
第１回静岡市次世代自動車普及促進協議会 次第 
 

 

日時：平成２３年３月２４日（木） 
                       午前１０時００分～ 

場所：静岡市役所本館３階第３委員会室 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 議  事 

（１）静岡市次世代自動車普及促進協議会規約（案）について 

（２）静岡市の次世代自動車普及に向けた基本的考え方（案）について 

（３）今後の進め方について 

４ その他 

５ 閉  会 



組織名 所属・役職 氏名

静岡ガス㈱ 静岡支社　副支社長 上田　直弘

静岡鉄道㈱ 総務部総務課　課長 村松　靖英

鈴与商事㈱ エネルギー企画部　部長 水野　正信

中部電力㈱静岡営業所 総務グループ　課長 中庭　良隆

㈱ＴＯＫＡＩ 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　エキスパート 今堀　利彦

静岡県 くらし・環境部環境局環境政策課　課長 斎藤　博靖

静岡市 環境局環境創造部環境総務課　参与兼課長 大石　清仁

静岡市 経済局商工部産業政策課　参与兼課長 斎藤　誠
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環境局環境創造部環境総務課　主任主事 保坂　和範

第１回静岡市次世代自動車普及促進協議会　出席者名簿



静岡市次世代自動車普及促進協議会規約（案） 

（設置） 

第１条 静岡市における電気自動車（以下「ＥＶ」という。）、プラグインハイブリッド

車（以下「ＰＨＶ」という。）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、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。 

（１）ＥＶ、ＰＨＶ及び電動二輪の初期需要の創出に関すること。 

（２）ＥＶ、ＰＨＶ及び電動二輪用の充電インフラの整備に関すること。 

（３）ＥＶ、ＰＨＶ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）その他、ＥＶ、ＰＨＶ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１に掲げる企業等をもって組織する。 

２ 協議会の会員は、別表１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、会員並びに協議会が認める企業、団体等が指名する者をも

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。 
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附則 

 この規約は、平成 23年３月 24日から施行する。 

 

 

別表第１ 

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 

中部電力株式会社静岡支店 

株式会社ＴＯＫＡＩ 

三菱自動車工業株式会社 

静岡県 

静岡市 

 



次世代自動車普及に向けた 2015年度までの基本的考え方（案） 

 

【静岡市の特色】 

○東西南北を結ぶ主要道路や、海上交通の拠点となる清水港など、交通の要衝として

多くの人々が行き交う都市。 

○市域の約８割が森林で、交通網や活動圏が市中心部（都市部）に集積しているコン

パクトな都市構造。 

○首都圏から近く、駿河湾から望む富士山や日本平、日本有数の清流を生む豊かな山々

など、豊かな自然環境をはじめとする豊富な観光資源を有している。 

○地方都市の特徴である車での移動が主流で、市域全体の二酸化炭素排出量のうち自

動車からの排出量の割合が高く、削減対策が課題。 

 

 

活動の集中する市中心部で 

ＥＶ・ＰＨＶが安心して走行できるまち  

県内外から多くの人が行き交う「交流拠点都市」へ 

市内をＥＶ・ＰＨＶが活発に行き交う「低炭素都市」へ 

 

 

【事業の展開】 

◇静岡中心市街地を重点的に環境整備 
（市内で最も多くの人が活動し行き交う静岡駅周辺の環境を重点的に整備） 

◇清水港を中心とした市街地の環境を整備 

（市外から多くの観光客が訪れる清水港周辺の環境を整備） 

 

 

 

静岡市全体の利用環境の充実へ 
（市内観光地などへも安心して行けるよう、市域全体に普通充電を中心とした利用環

境の整備を進める。） 

【基本的考え方】 
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具体的な将来像 

 

●どこでも、どこからでも安心して走行できるまちをめざします！ 

・コンパクトな都市構造を活かし、都市部に集中的に急速充電器を整備します。 

・郊外でも利用できるよう、広く普通充電器を整備します。 

・県や隣接市町などと連携し、陸海空どこからでも行きやすい環境を整備します。 

 

●都市部でも次世代自動車を利用しやすいまちをめざします！ 

・集合住宅でも利用しやすいよう、充電設備の設置にかかる課題などを解決します。 

・駐車場や商店などと連携し、ユーザーが得する仕組みづくりを進めます。 

・次世代自動車が走行しやすい都市構造を検討します。 

 

