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平成 26 年 9 月 11 日

一般社団法人 次世代自動車振興センター

    

「EV・PHV タウン シンポジウム - in 鳥取–」を 10 月 11 日（土）に開催

～ EV・PHV カーシェアリングと次世代型エコツーリズムをテーマに～

一般社団法人 次世代自動車振興センター（所在地：東京都港区虎ノ門 略称：NeV）ではこのた

び、経済産業省と共同主催、鳥取県との共催で、平成 26 年 10 月 11 日（土）鳥取県鳥取市のとり

ぎん文化会館にて、「EV・PHV タウン シンポジウム－in 鳥取－」を開催致します。

経済産業省ではかねてより EV・PHV の普及に先駆的に取組む都府県を「EV・PHV タウン」として

選定し、各タウンにおけるモデル的な取り組みを日本全国に展開を図ってきました。次世代自動

車振興センターは、経済産業省と協力し、EV・PHV の普及のための活動を実行しています。

このたびその一環として、EV・PHV タウンに選定されている鳥取県にて「EV・PHV カーシェアリング

と次世代型エコツーリズム」をテーマに、中国・四国地域で初めてとなる「EV・PHV タウンシンポジ

ウム-in 鳥取-」を開催いたします。

別紙： （参考資料） 開催概要、EV・PHV タウンとは、EV・PHV タウンシンポジウムとは

～この件に関してのお問合せ先～

充電インフラ部 企画・広報チーム TEL：03-5501-4412 E-mail：c-nev@cev-pc.or.jp

担当：荻野

次世代自動車振興センター（略称 NeV）とは

所在地：東京都港区虎ノ門一丁目 6 番 12 号 大手町建物虎ノ門ビル 代表理事：杉浦精一

国が創設した制度に従い、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車とい

った次世代自動車の普及促進を始め、電気自動車用の充電設備、間もなく市場導入が始まる燃料電

池自動車への水素供給設備の設置を促進することを事業としています。 具体的には、上記次世代自

動車の購入者への補助金交付、充電設備および水素供給設備の設置者への補助金交付を行ってい

ます。また、次世代自動車の普及および設備の設置を促進するための広報活動も積極的に行ってい

ます。  次世代自動車振興センターHP： http://www.cev-pc.or.jp



「EV・PHV タウンシンポジウム-in 鳥取-」開催概要

～ＥＶ・ＰＨＶカーシェアリングと次世代型エコツーリズム～

【プログラム】（予定）

開催日時 2014 年 10 月 11 日（土）10:00～16:00

場  所 「とりぎん文化会館（鳥取県民文化会館）」 鳥取市尚徳町 101-5

定  員 約 200 名

実施内容

【第一部・午前】 10:00-11:40

主催者挨拶 10:00-10:05 次世代自動車振興センター

講演
次世代自動車普及に向けた経
済産業省の取組

10:05-10:25
経済産業省製造産業局
自動車課

講演 鳥取県の取組紹介 10:25-10:40
鳥取県生活環境部
環境立県推進課 課長
広田 一恭

報告 ＪＫＢ女子旅モニターツアー 10:40-10:55 ＪＫＢ 部長 塚本 奈々美

講演 ＯＶＥＣ岡山の取組 10:55-11:15
岡山県産業労働部産業振興課
総括副参事 堂本竜也

講演
三菱アウトランダーPHEV の魅
力について

11:15-11:40
関東三菱自動車販売株式会社
営業推進本部ＥＶ推進部 部長
内田 充

11:40-13:00 昼休憩

【第二部・午後】 13：00～16：00
「ＥＶ・ＰＨＶカーシェアリングと次世代型エコツーリズム」

講演
海外におけるＥＶカーシェアリ
ング事例紹介

13:00-13:30 （パリから招へい予定）

講演
日本のＥＶカーシェアリング事
例紹介

13:30-13:50 カーシェアリング事業者

講演
鳥取県型ＥＶカーシェアリング
の取組

13:50-14:10
智頭石油株式会社 社長
米井 哲郎

休憩 10 分間 14:10-14:20

パネル
ディスカッシ

ョン

ＥＶ・ＰＨＶカーシェアリング
と次世代型エコツーリズム

14:20-16:00

□コーディネーター
○女性自動車ジャーナリスト

