
 

平成２８年９月山口市長定例記者会見 

記者発表資料    

 

 

 この度、市、山口地区タクシー協会、関係事業者の連携により、県内

初の取組となる、電気自動車（ＥＶ）タクシーの導入が実現することと

なりました。 

 二酸化炭素等の温室効果ガス排出削減に向けた次世代自動車普及促進

のシンボルとなる電気自動車（ＥＶ）タクシーは、１０月１日（土）か

ら運行を開始し、主に、佐山地区自治連合会が事業主体となり、（有）嘉

川タクシーが運行されているコミュニティタクシー「ふれあい号」とし

て地域を走行します。 

 また、Ｊ２で活躍するレノファ山口ＦＣのラッピングを施し、応援機

運を醸成する役割も担うものとなります。 

 なお、車両のお披露目となります電気自動車（ＥＶ）タクシー導入記

念式典を次のとおり開催いたします。 

 

 

電気自動車電気自動車電気自動車電気自動車（ＥＶ）（ＥＶ）（ＥＶ）（ＥＶ）タクシータクシータクシータクシー導入記念式典導入記念式典導入記念式典導入記念式典    

 ○日時：平成２８年９月２９日（木） １０時～１０時４０分 

 ○場所：佐山地域交流センター（山口市佐山２７２６番地１） 

 ○主催：山口市・山口地区タクシー協会 

 ○次第 

  ・主催者（市長、山口地区タクシー協会会長）あいさつ 

・来賓祝辞（中国運輸局山口運輸支局支局長、㈱レノファ山口代表

取締役社長） 

・来賓紹介 

・電気自動車（ＥＶ）タクシー披露 

                                         

件 名： 
県内初となるタクシー事業への電気自動車（ＥＶ(イーブイ)） 

タクシー導入について 

担当課： 
環境部 環境政策課 新エネルギー・温暖化対策担当 

 （電話：０８３－９４１－２１８１） 



電気⾃動⾞（EV）タクシー概要 
 
１．導入事業者 
 
   有限会社 嘉川タクシー（山口地区タクシー協会会員） 
 
２．役割 

 
       二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス排出量の削減に向け「EV（電気自動 

⾞）」、「PHV（プラグインハイブリッド⾞）」や「FCV（燃料電池自動⾞）」な 
どの次世代自動⾞普及促進のシンボルとして山口市内を走ります！ 

 
   静かで乗り心地も良く快適といった EV の特徴を活かし、地域の皆様の重要 

な交通手段（コミュニティタクシー）として、佐山地域を走ります！ 
 

現在 J2 で活躍している「レノファ山口 FC」の応援機運を高めるラッピング 
⾞両として、皆様とともにレノファをバックアップします！ 

 
 
３．⾞両性能、特徴 
 ・⾞両名称：⽇産リーフ 
 ・バッテリー容量等：30kWh（リチウムイオンバッテリー） 

・走⾏可能距離：280km（JC08 ﾓｰﾄﾞ⼀充電走⾏距離） 
 ・充電方法：普通充電（200V）、急速充電の両方に対応 
 ・充電時間：普通充電 約 11 時間/急速充電 30 分（バッテリー容量の 80％上限） 

・特  徴：電気（モーター）で走るので、加速が早く、とても静か！なにより走⾏ 
時に二酸化炭素などの温室効果ガスを出しません！ 

 
【参考：導入補助⾦】 

●国庫補助⾦：平成 28 年度地域交通グリーン化事業補助⾦（⾞両価格の３分の１） 
（国⼟交通省） 

 ●市補助⾦：平成 28 年度山口市 EV モビリティ推進事業補助⾦ 
（⾞両価格の３分の１） 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

※イメージ 



 

 
「ふれあい号」運⾏概要 

 
 

運⾏経路及び 
運⾏時刻 

別添時刻表参照 
 
※お買物便 
通常のコミュニティタクシー運⾏に加えて、お買物便を運⾏してい
ます。 
【運⾏時刻、目的地等】 

東佐山バス停 13：19 発 
⇒阿知須サンパークでお買物（約７０分間） 
⇒14：50 東佐山バス停着 

運⾏便数 10 便／⽇ 

運⾏⽇ 
月・水・⾦ 
※年末年始（１２月２９⽇〜１月３⽇）、自然災害時等は運休 

停留所数 
２６箇所 
※国道１９０号線以外は自由乗降が可能 

運賃 

小学校に入る前の子ども          無  料 
小学生                  １００円 
中学生以上                ３００円 
福祉優待バス乗⾞証を持っておられる方   １００円 
福祉優待バス乗⾞証を持っておられない 
障がい者の方               １００円 
◇回数券 １００円券・２２枚綴り   ２，０００円 

運⾏主体 
有限会社嘉川タクシー 
※ EV タクシー（乗客定員４人）による運⾏ 

事業主体 佐山地区自治連合会（会⻑ 中村 浩美） 

 