●次世代自動車を身近なものにします！ 

・清水エスパルスと連携し、多くの方に次世代自動車を見て・触れて・体感していた

だく活動を推進します。 

・次世代自動車が当たり前に走行するまちをめざし、市民だけでなく事業者の積極的

な導入を推進します。 

 

●市役所自らが率先して次世代自動車の普及に取り組みます！ 

・次世代自動車を公用車に積極的に導入します。 

・導入した公用車を、多くの方に見ていただけるよう積極的に活用します。 

・公共施設への充電設備の整備を進めていきます。 

・HPなどを活用し、次世代自動車の紹介や充電情報の発信などを積極的に行います。 



静岡市における充電インフラ整備の考え方（案）  

 

◇急速充電器  10箇所以上 

・初期需要創出期は、ユーザーの電欠に対する不安を解消するために、急速充電器を設置。 

・市の特徴（コンパクトな都市構造）を活かし、静岡中心市街地と清水港周辺に集中的に整

備する。 

【効果】 

・市民の大半が活動する市中心部に重点的に整備することで、安心して行動ができる。 

・急速充電器が市中心部に整備することで、交通の起点が市中心部にあることから、おのず

と市外からの流入者が市街地に来る流れが生まれる。 

 

◇普通充電器（100V、200V）  100～200箇所程度 

・急速充電器整備後は、より利用しやすい環境整備のために、普通充電器の整備を進める。 

・市街地の飲食店や小売店（コンビニなど）、郊外の観光地などは一定時間駐車することが想

定されるため、都市部の急速充電器ポイントまでの充電ができれば十分だと考えられる。 

・静岡市内の道路のうち舗装されている道路延長の概ね 30㎞に１箇所程度の整備を目指す。 

 （道路延長 3,134.2㎞  うち舗装道路延長 2,994㎞） 

 

◇隣接市町への協力 

・隣接市町と繋がる道路沿いなどへのインフラ整備（普通充電器）の協力を働きかける。 

 （焼津市、富士市、南部町、南アルプス市など） 

 

急速充電器：静岡三菱、東海三菱、日産プリンス 

◎R150 

巴川河口～21㎞ 

◎R52 

R1合流～23㎞ 

◎南アルプス 

（中部横断自動車道入口） 

R1合流～70㎞ 
◎梅ヶ島 

静岡駅～40㎞ 

◎井川 

静岡駅～60㎞ 

５㎞ 

５㎞ 

◎R１BP 

富士川～40㎞ 

 

 

◎R１ 

富士川～42㎞ 

半径 2.5㎞圏内 
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静岡市次世代自動車普及ロードマップ（案）

◇目標（2015年度（「静岡市地球温暖化対策実行計画」計画期間）までの目標）

◎車　両：260台以上　　　◎充電器：100箇所以上（一般開放分のみ）

準備段階（2010年度） 第１段階（2011年度） 第２段階（2012年度） 第３段階（2013年度～2015年度） 2015年度以降

テーマ：初期需要の創出 テーマ：インフラ強化 テーマ：普及拡大

【目標】
　・初期需要創出のための利用環境の整備
　・次世代自動車を身近なものに
　・市内のEV台数の増加

【目標】
　・利用環境の拡大（インフラの強化）
　・EVユーザーへの優遇制度づくり
　・都市部（集合住宅含む）でのEV活用促進

【目標】
　充電器（一般開放分）を100箇所以上にする
　次世代自動車普及台数を260台以上にする
　・充電ネットワークの拡大
　・充電設備での課金のシステムづくり
　・市外からの流入人口の増加

【具体的な取組】
　・都市部への急速充電器整備
　・既存インフラのネットワーク化
　・試乗会などの啓発イベント開催
　・エスパルスホームゲームでのPR活動
　・アンケートの実施

