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2019 年 7 月 22 日
【発行】白馬村／白馬 EV クラブ
【制作】一般社団法人日本 EV クラブ

家族みんなで読んでね。

令和元年 ! 電気自動車「耳より情報」
今、世界中で新しい電気自動車が次々と発売されています。電気自動車に注目が集まる理由って何で
しょう。それは、CO 2 を出さない電気自動車が、地球の環境に優しいからです。車種がいろいろ増え
てきて、白馬村に、そしてみなさんの家族にお似合いの電気自動車を見つけやすくなってきました。
白馬村も、電気自動車と自然エネルギーを上手に活用することを目指しています！
※ 環境に優しい電気自動車が白馬に大集合！

ジャパン EV ラリー白馬 で実施された白馬村 EV・PHV パレードの写真です。

知っておきたい！

電気自動車「いいこと」図鑑
今、世界中で電気自動車がどんどん増えています。電気自動車には、どんな「いいこと」があるのでしょうか？

石油を燃やさずに走れます！
2015 年の COP21（地球温暖化を防ぐための会議）

自然エネルギーで走れます！
自然豊かな山々と豊富な水に恵まれた白馬村では、

で『パリ協定』が採択されて、世界の国は二酸化炭素

水力発電を中心とした自然エネルギーによる電気で、

（CO2）をできるだけ排出しない暮らしを目指すこと

100％に近い（約 96％）電力自給率を実現しています。

を決めました。石油を燃やさずに走れる電気自動車は、

つまり、白馬村で充電した電気自動車は、自然エネル

走るときに CO2 を出さない環境に優しい乗り物です。

ギーで走っているということになるのです。

2015 年に国連で採択された「SDGs（持続可能な開発目標）
」をご
存じですか？ 地球と人類が、これからも存在し続けていくための行
動指針として、17 の目標を掲げています。
生活や仕事、すべてのことを「SDGs」に見合ったライフスタイル
に変えていくことは、もう「世界の常識」になりつつあります。ク
リーンなエネルギーで走ることができる電気自動車に乗ることは、
「SDGs」の目標にも通じる「ライフスタイル変革」への第一歩です。

白馬村では、毎年「ジャパンＥＶラリー」
という電気自動車の祭典が開催されて
います。電気自動車やプラグインハイブ
リッド車（充電できるハイブリッド車）
の種類は、どんどん増えてきています。

自宅で充電できるから便利！
充電設備設置の補助金もあります。
ガソリンなどの石油を燃やすエンジンの自動車は、ガ

力強く静かに走れます！
モーターは発進するときの加速がとてもパワフル
で、扱いやすい特長があります。回生ブレーキという
機能で、下り坂では走りながら充電できるのも魅力。
エンジン音がないから静かで、振動が少ないことは
もちろん、楽しく運転できる自動車でもあるのです。

電気自動車は「航続距離や充電場所が不安」という方は今
でも少なくありません。でも、全国の電気自動車用充電器
の数はすでに 3 万基以上。急速充電器だけでも 7,000 基以
上が整備されています。また、電気自動車もどんどん進化
しています。今年デビューした日産リーフ e ＋は、一充電
航続距離が 458km（WLTC）に延びました。
※ WLTC ＝「世界統一試験サイクル」といわれる国際的な燃費試験方法

ソリンスタンドで給油しないと走れません。でも、電気
自動車は自宅で充電できるので便利です。
白馬村では電気自動車用の普通充電設備（200V コン
セント）を設置する個人、事業者への助成制度を実施し
ています。上限額は 4 万円。申請方法など詳細は、白馬
村のウェブサイトで紹介されています。
https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/keikan_kankyo_kanko/shizenkankyohozen/2007.html
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今年も「白馬 EV シェアリング」を実施！
家族みんなで電気自動車を体感してください。
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利用には事前の申し込みが必要です。
電気自動車の使い勝手や快適さ、エンジン車との違いは、実際に、じっくり
使ってみないとなかなか理解できません。今回の「EV カーシェアリング」は、
数日間、電気自動車を使い、長距離を走ってみることで、さまざまな発見をし
ていただくための試みです。この機会に、ガレージに 200V コンセント（普通
充電設備）を設置して、自宅での充電を体験するのもオススメです。
利用をご希望の方は、利用日の 3 日前までに、白馬村役場まで電話でお申し
込みください。利用者には所定のアンケートに回答していただきます。また、
クールチョイス宣言に署名いただくことが利用の条件となります。
フォルクスワーゲン『e-Golf（ゴルフ）』
世界で約 3,500 万台が販売されてきたドイツの名車『ゴルフ』から、完全な電気自動車が誕生しました。フォ
ルクスワーゲンは、電気自動車をどんどん発売していくことを宣言しています。
搭載する電池容量は 35.8kWh。一充電航続距離は 301km（JC08 モード）です。
e-Golf Base 車両本体価格：￥4,990,000 ～（税込）

