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大阪エコカー普及戦略（2009年12月策定）

〇自動車メーカー、ディーラー、充電器メーカー、商社・リース、旅行会社や行政機関など計76団体で構成。

〇市町村等のエコカー普及活動を官民協働して推進

※大阪エコカー協働普及サポートネット（2010年５月設置）

〇基金を設け、充電スタンドを整備

〇自動車部門のCO2削減により、低炭素社会実現を図るため、多様なエコカーの普及をめざして、大阪府・大阪市・堺市

等の行政機関や自動車関連団体等の計33機関で構成する大阪自動車環境対策推進会議において策定。

〇2020年度のエコカー普及目標の達成に向けて、大阪エコカー協働普及サポートネット※などを通じて官民協働でエコカー

普及の取組みを展開。

府内の自動車の２台に１台をエコカーに！

2020年度までの普及目標
（現実行計画に対策指標として記載）

【エコカー普及に向けた取組み】【サポートネットの概念図】

エコカーの普及目標は達成見込み。

しかし、電動車の普及率は15％に留まる。

１ 大阪府におけるこれまでの取組み

（注）エコカーとは、EV、PHV、FCV、HV、天然ガス自動車、
クリーンディーゼル乗用車、水素エンジン自動車に加えて超低燃
費車（2010年度燃費基準＋25％達成車または2015年度
燃費基準達成車）のこと。

エコカーの展示・試乗会等 実施回数

区分 2010 2011 2012 合計

200V普通充電設備設置拠点数 55 18 20 93

200V普通充電設備設置基数 56 18 21 95

おおさかエコカー普及環境整備基金（2010～2012）による
200V普通充電設備設置補助実績

区分 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

エコカーの展示・試乗会 9 11 10 2 9 15 12 9 10

サポートネット参加事業者
（自動車ディーラー・燃料供給事業者 等）

市町村等各団体

府民・事業者

大
阪
府

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

普及・啓発

エコカー普及活動支援

エコカー展示の様子
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次世代自動車充電インフラ設置に係るビジョン
（2013年３月策定、2015年２月最終改定）

大阪府内における水素ステーション整備計画
（2015年１月策定、2017年２月改訂）

１ 大阪府におけるこれまでの取組み

〇充電インフラの整備拡充を推進するため、大阪府が策定。

〇府内を10km×10kmのメッシュに分け、交通量及び主要観光スポット・集客施設等の目

的地の有無により計14エリアに区分。充電器の必要箇所数（整備目標）を600箇所とした。

〇2021年２月現在、府内では急速充電も含めた充電設備が、公共施設や大型ショッピン

グモール、道の駅、カーディーラー店等に823箇所整備され、当該整備目標は達成している。

（ 2021年２月現在、急速充電 230箇所、200V普通充電 593箇所）

ビジョンで位置づける設置エリア
（ビジョンマップ）

大阪府内の交通状況等を踏まえた
水素ステーションの配置イメージ〇水素ステーションの整備・FCV普及を促進するため、大阪次世代自動車普及推進協議会

（旧：おおさかFCV推進会議）※において策定。

〇府内の道路及び自動車交通の状況等から水素ステーションの適正配置を導き出し、これを

基本に、「2025年度までに28箇所」を目標に整備を進めている。

（2021年２月現在、水素ステーション９箇所）

※大阪次世代自動車普及推進協議会（2016年1月設置）

○EV及びFCVの普及拡大及び充電インフラや水素ステーションの整備促進に関する取組みを一体的に推進していくために、
「おおさかFCV推進会議（2003年9月設置）」と「大阪EVアクション協議会（2009年6月設置）」を統合し、「大阪次
世代自動車普及推進協議会」を設置。

