
第２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６月１６日（木） 

                       午前１０時００分～ 

場所：札の辻ビル５階 介護認定審査室３ 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 議  題 

（１）静岡市次世代自動車普及促進協議会規約等の修正について 

（資料１、２） 

（２）充電インフラの整備について（資料３） 

（３）急速充電器設置費補助制度（案）について（資料４） 

（４）ワーキンググループの設置について（資料５） 

４ 報告事項 

平成 23年度事業計画について（資料６） 

５ その他 

６ 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 藁科　孝佳

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 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　課長 小林　譲

静岡市 経済局商工部産業政策課　参与兼課長 斎藤　誠

静岡市次世代自動車普及促進協議会　会員名簿



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㈱ 総務部総務部　部長 稲葉　信宏

鈴与商事㈱ エネルギー企画部　企画推進役 土屋　修一

エネルギー企画部 鈴木　健資

エネルギー企画部 植松　義行

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㈱ 統括本部　EVマスター　電気自動車担当　部長 後藤　俊之

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 欠

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 斎藤　誠

（事務局） 環境局環境創造部環境総務課　参事兼統括主幹 清　和好

環境局環境創造部環境総務課　主幹 澤山　義典

環境局環境創造部環境総務課　副主幹 石川　賢一

環境局環境創造部環境総務課　主任主事 保坂　和範

第２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 

 

（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１ 



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。 

 

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 

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 

 



静岡市次世代自動車普及ロードマップ

◇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：387台　　　◎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387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　100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　200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　387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

】

資料２
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充電インフラの整備について 

 

○基本的考え方 

 電気自動車の利用に当たっては、原則家庭や事業所の電源による充電が基本となるが、

外出先で手軽に利用できるような充電サービス体制の整備が不可欠である。また、電欠

に対する不安を解消し、安心して走行できる環境を整備することも、普及に向けて重要

となる。 

整備に当たっては、「コンパクトな都市構造」という静岡市の地域特性を活かし、都

市部を中心とした環境整備を重点的に進め、将来的には市内全域の環境整備を図る。 

 

 

○整備に向けたスケジュール 

 ※静岡市次世代自動車普及ロードマップより 

第１段階（2011年度） 第２段階（2012年度） 第３段階（2013年度～） 

＜初期需要の創出＞ 

 

初期需要創出のための利用

環境整備 

 

 

○急速充電器設置助成 

 ※平成 23年度のみ 

＜インフラ強化＞ 

 

普通充電器を中心とした充

電インフラの強化 

 

 

  新たな助成制度？ 

  （普通充電器など） 

＜普及拡大＞ 

 

・充電ネットワークの拡大 

・充電インフラによる課金

システムづくり 

急速充電器 10箇所 普通充電器 100～200箇所 

 

 

【電気自動車充電インフラの種類】 

充電インフラとして、以下の３つの充電器を対象とする。 

①急速充電器 

３相 200Vを電源として、５分で 40㎞走行程度の充電が可能 

 ②普通充電器 200V 

  30分で 10㎞走行程度の充電が可能 

 ③普通充電器 100V 

  １時間で 10㎞走行程度の充電が可能 

 

 

資料３ 
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  整備方針 

 

【国、県、市の役割】 

○国の役割 

 大都市間を結ぶ交通網への整備（東名高速道路ＳＡへの急速充電器整備） 

○県の役割 

 大都市間や地方都市間の中長距離も安心して利用できるよう、国道等の大動脈や地方

主要道沿線への充電インフラ整備を推進する。（県内６箇所に県が設置予定） 

 併せて、充電位置情報やメンテナンスネットワークを県全体で構築。 

「ふじのくにＥＶ・ＰＨＶアクションプランより」 

○市の役割 

 市民が安心して走行できる環境の整備を進めるとともに、ビジネスユーザーや観光客

が安心して静岡市に来ることができる環境整備を進める。 

 

【重点的な取組（急速充電器 10箇所）】 

○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 

○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 

 

【将来的な取組（普通充電器 100～200箇所）】 

○市域全体の利用環境の充実 

 市内の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に環境を整備 

○隣接都市との連携 

 隣接都市へ繋がる道路等へのインフラ整備を連携して進める 
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  配置検討 

 