【具体的な取組】
　・普通充電インフラの整備
　・都市部でのEV活用実証実験
　　（集合住宅のインフラ、カーシェアリングなど）
　・市外への広報活動

【具体的な取組】
　・普通充電インフラの整備
　・課金システムの実証実験
　・EVを活用した観光モデルづくり　　など

【検討、研究事項】
　・インフラ配置計画
　・充電ネットワークの情報提供
　・利用者への優遇制度など
　・都市における課題（集合住宅、カーシェアリングなど）

【検討・研究事項】
　・産業展開の可能性
　・ビジネス展開の可能性
　・都市基盤整備の必要性
　・隣接市町との連携

【検討・研究・課題事項】
　・産業展開の可能性
　・充電設備の課金システム
　・再生可能エネルギー利用
　・人材育成
　・公共交通機関への導入　　　など

【
協
議
会

】

・（10月～）静岡市次世代自動車普及協議会準備会開催

・（３月）静岡市次世代自動車普及協議会設立

・静岡市次世代自動車普及促進協議会開催（年２回程度）
　（基本方針策定、事業計画策定、進捗管理など）
・静岡市次世代自動車普及促進協議会WG設置
　（インフラ整備、都市モデル構築、普及啓発など）

・静岡市次世代自動車普及促進協議会開催（年２回程度）
　（事業計画策定、進捗管理など）
・静岡市次世代自動車普及促進協議会WG開催
　（インフラ整備、実証実験、普及啓発など）

・静岡市次世代自動車普及促進協議会開催（年２回程度）
　（事業計画策定、進捗管理など）
・静岡市次世代自動車普及促進協議会WG開催
　（インフラ整備、実証実験、ビジネス展開、普及啓発など）

【
市
の
取
組

】

　・公用車に電気自動車を導入（１台）
　・急速充電器設置助成
　・公共施設へのインフラ整備検討
　・普及啓発イベントの開催
　・ＰＲ用ＨＰの開設（普及方針、インフラなど）

◆静岡市地球温暖化対策実行計画開始年度

　・公用車へ率先した次世代自動車の導入
　・公共施設へ普通充電設備を順次整備

　・車両更新時における次世代自動車の率先導入
　・公共施設へ普通充電設備を順次整備
　・案内標識等の整備

【
進
捗
把
握

】

【目標値】
　・急速充電器整備箇所数　10箇所以上
　・車両導入台数　50台以上
　・充電インフラ整備の基本的考え方策定

【目標値】
　・普通充電器整備箇所数　50箇所以上
　・車両導入台数　100台以上
　・都市モデル構築の基本的考え方策定

【目標値】
　・市内の充電器整備箇所数
　　急速充電器　10箇所以上
　　普通充電器　100～200箇所程度
　・電気自動車の導入台数　260台以上

・（10月）ふじのくにEV・PHVタウン構想提出 ・（4月～）充電器の整備（県内６箇所） 【短期目標】2013年 【中期目標】～2020年
・（12月）ふじのくにEV・PHVタウン構想採択 ・（4月～）公用車への導入（３台） 　車両：3,770台（電動二輪1,776台を含む） 　車両：新車販売台数の20％
・（１月）ふじのくにEV・PHV推進協議会第１回会議 　充電器：300基（一般開放分のみ） 　充電器：600基
・（３月）ふじのくにEV・PHV推進協議会第２回会議 ・（H24～）アクションプラン、マスタープラン改定
・（３月）アクションプラン策定 【長期目標】～2050年

　車両：新車販売台数の75％
　充電器：600基

【
静
岡
県
の
取
組

】

普及状況や新たな次世代自
動車の展開に合わせて必要な
事項を検討

【啓発事業】
　・職員に対する電気自動車試乗会の開催
　・しずおかSTOP温暖化フェスタ2010で次世代自動車展示
　・静岡ホビーフェアオフィシャルサポートカーにEVを導入
　　（三菱ｉ－ＭｉＥV　１台）

【
全
体
の
取
組

】
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平成 23年度事業計画（案） 

 

◇協議会の開催 

４月  第２回協議会開催（基本的考え方、充電器助成制度・配置計画など） 

 ５月～ 第１回協議会ＷＧ（充電器助成制度・配置計画、都市普及の課題整理など） 

  ※以降ＷＧは２ヶ月に１回程度開催 

 ３月  第３回協議会開催（平成 23 年度事業報告、平成 24年度事業計画など） 

 

◇普及啓発事業 

（１）清水エスパルスと連携した啓発活動 

清水エスパルスホームゲーム（アウトソーシングスタジアム日本平）開催時に、次

世代自動車に関するＰＲ活動を行う。 

内容：電気自動車の展示、チラシ配布、アンケートなど 

 

