
鳥取県 環境立県推進課 課長補佐 足立浩司 平成25年12月20日



鳥取の位置とアクセス

関西広域連合



とっとりグリーンウェイブ

平成２５年度は、自然や緑をキーワードとしたイベントや大会が、
全県下で開催されます。鳥取県の豊かな自然を｢人と自然が共生
できる場｣として県内外へ広く発信していきます！
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ＥＶ・ＰＨＶタウン構想（Ｈ22.12月選定）



急速充電器設置状況（H25年11月末時点）

№ 施設名 設置者
1 岩美町役場駐車場 岩美町
2 鳥取三菱自動車販売（株）鳥取松並店 鳥取三菱自動車販売（株）
3 県庁本庁舎 鳥取県
4 日産プリンス鳥取販売(株)鳥取千代水支店 日産プリンス鳥取販売（株）
5 道の駅神話の里白うさぎ 鳥取市
6 ブランナールみささ 三朝町
7 中部総合事務所 鳥取県
8 青山剛昌ふるさと館 北栄町
9 道の駅ポート赤碕 琴浦町

10 緑水園 南部町
11 日産プリンス鳥取販売(株)米子支店 日産プリンス鳥取販売（株）
12 鳥取日産自動車販売(株)米子営業所 鳥取日産自動車販売（株）
13 西部総合事務所 鳥取県
14 米子市観光センター 米子市
15 境港市役所 境港市
16 イオン日吉津ショッピングセンター イオンリテール（株）
17 鳥取砂丘情報館サンドパルとっとり 鳥取市
18 道の駅大山恵みの里 大山町
19 大山寺県営第一駐車場 大山町
20 大山診療所 大山町
21 岸本保健福祉センター 伯耆町
22 日本海三菱自動車販売(株)鳥取五反田店 日本海三菱自動車販売(株)
23 日本海三菱自動車販売(株)倉吉田後店 日本海三菱自動車販売(株)
24 日本海三菱自動車販売(株)米子二本木店 日本海三菱自動車販売(株)
25 倉吉市役所 倉吉市
26 若桜町役場 若桜町
27 日本高度紙工業(株) 日本高度紙工業(株)
28 日吉津村役場 日吉津村
29 西日本三菱自動車販売(株)米子東店 西日本三菱自動車販売(株)
30 日南町役場 日南町
31 八頭町役場 八頭町
32 鳥取市営片原駐車場 鳥取市
33 道の駅清流茶屋かわはら 鳥取市 今回設置分

鳥取県 ３３箇所
（参考）

兵庫県 ５５箇所
岡山県 ４０箇所



レンタカー事業者(車の所有者）

【平日】
鳥取県庁（公用車）

【土日・祝日】
県民・観光客

ＥＶを活用したカーシェアリング
（H21.7～県内3箇所）

鳥取県庁公用車ＥＶカーシェアリング



ＥＶレンタカービジネス（次世代ＳＳ事業）

鳥取県庁の玄関で出陣式！！



スマイル大山号

大山町オンデマンド交通

• 2012年３月に廃止した町営巡回バスに代わる公共交通としてスタート
• 電気自動車（ニッサン・リーフ）５台で運行中
• 乗車１時間前までに電話で予約し、１回につき500円で誰でも利用可能
• 町内の168の集落に379ヶ所の乗り場を設定し、医療機関やスーパー

マーケットなど80ヶ所の目的地まで、集落発７便、目的地発８便を設定



出所；トヨタ自動車㈱、日産自動車㈱、本田技研工業㈱、三菱自動車工業㈱

エコツーリズムやグリーンツーリズムなど環境に配慮した観光客の受入体制の整備に併
せて、ｅ－モビリティ等の普及促進を図り、電欠の不安を感じないインフラ整備を目指す。

【整備目標】 ５２７基 （急速１８３、普通３４４） 【目標年度】 ２０２０年まで

国は、電気自動車（ＥＶ）・プラグインハイブリッド（ＰＨＶ）の普及促進のため、各都道府県が策定するビジョンに基づいた整備計画に対し
て支援する 「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」を平成２４年度補正予算で創設



①公共・商業・観光施設への設置エリアを設定し、目的地充電の箇所数を特定。
②過疎地では人口密度等を考慮し、旧市町村単位で最低限必要な箇所数を設定。
③さらに、電欠防止のため、経産省がＥＶ走行シミュレーションを実施し分析した「電欠
発生率の最小化モデル」と交通量により、路線ごとに経路充電の箇所数を特定。