○急速充電器設置条件等の整理 

・不特定多数の人が利用できる場所、施設 

・市民及び来静者が利用しやすい場所、施設 

・多くの人が集まる（利用している）場所、施設 

・急速充電器は、三相 200V の電源が必要であり、設置に対する費用および充電に係る

費用の負担が大きい 

・電力に余裕がない施設に急速充電器を設置する場合には、大規模な改修工事が必要と

なる場合がある 

・設置者にとってもメリットが生まれる場所、施設（施設利用などによる） 

・市の取組をＰＲできる（シンボリックとなる）場所 

 

 

【設置が想定される場所】 

 駅、パーキング、ホテル、大型商業施設、娯楽（遊技）施設、港、飲食店、 

 ガソリンスタンド、観光施設、公共施設 

 

 

 

 駅、パーキング、ホテル 

大型商業施設、娯楽（遊技）

施設、公共施設 

駅、ホテル、港、大型商業施

設、飲食店、ガソリンスタン

ド、観光施設 



4 

 

○普通充電器設置条件等の整理 

・一定時間利用することが想定される場所、施設 

・日常的に利用する場所、施設 

・充電が目的ではなくても、気軽に利用できる場所、施設 

・急速充電器に比べ、機器導入や工事費が安価で設置しやすい 

・大規模な工事等が不要 

・設置者にとってもメリットがある（施設利用などによる） 

 

【設置が想定される場所】 

 スーパー、コンビニ、飲食店、その他小売店、道の駅、観光施設、公共施設 

 

 

 

スーパー、コンビニ、飲

食店、その他小売店 

など 

観光地、道の駅 

公共施設（文化施

設、図書館など） 



5 

 

他都市の事例（神奈川県） 

 

出典：かながわ電気自動車普及推進方策 
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 次世代自動車等の普及状況 

 

○ＥＶ・ＰＨＶの普及状況 

・静岡市内の普及状況（平成２３年５月末現在）  

  電気自動車  ５８台（日産、三菱からの聞き取り）  

・静岡県内の普及状況（平成２３年４月１日現在）  

  電気自動車  ２６０台  

  プラグインハイブリッド自動車  ２台  

  電動二輪車  ７３９台  

 

○充電器の普及状況（平成２３年３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）  

  普通充電器 ２１基  

・静岡県内（一般開放分）  

  急速充電器 ２５基  

  （エコパーク（浜松）、ららぽーと（磐田）、県内日産・三菱販売店、東名 SA）  

  普通充電器 １５３基  
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急速充電器設置費補助制度（案）について 

 

電気自動車の導入に対しては、電欠に対する不安が１つの課題となる。 

導入促進を図るうえで、電欠に対するユーザーの不安解消や安心感を享受する

ことが重要であることから、市内の充電インフラの整備を進めるために急速充電

器を設置する方へ導入費用の一部を助成する。 

 

＜参考データ＞ 

「電気自動車を利用する際に不安なことについて」 

アンケート結果より 

第１位 充電スタンドが無い  ２９％ 

第２位 走行距離が短い    ２２％ 

第３位 購入価格が高い    １６％ 

 

 

 

5,600千円  （平成 23年度当初予算）   →８基を想定 700千円×８基 

 

 

 

○静岡市内において、補助対象事業を実施する方に本体購入費の一部を助成 

○国の補助金に市が上乗せ補助を行う制度 

○上限７００千円を想定 

 

＜制度のイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

目的 

予算規模 

 

 

 

 

充電器本体 

設置工事費 

※設置場所によって異なる 

 

国の補助金 

（本体価格の 1/2） 

設置工事費 

※設置場所によって異なる 

市の補助金助成金 

設置者負担 

設置者の 

負担分 

行政等の 

負担分 

制度（案）の概要 

資料４ 
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○事業名 

静岡市電気自動車用急速充電設備設置費補助金 

 

○補助対象者 

市内において、補助対象事業を実施する事業者 

 

○補助対象機種 

 一般社団法人次世代自動車振興センターが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）の補助対

象機種として指定し公開している充電器のうち、急速充電器とする。 

 

○補助対象事業 

静岡市内の事業所における、電気自動車用充電施設の設備であって、以下の条件

を満たす事業。 

（１）一般社団法人次世代自動車振興センターが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）交

付規定に基づく補助金の交付を受けた事業。 

（２） 不特定多数の者が利用可能である充電設備であること。 

 