（２）「ストップ温暖化！100万人参加の日」イベント 

静岡市が実施する温暖化啓発イベント。平成 23年度は「次世代自動車」をテーマに、

見て・触れて・体感するイベントを開催（会場未定）。 

  内容：電気自動車の試乗会、協議会会員の取組紹介、充電器デモなど 

 

（３）各種イベント等への参加 

市内で開催されるイベント等の機会を活用し、静岡市の取組、協議会会員の取組な

どをＰＲしていく。 

 

◇アンケート調査 

普及啓発イベント開催時や、自動車販売店等にご協力いただき、より多くのニーズ

を把握するために、アンケート調査を実施。 

  適宜結果の集計を行い、普及のための施策検討に活用していく。（協議会で共有） 

 

◇静岡市の取組 

（１）電気自動車の導入 

電気自動車を公用車として導入し、日常業務や環境教育など幅広く活用し、市民の

皆さんの目に触れる機会を提供する。（車種は未定） 

 

（２）急速充電器設置助成 

  市内で電気自動車用の急速充電器を設置する方に対し、設置費の一部を助成する。 

  補助事業のスキームについては、協議会ワーキンググループで検討していく。 

資料５ 





静岡市の面積

葵区
1073.42k㎡

駿河区
72.89k㎡

清水区
265.54k㎡

静岡市
1,411.85k㎡

◎面積
本市は、静岡県中央部に位置
し、東は富士川河口右岸に位
置し富士市などに接し、西は高
草山山系によって焼津市、藤枝
市などに、北は山梨県及び長野
県に接し、南は駿河湾に面して
います。



静岡市の人口
◎人口と世帯数（平成22年12月末現在）
総数 715,445人 世帯数 283,685世帯
男 347,513人 女367,932人

◎将来人口予測

平成27年における静岡市の推計人口 70万２千人

・国よりも早く人口のピークが訪れる

・平成32年には70万人を下回り、68万１千人になる見込み

・世帯数は増えるものの世帯人員は減尐し、一層核家族化

が進行



将来人口予測

出展：静岡市第２次総合計画



静岡市の温室効果ガス排出量

二酸化炭素の部門別排出構造部門別二酸化炭素排出量の経年変化

二酸化炭素排出量の経年変化
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静岡市では二酸化炭素排出割合が、
民生業務部門が約23％、運輸部門が
約26％、民生家庭部門が約20％と、こ
れら３部門で約70％を占めています。
民生部門は基準年比３％、運輸部門
は基準年比11.5％増加しています。

産業部門

28.0%

民生業務

23.2%

運輸部門

26.1%

民生家庭

20.3%

廃棄物部門

2.4%

2008年度

二酸化炭素

排出量

5,300.5(千t-CO2)

市民活動

に由来

4割

事業活動

に由来

6割



運輸部門（自動車）の排出状況
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運輸部門の自動車用途別排出量の経年変化

運輸部門の自動車用途別排出構造
（2008年度）

自動車用途別消費エネルギー量の経年変化

自家用

・旅客

64.1%

自家用

・貨物

17.6%

営業・貨物

15.6%

営業・旅客

2.7%

運輸部門（自動車）

二酸化炭素

排出量

1,272.2（千ｔ－CO2）

2008年度の運輸部門の自動車の用途別

二酸化炭素排出量は、自家用・旅客が全
体の64.1％を占め、自家用・貨物17.6％と

合わせると自家用で約８割を占めています。
また、自動車の消費エネルギー量は、消費
量が最も多い自家用・旅客は、基準年から
2001年度まで増加していたものの、その後

減尐傾向にあります。（燃費改善、輸送量
減尐など）

基準年比
＋９％



静岡市内の自動車の状況

資料：静岡市統計書



自動車からの排出量削減対策

エコドライブの実践

公共交通機関の利用促進

環境配慮型自動車の導入

⇒次世代自動車の導入



次世代自動車に対する取組
次世代自動車戦略２０１０（平成２２年４月経済産業省）

政府目標

２０２０年 新車販売に占める割合を２０～５０％

２０３０年 〃 ５０～７０％

ハイブリッド自動車（HV）、電気自動車（EV）、プラグインハイ
ブリッド自動車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）、クリーン
ディーゼル自動車（CDV）、CNG自動車等