○自動車メーカー、エネルギー供給会社、部品メーカー、大学・研究機関や行政機関など産学官による計46団体で構成。



１００V ２００V ２００V

約14時間 約30分

約８時間 約15分

数千円 数十万円 百万円以上

―
（ごく限定的）

商業施設、ガソリンスタンド、
高速道路のSA・PA、道の

駅、カーディーラー等
コンビニ、商業施設、カーディーラー等

プライベート

約７時間

約４時間

ポール型
普通充電器

コンセント

航続距離 160 km

航続距離 80 km

充電設備の種類

充電設備本体価格例
（工事費は含まない）

充電時
間

病院、大規模商業施設、時間貸し駐車場等、カーディーラー、コンビニ等

普通充電

急速充電

マンション、ビル、屋外
駐車場等

―
（ごく限定的）

戸建住宅・マンション、ビル、屋外駐車場等
想定さ
れる充
電場所
（例） パブリック

目的地充電

経路充電

基礎充電
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（参考）充電設備の種類

１ 大阪府におけるこれまでの取組み

〇EV・PHVのための充電設備は、大きく普通充電設備と急速充電設備の２つに分かれる。また、普通充電設備は100V

コンセント、200Vコンセント、ポール型普通充電器（200V）に大別できる。

〇想定される充電場所と充電設備の設置例は以下のとおり。

（出所）経済産業省EV・PHV情報プラットフォーム等



4

EV・PHV所有者の特徴

２ 消費者アンケート調査結果

〇自動車所有者全体と比べて、EV・PHV保有者は
1000万円以上～1500万円未満の割合が高く、
400万円未満の割合が特に低い。

※ブランドデータバンクモニタ（n=31,967）に対し、2020年6月24日～
2020年7月3日の期間にインターネットで「ブランドに関するアンケート」調査を
実施したもの。
以下の条件にあてはまる人を「EV・PHV所有者」と定義。
・自家用車で対象EV、PHVを所有していると回答
・「環境問題への関心を強く持っている」の価値観にあてはまると回答

（出所）マクロミル「環境に優しい自動車ユーザープロファイル分析」（2021年２月８日）

EV・PHV所有者は、
資産に余裕があるシニア層が中心

【年齢】 自動車所有者全体（n=19,846）
平均年齢 47.3歳

EV・PHV所有者（n=116）
平均年齢 51.1歳

20代
11.2％

30代
14.7％

40代
14.7％

50代
18.1％

60代以上
41.4％

20代
11.7％

30代
19.0％

40代
24.4％

50代
20.5％

60代以上
24.3％

【世帯年収】
平均世帯年収

自動車所有者全体 629万円

EV・PHV所有者 742万円

〇自動車所有者全体と比べて、EV・PHV保有者は
60代以上の割合が特に高く、40代の割合が低い。

自動車所有者全体(n=19,846)

EV・PHV所有者(n=116) 11.2％

24.2％

400万円未満 400万円以上～600万円未満 600万円以上～800万円未満

30.2％

27.2％

19.8％

20.9％

800万円以上～1000万円未満

18.1％

13.5％

1000万円以上～1500万円未満

16.4％

10.4％

1500万円以上～2000万円未満

2.6％

2.4％

2000万円以上

1.7％

1.4％
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EVに期待する
最小走行距離（マイル）

※2019年9月から10月にかけ、消費者に対し、調査を実施したもの。
サンプル数：ドイツ＝3,002; 米国＝3,006; 中国＝3,019; インド＝3,022; 
日本＝3,056; 韓国＝3,013

（出所）デロイト トーマツ「2020デロイト グローバル自動車消費者意識調査」
（2020年4月14日）

１日あたり
平均走行距離

（マイル）

実際の走行距離にかかわらず、
EVに対する期待値は非常に高い。

ゼロエミッション車を
購入または検討したいと思う条件

（出所）東京都「ゼロエミッション東京の実現に向けた自動車利用に関する
世論調査」（2018年11月実施）

※ZEVの購入を「検討したことはない」及び検討の結果、「購入しなかった」と答えた人
（n＝1,858）にZEVを購入または検討したいと思う条件について聞いたもの。

２ 消費者アンケート調査結果

「購入価格が安くなる」44％、「自宅で容易に
充電が可能となる」35％、「充電・燃料補給
施設の設置数が増加する」31％の順に多い。

ドイツ

米国

日本

中国

韓国

インド

34％ 34％ 20％ 6％ 5％

22％ 19％ 22％ 12％

5％

20％

15％ 23％ 24％ 12％ 23％

3％

17％ 38％ 29％ 11％ 3%

20％ 25％ 26％ 15％ 10％

4％

7％ 15％ 30％ 28％

14％

6％

1％

2％

400ﾏｲﾙ 300ﾏｲﾙ 200ﾏｲﾙ 100ﾏｲﾙ 50ﾏｲﾙ わからない

※１マイルは、約1.6キロメートル



6３ レンタカーや公共施設駐車場等におけるZEV普及施策例

大阪府

公共施設等の駐車場にEV・FCV優先ゾーンを設置（大阪府、神戸市）

神戸市
現在、８箇所の府営公園駐車場の他、
４箇所の民間施設に設置

レンタカー・カーシェアリングにおけるZEV導入促進（東京都）

現在、２箇所の公共施設に設置

FCVレンタカーを活用した観光プラン実証事業（水素スマートシティKOBE懇話会）
期間中のFCVレンタカー利用者に対して、観光時に利用できるお得なクーポンを提供し、FCVを活用した環境に配慮した