○補助対象経費 

本体価格から、一般社団法人次世代自動車振興センターの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）の額を除いた額。 

 

○補助金額 

急速充電器：補助対象経費の２分の１で１台設置当たり 700千円以内 

 

○施行時期 

 協議会において、会員の皆様からご意見をいただくとともに、市内部における法務

審査を並行して進め、９月を目途に受付を開始できるよう作業を進める。 

 

 

補助制度（案）について 
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  充電設備（急速） 充電設備（普通） 

  上限金額 補助率 上限金額 補助率 

さいたま市 1,000千円 本体価格の 1/2 200千円 本体価格の 1/4 

横浜市 － － 400千円 補助対象経費の 1/2+設置工事費：200千円 

川崎市 － － 200千円 本体価格＋工事費の 1/2 

岡山市 100千円 本体価格＋工事費の 1/2 100千円 本体価格＋工事費の 1/3 

福岡市 200千円 本体価格＋工事費の 1/2 100千円 本体価格＋工事費の 1/2 

 

他都市の制度 
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＜補助金額算定例＞ 

 

事例機器① 

㈱高岳製作所製 HFR1-50B4（200V、50kW）  価格：2,970,000 円 

 

○国の補助金（クリーンエネルギー自動車等対策費補助金） 

補助金額：基準額※に補助率（1/2）を乗じた額と本体購入価格に補助率（1/2）を乗じて

算出した額の低い方の額。 

※基準額：充電設備本体価格を基にカテゴリー区分毎に設定。本体価格は全国メーカー希

望小売価格。 

 当該機器基準額：3,000,000 円  

 当該機器上限額：1,400,000 円 

 ①基準額に補助率（1/2）を乗じた額 

   3,000,000 円×1/2＝1,500,000 円 → ※ただし上限額は 1,400,000 円 

 ②本体購入価格に補助率（1/2）を乗じて算出した額 

   2,970,000 円×1/2＝1,485,000 円 

 

 したがって、①＜②となり、補助金額は①の額 1,400,000 円。  

 

○静岡市の補助金 

 補助金額：本体価格から国の補助相当額を差し引いた額の 1/2の額を補助 

 上限金額：700,000円 

（本体価格 2,970,000円 － 国の補助金額 1,400,000 円） × 1/2 ＝ 785,000円 

 

ただし、補助上限金額により、補助金額は 700,000 円となる。 

 

○設置者の負担額（設置工事費除く） 

 本体価格 2,970,000円－（国庫補助 1,400,000円+市補助金 700,000 円）＝870,000 円 
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事例機器② 

㈱高岳製作所製 HFR1-30B4（200V、30kW）  価格：2,570,000 円 

 

○国の補助金（クリーンエネルギー自動車等対策費補助金） 

 当該機器基準額：2,000,000 円 

 当該機器上限額：1,000,000 円 

①基準額に補助率（1/2）を乗じた額 

   2,000,000 円×1/2＝1,000,000 円 

 ②本体購入価格に補助率（1/2）を乗じて算出した額 

   2,570,000 円×1/2＝1,285,000 円 

 

したがって、①＜②となり、補助金額は①の額 1,000,000円 

 

○静岡市の補助金 

（本体価格 2,570,000円 － 国の補助金額 1,000,000 円） × 1/2 ＝ 785,000 円 

 

ただし、補助上限金額により、補助金額は 700,000 円となる。 

 

○設置者の負担額（設置工事費除く） 

 本体価格 2,570,000円－（国庫補助 1,000,000円+市補助金 700,000 円）＝870,000 円 

 



静岡市次世代自動車普及促進協議会組織図

静岡市全体の大枠の方向性を定め、次世代自動車普及に向けた取組状況について確認を
行うとともに、ふじのくにEV・PHV普及協議会への要望や報告を行う組織。
（基本方針の策定、ロードマップの進捗管理など）

主幹事：静岡市
行政：静岡県
企業：静岡ガス㈱、静岡鉄道㈱、 鈴与商事㈱、中部電力㈱静岡営業所、静岡トヨタ自動車㈱

㈱ＴＯＫＡＩホールディングス、静岡日産自動車㈱、静岡三菱自動車販売㈱、
三菱自動車工業㈱

地域協議会

主幹事：静岡県
市 町：静岡市、浜松市、富士宮市、磐田市
企業等：遠州鉄道㈱ ほか１２団体程度
オブザーバー：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、市町
◎部課長クラス