次世代自動車



補助金制度（車両）
 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金

（電気自動車導入費補助事業及び充電設備設置費補助事業）



補助制度（充電器）

 クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金

（電気自動車導入費補助事業及び充電設備設置費補助事業）



税の優遇

㈳日本自動車工業会作成資料抜粋



税の優遇

㈳日本自動車工業会作成資料抜粋



EV・PHVタウン構想（経済産業省）

 「ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」とは、「低炭素社会づくり行
動計画」の取組方針にも位置付けられている、電気自
動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）の
本格普及に向けた実証実験のためのモデル事業。

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車の初期需
要を創出するためには、充電インフラ整備や普及啓
発などを集中的に行う必要があることから、まずはモ
デル地域を選定し、自治体、地域企業等とも連携して
ＥＶ、ＰＨＶの導入、環境整備を集中的に行い、普及
モデルの確立を図り、日本全国への展開を目指す。



EV・PHVタウン構想（経済産業省）

●ＥＶ、ＰＨＶそのものの魅力、購入
時のインセンティブ、利用時のメリット
の付不、性能に適した利用方法の検
証を行いつつ、初期需要を創出する。

初期需要の創出

●現在のＥＶの最大のデメリットである
航続距離への丌安感を解消するため、
普及台数、利用方法、地域特性等と
のバランスを図りつつ幅広い関係者
が連携して充電インフラを整備する。

充電インフラの整備

●「ＥＶ・ＰＨＶタウン」の実施を通じ、
ＥＶ・ＰＨＶを集中的に導入すること
による見える化、話題化、環境・エネ
ルギー性能における内燃機関自動
車との差別化を図ることにより、普及
啓発を促進する。

普及啓発の促進

●ＥＶ、ＰＨＶの性能もさることながら、
ユーザーの視点に立ち、充電インフ
ラも含めて、その利便性、社会受容
性等に評価を行い、普及啓発と相
まって普及の加速化に資する。