※ 実際のシェアリング車両ではありません。

「白馬 EV シェアリング」の概要

白馬村民と白馬村での宿泊客限定。
電気自動車が無料で使えます！

利用できる車両／フォルクスワーゲン『e-Golf』右ハンドル（2 台）
実施期間／ 2019 年 8 月〜 2019 年 11 月末

白馬村では、環境省が進めている国民運動「COOL CHOICE」に賛同し、
今年度の二酸化炭素排出抑制対策事業として、昨年に引き続き、電気自動車の
シェアリングサービス「白馬 EV シェアリング」を実施します。
今回は、フォルクスワーゲンの電気自動車『e-Golf』（2 台）を用意しまし
た。白馬村民のみなさんと、白馬村内の宿泊客（運転免許証が必要です）が無
料で利用できるカーシェアリングサービスです。利用期間は 5 日間、もしくは
4 日間となります。この機会に、電気自動車の乗り心地、使い心地を気軽に体
感してください！
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利用資格／白馬村民および白馬村内の宿泊客の方（運転免許証が必要です）
利用期間／①月曜日午後〜金曜日午前（5 日間）
②金曜日午後〜月曜日午前（4 日間）
※ どちらかの期間を選んでお申し込みください。

料金／無料
申込・問い合わせ先／白馬村役場総合案内

TEL：0261-72-5000

※詳しくは白馬村のウェブサイトをご覧ください。
https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/
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親子で一緒に楽しもう！
EV展示＆試乗会を開催。

村民限定で参加者募集。
最新 EVでラリーに挑戦！
2019 年 9 月 15（日）に開催される、ジャパン EV ラリー白馬 2019「アベレー
ジラリー " 村男Ⅲ世カップ "」に挑戦してみませんか？

白馬村民の方に限り、

白馬 EV シェアリングの『e-Golf』や 9/16 に開催する EV 試乗会の最新 EV
で特別に参加することができます。
アベレージラリーとは、速さを競うレースではなく、コース内に設定された
計時区間の規定タイムにどれだけ近く走れるかなどを採点する競技で、ラリー
の経験がなくても気軽にお楽しみいただけます。募集は限定 10 組（予定）です。
詳しくは日本 EV クラブホームページでお知らせします。
www.jevc.gr.jp

※ 写真は 2017 年の試乗会の様子です。

参加費
無料 !

最新の電気自動車を気軽に体験試乗。
お手頃価格の中古 EV をご紹介します！
9 月の休日、最新の電気自動車を気軽に体験してみませんか？

試乗会では

最新の EV に家族で試乗。モータージャーナリストやエコドライブのエキスパー
トが同乗して、電気自動車の特徴や上手な乗り方について説明します。また、
実際に EV の購入を検討している方に、お手頃価格の EV 中古車をご紹介する
予定です。会場では子ども用の電気レーシングカートを展示。EV のしくみを
楽しく学べるコーナーも開設します。ぜひ、親子でお越しください！

COOL CHOICE って何？
「COOL CHOICE（クールチョイス）」は、2030 年度に温室効果ガス（CO2）
排出量を 2013 年度比で 26％削減することを目標として、省エネ・低炭素型
のライフスタイルを実践する「賢い選択」を広げていこうとする取組です。自
然エネルギーの電気を使い、電気自動車を上手に活用することも身近なところ
で実践できる「COOL CHOICE」のひとつ。今回の「白馬 EV シェアリング」
や「EV 展示＆試乗会」なども、環境についての意識を高め、エコカーの活用
を促進するための取組です。

ウェブサイトからでも「宣言」できます！
「COOL CHOICE」のウェブサイトでは、個人や企業、団体の賛同登録（COOL

日時：2019 年 9 月 16 日（月・祝）10:00 〜 15:00

CHOICE 宣言）を募集しています。簡単なアンケートに答えるだけ。白馬村

場所：白馬グリーンスポーツの森 駐車場（参加費は無料です）

のみなさんも、ぜひ宣言してくださいね。