ふじのくにEV・PHV普及協議会
ふ
じ
の
く
に
Ｅ
Ｖ
普
及

応
援
団

中
小
企
業
支
援

静
岡
県
・
市
町

協力 連携

報告

報告・提案・要望基本方針の提示

基本方針の提示

市

県

次世代自動車の普及、及びインフラ整備等について、アクションプランの策定や普及啓発事
業などを実施する実行部門。（実務担当者レベルで構成）
主に幹事メンバーで計画策定を行い、検討内容に応じて会員メンバーを入れて検討を行う。

主幹事：静岡市
行政：静岡県
幹事：静岡ガス㈱、静岡鉄道㈱、 鈴与商事㈱、中部電力㈱静岡営業所、静岡トヨタ自動車㈱

㈱ＴＯＫＡＩホールディングス、静岡日産自動車㈱、静岡三菱自動車販売㈱、
三菱自動車工業㈱

◎担当者レベル（準備会出席者等）を想定
☆会員（検討テーマに応じて随時参加）

地域協議会（ワーキンググループ）

企業：小売業者、レンタカー業者、駐車場事業者、不動産業者、トヨタ自動車系ディーラー等

資料５



平成 23年度事業計画 

 

◇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 

 

【平成 23年７月 16 日（土）】 アウトソーシングスタジアム日本平 

 エスパルス エコチャレンジマッチ 2011（矢崎総業デー） 

 ○ＥＶ車及びＥＶ充電モデル器の展示 

  充電模擬体験、ＥＶアンケート（協議会として参加） 

 ○その他環境啓発活動 

 

（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６ 



 

 

  ■該当する番号に○を付けてください。 

 

（１）電気自動車を体感したことがありますか？ 

 ①車を持っている（会社を含む） ②試乗した ③展示車を見た 

 ④体感したことはない（テレビや本等で見た） ⑤その他（             ） 

 

（２）電気自動車の魅力は何ですか？（複数回答可） 

 ①走行時に排気ガスがゼロ ②騒音が尐ない ③燃料代（電気代）が安い ④かっこいい 

 ⑤家庭のコンセントで充電できる ⑥特になし ⑦その他（              ） 

  

（３）電気自動車を利用する際に、不安なことは何ですか？（複数回答可） 

 ①走行距離が短い ②安全性が心配 ③ガソリン車と比べて性能が劣る（加速性、パワー等） 

 ④耐用年数が短い ⑤日常点検等のメンテナンス ⑥充電スタンドが無い ⑦購入価格が高い 

 ⑧特に不安はない ⑨何が不安か分からない 

 ⑩その他（                                    ） 

 

（４）充電スタンドがどのような場所にあったらいいと思いますか？（複数回答可） 

 ①観光施設 ②道の駅 ③有料駐車場 ④大型ショッピングセンター ⑤飲食店 

 ⑥小売店（スーパー、コンビニなど） ⑦宿泊施設 ⑧共同住宅 

 ⑨公共施設（具体的に：       ） ⑩その他（具体的に：           ） 

 

（５）電気自動車を普及させるために、どのような事が必要だと思いますか？（複数回答可） 

 ①購入費補助金 ②税金の優遇措置 ③ユーザーに対する優待（駐車場料金割引など） 

 ④充電インフラの整備 ⑤充電器位置情報などの発信 

⑥事故などの緊急時のメンテナンス体制の整備 ⑦普及啓発（試乗会などのイベント） 

 ⑧行政自身の率先した取組（車両導入など） ⑨その他（               ） 

 

（６）電気自動車を購入したいと思いますか？ 

 ①購入したい ②安くなれば購入したい（    万円程度なら）  

③購入したいとは思わない ④分からない ⑤その他（                ） 

 

（７）その他ご意見・ご感想、希望などがありましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

◇最後に、あなたについて教えてください。（該当に○をお願いします） 

 性別： 男 ・ 女  年代： 10 代 ・ 20 代 ・ 30 代 ・ 40 代 ・ 50 代 ・ 60 代以上 

 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。       

静岡市では、自家用車などから排出される二酸化炭素排出量が増えています。 

地球温暖化防止のため、環境にやさしい EV・PHV などの次世代自動車の普

及促進を図るため、みなさんの声を聞かせてください！ 
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次世代自動車に関するアンケート調査結果 