主要道路への配備（目的地充電エリアへのアクセスを視野）

公共・商業・観光施設への配備（集客力のあるエリアを設定）

次世代自動車の普及・推進のための先進地区への配備

経路充電
（１０５箇所）

目的地充電
（２２８箇所）

パイロット事業
（１００箇所）

①主に目的地充電エリアへのアクセスにおいて、電欠防止のため、国道・主要地方道路など道路規
格ごとの交通量を勘案し、設置間隔を設定。（路線単位で算出）

※経産省モデルプランを活用 【設置間隔＝－０．０００６４×（交通量[台／日]）＋３８．８】

①県民ニーズ調査と事業所ニーズ調査により、優先する公共施設や商業施設など箇所を特定。
②観光客の入込客数に応じて、重要な観光施設を特定。

①EV関連・充電器関連ビジネスなど先進的サービスモデルを創造する事業者へパイロット事業と
して配備

②EV関連産業（EVベンチャー企業、EVバイク生産事業者など）に関連する事業者が設置する充
電ステーションを先進的事例として配備

【ビジョンの目標年度】 ２０２０年まで 【整備目標】 ５２７箇所 （急速１８３、普通３４４）

県外から市街地への交通アクセスにおける電欠防止
緊急充電
（９４箇所）

①県外・市街地からの交通アクセスにおいて、緊急充電として中山間地域に配備（旧市町村単位で算出）
【箇所数＝０．０００６×ST評価指数＋０．８２２】
※ST評価指数＝（面積[㎞2]）0.68乗×（人口[人]）0.2乗×（事業所数）0.19乗
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ＥＶカーシェアリング実証プロジェクト



県内初となるカーシェアリングサービスがスタート（H25.5.15）

12
H25.5.17 朝日新聞

H25.8.1 さらに3箇所増設



空港等におけるＥＶ・ＰＨＶレンタカー導入促進（Ｈ２５年度補正予算）

鳥取空港 山陰海岸学習館 とっとり花回廊

主要観光施設と鳥取空港に普通充電器を設置

＆
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①ＥＶシェアリング

休日=レンタカー

平日=社用車としてビジネス利用

③より道レンタカー

②鹿野体感モビリティ

④充電スポット

駅から観光地を寄
り道して山紫苑へ

“鹿野”を肌で感じ
ながら、近距離の
移動、道幅の狭い
道も快適に
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鹿野温泉を舞台としたＥＶ導入促進プロジェクト（現在、実施中！）

40日間の実証実験中

設置済

ﾚﾝﾀｶｰ付
宿泊ﾊﾟｯｸ

検討中



鳥取市鹿野町米子市法勝寺町

※リーフを補完する
カーシェア車両

※2次交通利用
・お客様の2次交通として利用

・空いているときは社用車として
ビジネス利用

超小型モビリティ実証プロジェクト（総合特区）

智頭石油㈱の
現地レンタカー窓口

・24時間無人貸出のEVカー
シェアリング

超小型ﾓﾋﾞﾘﾃｨを使ったEVｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ(普通車と超小
型ﾓﾋﾞﾘﾃｨの複数台体制での運用)

超小型ﾓﾋﾞﾘﾃｨによる来訪者の2次交通確保(近距離
の観光資源へのｱｸｾｽ)

智頭町

町内の観光資源を超小型ﾓﾋﾞﾘﾃｨ
を使って周遊観光

※周遊観光利用

(新)超小型モビ実証事業
（県補助）

とっとりEVカーシェア補助
（県補助）



ＪＫＢ（女子カート部）ＥＶモニターツアー開催イメージ
【関西からの誘客促進】

ＪＫＢレーシングビーナスＪＫＢレーシングビーナス

とっとりエコ旅ドライブマップの作成

ＥＶカート全国大会２０１１で優勝

○ＪＫＢにリーフとアイミーブで関西から鳥取へ急速充電の旅を行う。
○充電中に観光施設で食事等を楽しんでいる風景を撮影し、ドライブマップと動画を作成

〔マップの配布先〕
※関西・中国地域
・高速道ＳＡ
・道の駅
・自動車学校
・主要観光施設
・レンタカーの営業所
・カーディーラー店など

〔マップの配布先〕
※関西・中国地域
・高速道ＳＡ
・道の駅
・自動車学校
・主要観光施設
・レンタカーの営業所
・カーディーラー店など

〔動画製作〕
ユーチューブで配信のほか
関西地域の自動車学校で
ＪＡＧＲＡと連携して配信する

〔動画製作〕
ユーチューブで配信のほか
関西地域の自動車学校で
ＪＡＧＲＡと連携して配信する



・チタン研究会
・マグネシウム研究会

・スーパーハイテン研究会
・アルミニウム研究会
・ステンレス研究会

産総研

素形材
企業

産業技術セ
ンター

大学

（県）素形材産業高度化総合支援事業費補助金

【ポイント】
①エネルギーの有効利用の観点（内燃機関・次世代自動車の双方）から、軽量化・省エネ化が必要
②次世代自動車向けに新たに必要とされる部品（ﾓｰﾀｰｹｰｽ、ﾊﾞｯﾃﾘｰｹｰｽ等）への研究開発が必要

アルミニウムやマグネシウム、タングステンなど新素材の成形にチャレンジ！！



とっとり次世代エネルギーパーク

国内最大級のメガソーラー
「ソフトバンク鳥取米子ソーラーパーク」 とっとり自然環境館

来年２月に稼動！！ 本州最大のメガソーラー発電！！
設備容量42.9MW（一般家庭の12,000世帯分相当の消費電力を発電）


