試乗会等の開催 など 

【普及啓発】 

平成 24年度 

継続的な普及啓発 

将来像（平成 27年度） 

【日常・ビジネスで安心して利用できるまち】 

➢電気自動車の幅広い活用による低炭素都市の実現 

➢県内外から多くの人が行き交う交流拠点都市 

○目標  車両：387台以上  充電器：100箇所以上 

日常・ビジネスで安心して利用できるまちへ 



■平成 24 年度の事業内容 

１．普及啓発 

（１）エスパルスラッピングＥＶ導入 

 東海三菱自動車販売㈱からエスパルスにｉ－ＭｉＥＶ１台を１シーズン提供 

 

（２）電気自動車の走行実験（市役所～井川） 

静岡市、静岡県、ＪＡＦ静岡支部、静岡日産自動車㈱、静岡三菱自動車販売㈱ 

 

（３）公用車への電気自動車導入 

 

２．調査研究 

（１）日常・ビジネス利用を想定した整備 

・充電器の利用状況等の調査、検証 

・ＥＶユーザーへのアンケート調査 

・タクシーへの導入可能性の調査 

 

（２）再生可能エネルギーを活用した整備 

・先進導入事例調査 

・蓄電機能を活用した事例調査 

・給電装置を活用したイベント、防災訓練等の実施 

 

（３）住宅への充電設備整備促進 

・先進導入事例調査 

・ディベロッパーへのヒアリング 

・集合住宅でのカーシェアリング 



協議会の取組に対する事前アンケート結果 

 

（１）普及啓発活動について 

・初期需要の創出に対して十分な取組がなされていた。（エスパルスとの連携等） 

・実際に体験できる試乗会は重要。今後も機会を増やしていくべき。 

・啓発イベントのＰＲ不足（事前広報を強化して集客を図る） 

・広報紙等への特集記事の掲載 

・普及啓発活動の効果をはかる指標を作成 

 

（２）ロードマップや充電インフラ整備計画について改善すべき点 

・県の目標と市の目標の整合 

・充電インフラの充実（ＧＳやパーキングなどへの整備） 

・急速充電設備に対する補助制度の継続 

（特に駐車場、商業・観光施設を中心に、地域では井川、久能、三保、清水港） 

・フォーカスの絞り込み（実利用の面からのアプローチ、都市間移動での利用促進策） 

 

（３）集合住宅へのインフラ整備に対する施策 

・デベロッパー、ゼネコンへのインセンティブ 

・建設業界に充電設備設置の意義をＰＲ（資産価値の向上等） 

・行政からの補助金（コストメリット） 

・モデル施設の整備（駐車場への充電設備整備） 

・集合住宅でのカーシェアリングシステム導入 

・先行事例研究、成果課題の整理、インセンティブ制度設計 

 

（４）普及のための新たな施策提案 

・購入費補助金（一般、商用車向け） 

・自治体での率先導入（福祉、環境、防災等） 

・ユーザーへのインセンティブ（高速無料、免税、減税など） 

・課金システムの検討 

 

（５） 行政への要望 

・購入補助金制度の導入 

・マスコミなどの積極活用 

・インフラ整備 

・まちづくりビジョンの策定 

・更なる啓発活動の推進 
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