神戸観光を楽しむ機会を創出。（期間：2020年２月17日から2020年３月31日まで）

レンタカー事業やカーシェアリング事業において、都民が手軽な料金でZEVを利用できるよう、

事業者と共同でZEVの利用機会を創出。

多くの方の目に触れる公共施設等での駐車場に優先ゾーンの設置を行うことで所有者へのインセンティブを高めるとともに、

EV等を知らない方への認知度の向上を図る。

（出所）神戸市HP

（出所）東京都HP



7４ 制度のあり方検討に係る論点整理（案）

府としての方向性
〇今年度末に策定する予定の新たな「大阪府地球温暖化対策実行計画（案）」では、2030年度に府域の温室効果
ガス排出量を2013年度比で40%削減する目標を設定。

〇運輸部門においては、「ゼロエミッション車（ZEV）を中心とした電動車の普及促進」、「新たなモビリティサービスの導入
促進」、「公共交通機関・自転車等の利用促進」、「貨物輸送の効率化の促進」及び「環境に配慮した自動車利用」の
取組みを行うこととし、2030年までの取組指標を次のとおり設定する予定。

・軽自動車を除く乗用車の新車販売に占める電動車の割合 10割
・乗用車の新車販売に占める電動車の割合 ９割
・乗用車の新車販売に占めるゼロエミッション車の割合 ４割

〇実行計画（案）の目標達成に向け、電動車（商用車を含む）の普及促進に向けた施策・制度について検討する必
要がある。

検討事項（案）
（1）電動車の普及促進にあたっての基本的な考え方

（2）電動車の普及促進に向けた施策・制度の方向性

①自動車関連製造事業者による製造・開発の促進方策

②自動車販売事業者による販売の促進方策

③カーリース・レンタカー・カーシェア事業者による導入の促進方策

④自動車使用事業者による導入・利用の促進方策

⑤府民による導入・利用の促進方策

（3）インフラ整備の方向性

①プライベート利用における充電インフラ整備の促進方策（基礎充電）

②パブリック利用における充電インフラ整備の促進方策（目的地充電・経路充電）

③水素インフラ整備の促進方策



〇自動車産業を変革するCASEの潮流を大阪・関西の成長・発展に活かし、府民、事業者、

民間団体、行政が連携・協働を図りながら、環境性能に優れ、災害時にも活用可能なハイブ

リッド自動車などの電動車の普及・利用拡大に取り組む必要がある。

〇ゼロエミッション車の普及にあたっては、CO2排出が少ない電気や水素の利用拡大をめざす

視点が重要。

〇電動車普及に着目した施策だけではなく、車の使い方の変革や交通流対策などの総合的

な交通政策を踏まえ、全体のCO2排出削減に資する施策を展開。
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※ CASEとは、ツナガル（Connectivity）・自動化（Autonomous）・
利活用（Shared&Service）・電動化（Electric）のこと

検討事項（1） 電動車の普及促進にあたっての基本的な考え方（事務局案）

現在 2030年 2050年

省エネルギー・省資源

再生可能エネルギー
等を利用

さらに

省エネルギー・省資源

さらに
再生可能エネルギー
等を利用

工場や発電所等で
発生するCO2を
回収・有効利用

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
使
用
量

CO2排出量実質ゼロに！

どうしても減らせないCO2を
森林吸収や域外での貢献等
により削減

脱炭素社会に向けた技術革新等
・高効率な太陽光発電 ・CO2分離回収
・次世代パワー半導体 ・CO2フリー水素
・次世代蓄電池 等

2050年二酸化炭素排出量実質ゼロに向けたアプローチ（概念図）
（出所）大阪府地球温暖化対策実行計画（案）を基に作成

府民、事業者、民間団体、行政の連携・協働（概念図）
（出所）2030大阪府環境総合計画（案）を基に作成

・全固体電池 等

2050年めざすべき将来像の実現
大阪から世界へ、現在から未来へ

府民がつくる暮らしやすい持続可能な社会

４ 制度のあり方検討に係る論点整理（案）
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＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞
□電池の性能向上などの技術イノベーション加速
□省エネ法のトップランナー制度による燃費規制
□大阪エコカーサポートネットによる官民協働の取組み