１．アンケートの目的 

静岡市における次世代自動車の普及促進を図るため、電気自動車に対する現在の認知

度や今後望んでいる利用環境などの整備について、ユーザーの具体的なニーズを把握し、

今後の施策展開に反映させるためにアンケートを実施した。 

 

２．実施日 

 平成 22 年 12 月 18 日（土） 

 ※「しずおかストップ温暖化フェスタ 2010 冬」会場にて実施 

 

３．回答件数 

   ２７件 

 

４．回答結果 

＜回答者の性別＞ 

性別 回答件数 

男 １５ 

女 １２ 

合計 ２７ 

 

＜回答者の年代＞ 

性別 回答件数 

１０代 ０ 

２０代 ３ 

３０代 １０ 

４０代 ７ 

５０代 ３ 

６０代以上 ３ 

合計 ２７ 

 

＜回答者の住まい＞ 

性別 回答件数 

市内 １７ 

市外（県内） ６ 

市外（県外） １ 

未回答 ３ 

合計 ２７ 
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（１）電気自動車を体感したことがありますか？ 

質問 回答件数 

①車を持っている（会社を含む） １ 

②試乗した ４ 

③展示車を見た ９ 

④体感したことは無い（テレビや本等で見た） １３ 

⑤その他 ０ 

 

（２）電気自動車の魅力は何ですか？（複数回答可） 

質問 回答件数 

①走行時に排気ガスがゼロ ２４ 

②騒音が尐ない １３ 

③燃料代（電気代）が安い ９ 

④かっこいい ０ 

⑤家庭のコンセントで充電できる ９ 

⑥特になし ０ 

⑦その他 １ 

 ⑤その他としては、「時代に合っている」との意見があった。 

 



3 
 

（３）電気自動車を利用する際に、不安なことは何ですか？（複数回答可） 

質問 回答件数 

①走行距離が短い １５ 

②安全性が心配 ５ 

③ガソリン車と比べて性能が劣る（加速性、パワー等） ４ 

④耐用年数が短い １ 

⑤日常点検等のメンテナンス ７ 

⑥充電スタンドが無い ２０ 

⑦購入価格が高い １１ 

⑧特に不安はない ０ 

⑨何が不安か分からない ０ 

⑩その他 ６ 

 ⑩その他としては、「走行音が静かなので危険」、「バッテリー寿命」、「デザイン性

がない」などの意見があった。 

 

 

（４）充電スタンドがどのような場所にあったらいいと思いますか？（複数回答可） 

質問 回答件数 

①観光施設 １６ 

②道の駅 １７ 

③有料駐車場 ８ 

④大型ショッピングセンター １８ 

⑤飲食店 ３ 

⑥小売店（スーパー、コンビニなど） ９ 

⑦宿泊施設 ８ 

⑧共同住宅 ２ 

⑨公共施設 ４ 

⑩その他 ０ 
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（５）電気自動車を普及させるために、どのような事が必要だと思いますか？ 

（複数回答可） 

質問 回答件数 

①購入費補助金 ２０ 

②税金の優遇措置 １５ 

③ユーザーに対する優遇（駐車料金割引など） ９ 

④充電インフラの整備 １６ 

⑤充電器位置情報などの発信 ８ 

⑥事故などの緊急時のメンテナンス体制の整備 ８ 

⑦普及啓発事業（試乗会などのイベント） ６ 

⑧行政自身の率先した取組（車両導入など） ３ 

⑨その他 ２ 

  ⑨その他では、「ガソリン税の引き上げ」、「電気料金の引き下げ」、「バッテリー性

能の向上」などの意見があった。 
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（６）電気自動車を購入したいと思いますか？ 

質問 回答件数 

①購入したい ６ 

②安くなれば購入したい １４ 

③購入したいとは思わない ２ 

④分からない ４ 

⑤その他 １ 

 ②「安くなれば購入したい」と回答のあった 14 件の希望価格は、80 万円～250 万

円であり、平均価格は約 170 万円であった。 
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