□パネリスト
○海外カーシェア招聘者
○女性自動車ジャーナリスト
〇カーシェアリング事業者
○智頭石油
○鳥取県

参加費 無料（事前登録制）

主催等
主催：経済産業省、一般社団法人次世代自動車振興センター
共催：鳥取県
協力：岡山県

※ 講演者・パネラー等は都合により変更となる可能性がございます。



【同時開催】

○ EV・PHV 展示・試乗会 10/11（土）、12（日） 10:00-16:00

【参加申し込み・問い合わせ先】

一般社団法人次世代自動車振興センター

※シンポジウムの詳細、申込方法については、以下のＵＲＬ（一般社団法人次世代自動車振興

センターホームページ）をご参照ください。

   http://www.cev-pc.or.jp/event/info_sympo_201410.html

【会場地図】

とりぎん文化会館

http://cms.sanin.jp/p/torikenmin/10/

【鳥取駅から】

（徒歩）

ＪＲ鳥取駅から若桜街道を県庁方向へ約 20 分

（バス）

1．路線バス利用

  鳥取バスターミナル（ＪＲ鳥取駅横）から

  湖山・鳥大線・賀露線など「県庁日赤前」（所要時間・約 5 分） 下車すぐ

2．100 円循環バス「くる梨」利用

    鳥取バスターミナル（JR 鳥取駅横）から 20 分おきに運行

    赤コース、青コース、緑コースいずれも「とりぎん文化会館」（所要時間・約 15 分）

下車すぐ

【鳥取空港から】

（バス）

  鳥取駅行、県庁・日赤前下車（所要時間・約 15 分）



過去のＥＶ・ＰＨＶタウンシンポジウム開催の様子

全体 講演

パネルディスカッション パネルディスカッション

充電器展示 EV・PHV 試乗会



【参考資料】

EV・PHV タウンとは

EV・PHV タウン構想とは、EV・PHV の本格普及に向けた実証実験のために経済産業省が行うモ

デル事業で、現在 18都道府県がEV・PHV タウンとして選定されています。*1各 EV・PHV タウンで

は地域企業等とも連携し、EV・PHV の導入、環境整備を集中的に行い、地域特有の普及モデル

の確立を図っており、その普及モデルを日本全国へ展開することを目指しています。

EV・PHV タウン（経済産業省）：http://www.meti.go.jp/policy/automobile/evphv/town/index.html

*1 18 都道府県は、青森県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、福井県、岐阜県、静岡

県、愛知県、京都府、大阪府、鳥取県、岡山県、佐賀県、長崎県、熊本県、沖縄県。（順不同）

EV・PHV タウン シンポジウム

EV・PHV タウンの多様な取組の紹介や、EV・PHV に関する最新情報の提供や問題提起等、

様々な情報交換の場として、全国のEV・PHVタウンにおいて2010年から毎年行っているものです。

今回の鳥取は 12 回目の開催となります。

過去のシンポジウム（NeVサイト）：http://www.cev-pc.or.jp/event/symposium.html

過去の開催状況

第一回 第二回 第三回

開催時期 2010 年 2 月 5 日（金） 2011 年 2 月 4 日（金） 2012 年 2 月 16 日（木）

開催場所 国連大学（東京） 京都国際会館（京都） はまぎんホール（神奈川）

参加者数 191 423 258

第四回 第五回 第六回 第七回

2012 年 11 月 22 日

（木）

2013 年 2 月７日（木）～

8 日（金）

2013年 6月 5日（水） 2013年8月6日（火）

松下 IMPホール

（大阪）

五島「福江文化会館」

（長崎）

東京ビッグサイト

（東京）

高山市民文化会館

（岐阜）

429 583（中学生 205 含む） 323 218

第八回 第九回 第十回 第十一回

2013年9月27日（金） 2013年 12月 20日（金） 2014 年 2 月 7 日（金） 2014年 7月 18日

（金）

東京ビッグサイト

（EVEX 会場内・東京）

ホテル青森（青森） 沖縄コンベンションセンタ

ー（沖縄）

アバンセ（佐賀）

382 191 306（専門学生109含む） 160