9

〔主な論点〕

〇用途に見合った車種の開発、技術革新による機能面の充実に向けて、ニーズ・シーズのマッチ
ング強化や、実証事業への積極的な協力など、自動車関連製造事業者の取組みを支援する
制度が必要ではないか。

〇自動車製造事業者には、電動車のラインナップの充実を求めることとしてはどうか。

〇電動化を促進するために、製造者・販売者・使用者などの各主体に対してどのような方向性
をもってアプローチしていくか。

①自動車関連製造事業者による製造・開発の促進方策

注：（2）WLTCモードによる燃費値。
（3）車両重量区分ごとの出荷台数比率が実績値の年度と同じであると仮定した場合の試算値。
（出所）一般社団法人日本自動車工業会HP

４ 制度のあり方検討に係る論点整理（案）

検討事項（２） 電動車の普及促進に向けた施策・制度の方向性（事務局案）

《トップランナー制度による燃費規制》
エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）のトップランナー制度に
おいて、乗用車、小型貨物車、重量車毎に、燃費基準を設定。

【乗用車の場合】2030年度燃費基準(2)は、企業別平均燃費で25.4km/Lと、
2016年度実績値と比べて、32.4％向上。

（出所）2019 年５月17日 第６回水素・燃料電池等の普及促進に係る自治体連携会議
資料５（トヨタ自動車 資料）
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〔主な論点〕

〇自動車部門の温暖化対策の重要性について分かりやすく整理し、販売事業者に理解を深め
てもらうとともに、販売する自動車の環境情報を販売事業者が来店者に提供することが効果的
ではないか。

〇販売事業者が電動車の販売を推進する者を選任するような制度が必要ではないか。

〇電動車の市場投入状況や顧客ニーズに応じた、販売事業者の自主的な取組みを促進して
いくため、販売実績の計画・報告制度による見える化や、優れた取組みを評価・公表・表彰する
ような制度が必要ではないか。

〇EV・PHVを販売する店舗において、急速充電設備の設置を促進することとしてはどうか。

②自動車販売事業者による販売の促進方策

＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

□新車販売実績報告制度（京都市）

※都道府県の条例による販売実績の報告制度の事例なし

□新車販売時における環境情報の説明（東京都、他多数）

□自動車環境情報説明推進員制度（京都府、香川県）

□大阪エコカーサポートネットによる官民協働の取組み

《参考》大阪府温暖化防止条例による
エネルギーの多量消費事業者の報告・評価制度

４ 制度のあり方検討に係る論点整理（案）
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＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

□環境に配慮した自動車の利用（府民の行動変容）

□シェアリングエコノミー

□交通手段をシームレスにつなぐMaaS

□大阪エコカーサポートネットによる官民協働の取組み

11

③カーリース・レンタカー・カーシェア事業者による導入の促進方策

EVのカーシェアリング
（出所）日産自動車（株）HP

わが国のカーシェアリング車両台数と会員数の推移

４ 制度のあり方検討に係る論点整理（案）

〔主な論点〕

〇近年、増加しているカーリース・レンタカー・カーシェアについても、ZEV等の導入を促進する方
策や、自動車の環境情報を事業者が顧客へ提供することが必要ではないか。

（出所）公益財団法人交通エコロジ―・モビリティ財団HP

《カーシェアリングと公共交通の組み合わせ利用》

https://e-sharemobi.com/CP/1909_01/


12

＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

□環境に配慮した自動車の利用（モーダルシフト、物流効率化）

□再エネ電力や充放電設備をセットで導入する先導的取組み

□ZEVの充放電機能をエネルギーシステムの一部として利活用

□温室効果ガスを排出しない新車等の導入・報告制度（京都市）

□公共調達の推進

12

〔主な論点〕

〇現在の大阪府温暖化防止条例による「エネルギーの多量消費事業者の報告・評価制度」を
改定し、車両の電動化に関する計画・実績についても追加で行政への報告を求めることが効果
的ではないか。

〇電動車がもつ充放電機能を太陽光発電の余剰電力の吸収、BCP対策やバックアップ電源と
して活用する取組みや、支線配送における電動化など先進的な取組みを広げていくためにはどう
いった支援が必要か。

〇物品調達の際は、委託先に電動車の利用を呼びかけることを推奨することとしてはどうか。

〇従業員の通勤は、公共交通を主とするエコ通勤を基本とし、マイカー通勤を認める場合には、
省エネ、CO2削減のため、電動車の使用や勤務地における充電環境の整備を推奨することとし
てはどうか。