電気⾃動⾞（ＥＶ）タクシー導⼊記念式典 
（山口市・山口地区タクシー協会共催） 

 
■開催⽇時：平成２８年９⽉２９⽇（⽊）10：00-10：40 

■開催場所：佐山地域交流センター 

■進   ⾏： 

１ 開式のことば 

２ 主催者あいさつ 

３ 来賓祝辞 

４ 来賓紹介 

５ EV タクシー披露 

６ 閉式のことば 

 
■出席者名簿 

所 属 及 び 役 職 氏  名 

中国運輸局山口運輸支局 支局⻑ 岡田 和史 

株式会社レノファ山口 代表取締役社⻑ 河村 孝 

佐山地区自治連合会 会⻑ 中村 浩美 

一 般 社 団 法 人 ⽇ 本 自 動 ⾞ 販 売 協 会 連 合 会 山 口 県 支 部 専務理事 瀨川 英顕 

山口市議会 議⻑ 重⾒ 秀和 

山口市議会議員 坂井 芳浩 

山口地区タクシー協会 会⻑ 中野 和人 

有限会社嘉川タクシー 代表取締役社⻑ 後藤 聖治 

山口⽇産自動⾞株式会社 代表取締役社⻑ 末冨 健作 

山口市⻑  渡辺 純忠 

山口市環境部⻑ 岡本 充 

佐山地域交流センター 所⻑ 冨永 正己 

                                     （敬称略） 



 

佐山コミュニティタクシー「ふれあい号」が、より環境にやさしい電気⾃動⾞（EV）、 
日産「リーフ」に生まれ変わります（平成２８年１０⽉１⽇運⾏開始予定）！ 

電気⾃動⾞は、⾛⾏時に⼆酸化炭素等の温室効果ガスを排出しない、地球にやさしい 
クリーンな⾞です。 

また、新しい「ふれあい号」はレノファ山口 FC を応援する⾞としても活躍します！ 
今後とも、地域の皆様の積極的な御利⽤をお願いいたします。 

佐山コミュニティタクシー「ふれあい号」が
電気⾃動⾞に生まれ変わります！ 

(有)嘉川タクシーさんから一言 

山口市から一言 山 口 ⽇ 産 ⾃ 動 ⾞ ㈱ さ ん か ら 一 言 

⾞   種⇒日産リーフ 
燃   料⇒電気（バッテリー容量 30ｋWh） 
満充電⾛⾏可能距離⇒約 280ｋｍ 
特   徴⇒電気で⾛⾏するため、⾛⾏時に温室効果ガス 

を出さず、地球にとてもやさしい。 
充 電 時 間⇒普通充電 約 11 時間/急速充電 約 30 分 

レノファ山口ＦＣさんから一言 

お問い合わせ：EV タクシーの導入経緯、運⾏に関すること/(有)嘉川タクシー TEL 083-989-2102 

EV タクシー等次世代⾃動⾞普及促進施策に関すること/山口市環境部環境政策課 TEL 083-941-2181 

山口地区タクシー協会さんから一言 
この度は「ふれあい号」が電気⾃動⾞に生まれ
変わるにあたり、レノファ山口ＦＣデザインを
ご採⽤頂き、大変ありがたく思っております。
ぜひ多くの⽅にご利⽤頂き、レノファ山口へも
親しみを持って頂けましたら幸いです。  

代表取締役社⻑ 河村 孝 

コミタクのコンセプトの１つ「低炭素化」。 
平成２１年ハイブリッド導⼊。そして今回
EV 導⼊。両⾞両共、山口県下初。 
常に「ふれあい号は一歩前に！！」として、
今後も皆様と共に⾛り続けます。 

代表取締役社⻑ 後藤 聖治 

【EV タクシー導入補助事業】 
平成 28 年度 
地域交通グリーン化事業（国⼟交通省） 
平成 28 年度 
山口市 EV モビリティ推進事業 

「ふれあい号」は高齢の⽅々にとって地域の
有難い交通⼿段です。また阿知須お買物便と
しても活躍しています。このたび関係各位の
ご尽⼒で電気⾃動⾞となり、ますます安全、
快適な⾞になることを地区の皆様とともに喜
んでいます。     会⻑ 中村 浩美 

この度、国の地域交通グリーン化事業及び
山口市の支援を受け、当協会のメンバーで
ある嘉川タクシーがコミタクとして導⼊す
る電気⾃動⾞が、佐山地区の皆様の⾜とし
て広く利⽤されることを⼼から祈念いたし
ます。       会⻑ 中野 和人 

市域の温室効果ガス排出量のうち、⾃動⾞から排出されるも
のは全体の約 20％を占めており、電気⾃動⾞をはじめとする
⾛⾏時に CO2 等を排出しないクリーンな⾃動⾞の普及が差し
迫った課題です。今回の EV タクシーの導⼊はこうした課題
の解決に向けたシンボルになるものです。市⺠の皆様も身近
なところから積極的な取組みをお願いいたします。 

電気⾃動⾞普及促進のシンボル、地域交通の担い⼿、レノファ応援団として 
佐山地区を走ります！ 

イメージ 

日産は CO2 排出の削減を目指し、EV（電気⾃動⾞）の普及に
取り組んでおります。今回納⾞させていただいた「リーフ」は、
日本で最も売れている EV で、CO2 排出ゼロ、静かで安定した
乗り⼼地が特徴です。また、専⽤システム設置により蓄電池と
しても使⽤可能です。日産リーフをご利⽤いただき、地域の皆
様の生活に、EV がより身近になればと思っております。 
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