効果評価の実施



EV・PHVタウン選定地域一覧

「EV・PHVタウン」の選定結果について 経済産業省発表



ふじのくにEV・PHVタウン構想
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～

【静岡県の特徴】

 東西交通の要衝

⇒安心して運転できる環境の整備
（大動脈へのインフラ整備、充電情報発信、メンテナンスネットワーク構築）

 全国屈指のものづくり県

⇒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、部品・制御技術開発、中小企業のEV産業参入支援）

 地方都市と抱える課題

⇒地方都市での普及における課題解決
（集合住宅へのインフラ整備、再生可能エネルギーを活用した充電インフラ、
Ｊリーグチームと連携した啓発）



ふじのくにEV・PHVタウン構想

 EV・PHVの中長距離移動サポート

⇒大都市・地方都市間の移動をEV・PHVへ、観光振興

 EV・PHV関連産業のリードオフマンへ

⇒EV・PHV関連のものづくり拠点、EV産業の創出

 低炭素なまちづくり

⇒日常生活・ビジネスでの足をEV・PHVに、集合住宅への普及

【普及目標】 ２０１３年度末まで

 車両（EV・PHV・電動二輪） ３，７７６台

 充電器（一般開放分） ３００基



ＥＶ・ＰＨＶ等の普及状況

電気自動車 ２７台（三菱自動車販売からの聞き取り）

静岡県内の普及状況（平成２２年１２月末現在）
（ふじのくにEV・PHV推進アクションプランより）

電気自動車 １２４台

プラグインハイブリッド自動車 ２台

電動二輪車 ３８６台



充電器の普及状況（平成22年12月末現在）

 静岡市内（一般開放分）

○急速充電器 ３基

（日産プリンス静岡販売、静岡三菱自動車販売、東海三菱自動車販売）

 静岡県内（一般開放分）

（ふじのくにEV・PHV推進アクションプランより）

○急速充電器 １６基

（エコパーク（浜松）、ららぽーと（磐田）、県内日産・三菱販売店）

○普通充電器 ６６基



次世代自動車普及の必要性
【市域における目的】

地方都市の特徴として自動車の保有率が高く、全国
に比べ自動車からのCO2排出量の割合が高い。

 ２００８年度のCO2排出量では、総排出量の約２６％を
運輸門が占め、その内約９２％は自動車からの排出。

基準年である１９９０年度比で約９％増加

 「低炭素都市」の構築に向け、運輸部門における
CO2排出量削減対策が必要



次世代自動車普及の必要性

【広域的な役割】

静岡県は太平洋ベルト地帯や南北を結ぶ交通の要
衝であり、静岡県の中心に位置する本市のインフラ
整備の必要性は高い。

普及の進む大都市圏とを結ぶ東西交通の流れを生
むことで、観光資源などを活かしたビジネスの創出な
ど、地域の活性化が期待できる。



静岡市の特徴

東西南北を結ぶ交通の要衝（道路・港湾）

コンパクトな都市構造（市域の約８割が森林）

豊富な観光資源（富士山、三保、久能山など）

豊かな自然環境（森林、清流など）

車での移動が主流（地方都市の特徴）

⇒自動車から排出されるCO2の割合が高い



次世代自動車普及のために

活動の集中する市中心部で

EV・PHVが安心して走行できるまち

 県内外から多くの人が行き交う「交流拠点都市」へ

 市内をEV・PHVが活発に行き交う「低炭素都市」へ

基本的考え方



次世代自動車普及のために

◎静岡市中心市街地を重点的に環境整備
静岡市のコンパクトな都市構造を活かし、静岡

駅周辺の中心市街地の利用環境を整備。



次世代自動車普及のために

◎清水港を中心とした市街地の環境整備

市外から多くの観

光客が訪れる清水

港周辺の環境を整備



イメージ

半径２．５㎞圏内

半径５．０㎞圏内



次世代自動車普及のために

静岡市全体の利用環境の充実へ

市内観光地などへも安心して行けるよう、市域
全体に普通充電を中心とした利用環境の整備
を進める。

（コンビニ、スーパー、道の駅、観光施設 等）

将来的には・・・



普及目標

【EV・PHV普及台数】

２０１５年度までに２６０台以上
【充電器整備台数】

急速充電器 １０箇所以上

普通充電器 １００～２００箇所以上

静岡市地球温暖化対策実行計画（平成２３年３月
策定予定）における目標値



普及に向けた取組（第１段階）

「初期需要の創出」 ２０１１年度
【目標】

 初期需要創出のための利用環境の整備

 ⇒集中的なインフラ整備（急速充電器）

 次世代自動車を身近なものに

 ⇒試乗会などの啓発イベント開催

 市内のEV台数の増加

【検討・研究事項】

インフラ配置計画、優遇制度、都市普及における課題整理



普及に向けた取組（第２段階）

「利用環境の強化」 ２０１２年度
【目標】

 利用環境の拡大初期需要創出のための利用環境の整備

 ⇒普通充電を中心としたインフラ強化

 EVユーザーへの優遇制度づくり

 ⇒店舗等での優遇制度、税制措置 など

 都市部（集合住宅含む）でのEV活用促進

 ⇒集合住宅へのインフラ整備、カーシェアリング など

【検討・研究事項】

産業・ビジネス展開、都市基盤整備、隣接市町との連携



普及に向けた取組（第３段階）

「普及拡大」 ２０１３～２０１５年度
【目標】

EV・PHV普及台数を２６０台以上に

充電器（一般開放分）を１００箇所以上に

 充電ネットワークの拡大

 充電器での課金システムづくり

 市外からの流入人口の増加

 ⇒集合住宅へのインフラ整備、カーシェアリング など

【検討・研究事項】

課金システム、再生可能エネルギー利用、人材育成 など



普及のための組織

【静岡市次世代自動車普及促進協議会】
行政・市内民間企業を中心に、静岡市における普及に
向けた取組の検討や実施を行う組織

 充電インフラ配置計画、各種しくみづくり、普及啓発など

○その他の効果

 幅広い情報収集や情報交換

 異業種との連携による幅広い事業展開 など



静岡市の取組（平成２３年度）
【電気自動車の導入】
 市役所自身の率先した取組として、電気自動車を公用車に導入

 日常業務のほか、各種イベントや環境教育等で積極的に活用し、
広く市民の皆さんの目に触れる機会を提供する。

【急速充電器設置に対する支援】
 市内に急速充電器を設置する方に対し助成を行う

 ※詳細なスキームは協議会で協議し策定

【環境イベントの開催】

 次世代自動車をテーマに、車両展示や試乗会の開催、充電マッ
プなど紹介等の環境イベントを実施

 清水エスパルスホームゲームでのPR活動
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