④自動車使用事業者による導入・利用の促進方策

従業員駐車場への充電設備設置
（三菱自動車工業（株）岡崎工場）

４ 制度のあり方検討に係る論点整理（案）

（出所）三菱自動車工業（株）HP （2015年）
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＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

□環境に配慮した自動車の利用（府民の行動変容）

□ZEVの蓄電・給電機能をエネルギーシステムの一部として
利活用（ZEH、V2H、V2L）

□充電設備の利用時間帯別料金制度

13

〔主な論点〕

〇普及啓発にあたっては、購入者の満足度が比較的高い環境性能や維持費のメリット（EV・
PHVのみ）、災害時にも活用可能な充放電機能に対する認知度を高め、家庭の省エネやレジ
リエンス強化等につなげるため、啓発方法の創意工夫が必要ではないか。

〇ZEVに関心の高い層を広げていくため、ZEV使用者に対する公共施設利用料金の割引や
電力会社によるEV ・PHVへの充電料金の割引などのインセンティブが必要ではないか。

〇ZEVの購入が促進されるような支援策が必要ではないか。

⑤府民による導入・利用の促進方策

４ 制度のあり方検討に係る論点整理（案）

（出所）関西広域連合「燃料電池自動車FCVって何だろう」

《V2Hシステムの活用》
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＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

□再エネ電力とEV・PHVをセットで導入する先導的取組み

□再生可能エネルギーによるCO2排出係数の低い電気によ
る充電の普及

□公営住宅における率先行動

14

〇ZEVを支える充電器・水素ステーションなどのインフラ整備にあたっては、どのような方向性を
もって進めていくべきか。

〔主な論点〕

〇約半数の世帯が住んでいる集合住宅について、既存集合住宅への充電環境の整備や、新
規集合住宅の設計段階における充電設備の導入検討を促進することが必要ではないか。

〇再エネ電力の活用を促進するとともに、充電による電力負荷の集中を抑制することが重要で
はないか。

①プライベート利用における充電インフラ整備の促進方策（基礎充電）

＋

４ 制度のあり方検討に係る論点整理（案）

検討事項（３） インフラ整備の方向性（事務局案）

《環境省「再エネ電力と電気自動車や燃料電池
自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタ
イル先行導入モデル事業」》

再エネ100％電力調達EV/PHV/FCV

（出所）環境省HP
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＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

□利用しやすい環境の整備

□充電インフラの位置情報提供

□駐車施設における電気自動車等の充電設備の整備等の努力義
務（京都府、神奈川県、京都市）

□EVのワイヤレス充電化

□再エネによるCO2排出係数の低い電気による充電の普及

□道路・都市インフラとの連携

□公共施設における率先行動

15

〔主な論点〕

〇EVを普及させるため、主要道路や目的地での充電設備の利便性を向上させる方策が必要
ではないか。

〇普通充電設備については、数時間駐車することが前提の集客施設、公共施設等に整備し、
さらに、充電待ち解消のため複数台の導入を推進していくことが必要ではないか。

〇急速充電設備については、整備費用が高いことから、地域特性やまちづくりの方向性を踏まえ
た充電設備の整備の考え方をエリア別に整理し、主要道路やその近くの自動車ディーラー、ガソ
リンスタンド、公共施設等において戦略的に整備を進めていくことが必要ではないか。

〇再エネ電力の活用を促進するとともに、充電による電力負荷の集中を抑制することが重要で
はないか。

②パブリック利用における充電インフラ整備の促進方策（目的地充電・経路充電）

道の駅「奥河内くろまろの郷」の急速充電

EVワイヤレス充電

４ 制度のあり方検討に係る論点整理（案）

（出所）
EVsmart HP

（出所）
（株）ダイヘンHP



＜検討いただく上でのキーワード（事務局案）＞

□水素ステーション整備事業者に対する支援

□水素の社会的受容性の向上

□水素の利用拡大

（ブルー水素、グリーン水素）

16

〔主な論点〕

〇国の水素・燃料電池戦略ロードマップ及び「大阪府内における水素ステーション整備計画」の
目標達成に向けて、官民一体となって整備を進めるとともに、水素ステーションの自立化をめざし、
府内におけるFCVやFCバスの導入拡大による水素の利用促進等に取り組むことが必要ではな
いか。

③水素インフラ整備の促進方策

イワタニ水素ステーション堺美原と堺市公用車FCV
（出所）堺市HP

４ 制度のあり方検討に係る論点整理（案）

（出所）資源エネルギー庁HP


