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令和２年度「高度な自動走行・MaaS 等の社会実装に向けた研究開発・実証事業費（東北

地域における自動走行・MaaS 等の関連事例における課題及びニーズ調査）」に係る企画

競争募集要領 

 

令和２年９月７日 

経済産業省 

東北経済産業局 

自動車・航空機産業室 

 

経済産業省では、令和２年度「高度な自動走行・MaaS 等の社会実装に向けた研究開発・

実証事業費（東北地域における自動走行・MaaS 等の関連事例における課題及びニーズ調

査）」を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。 

 

１．事業の目的（概要） 

省エネルギーの一層の加速が不可欠である中、運輸部門については、特にエネルギ

ー消費の大部分を占める自動車分野における新たな対応が必要である。また、都市を

中心に世界の人口が増加する中、自動車の更なる普及拡大が想定され、交通事故の削

減、渋滞の緩和や環境負荷の低減等がより必要になる。今後既存の取組だけでは抜本

的な解決が困難と予想されるため、新たな取組である自動走行への期待は高く、関連

する市場の拡大も見込まれる。また、自動車産業を巡っては、近年、コネクト

（Connectivity）、自動運転（Autonomous）、モビリティサービス（Shared&Service）、

電動化（Electric）（ＣＡＳＥ）といった 100 年に 1度ともいわれる大きな環境変化が

起きている。 

経済産業省では、2019 年 4 月に開催した第 3回自動車新時代戦略会議において、高

度の効率化や無人自動運転移動サービス等を事業化、公共交通と連携し、高度なモビ

リティサービスを提供することを通じ、“移動弱者ゼロ化、豊かな移動による豊かな地

域社会づくり”等の社会像を実現するため、当面の取組として、「IoT や AI を活用し

た新しいモビリティサービス活性化に向けた「地域×企業」の挑戦支援プログラム“ス

マートモビリティチャレンジ”創設」等を掲げた。また、同時公表した「IoT や AI が

可能とする新しいモビリティサービスに関する研究会」とりまとめでは、スマートモ

ビリティチャレンジ推進に向け、地域や事業者の取組に関する情報共有促進や社会的

機運醸成、「パイロット地域」に対する事業計画策定や効果分析等の支援、ベストプラ

クティスや横断的課題の整理等を行う仕組みとして、「スマートモビリティチャレンジ

推進協議会」の設立が位置付けられ、令和元年度より、先駆的に新しいモビリティサ

ービスの社会実装に取り組む地域に対して、事業計画策定や効果分析を実施するパイ

ロット地域分析事業を実施するなど、社会実装に向け取り組んでいるところ。 

本事業では、東北管内における自動走行や MaaS 等の取組について、課題やニーズを

調査し、サービス提供における規制や仕組みの検討、関係者の知見向上を促進するこ

とで、将来的な事業として支援していくことを目的とする。 
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２．事業内容 

（１）包括調査 

   東北管内における、自動走行や MaaS 等の取組について実態を把握するために、現

在実施されている取組について、文献やインターネット検索、関係者への取材を

元に調査を行い、リスト化する。 

リストに掲載の内容については、以下の通り。その他、リストに追加すべき内容

があれば、適宜追加すること。 

・実施場所（県・市町村名） 

・事業名 

・参画団体 

・取組概要（２００字程度で事業の内容等を簡潔に記載。） 

・事業規模（事業に要する費用） 

 

本調査は、東北管内における自動走行・ＭａａＳ等の取組を支援するにあたって、

それぞれがどのような状況にあるかの現状を把握し、また、今後、地域のロール

モデルとなるような取組をキャッチアップすることで、社会実装に向けた支援、

東北管内への横展開を図っていくことを目的とする。 

   そのため、取組概要を記載するに当たっては、事業の概要を記載するのみでなく、

（２）に記載のチェックポイント等に照らして、他の地域と比べた際に、その地

域の特徴がわかるように記載すること。 

 

（２）ヒアリング調査 

   （１）において調査した取組の中から、新たなモビリティサービスの社会実装を

通じた「移動課題の解決」及び「地域活性化」という観点において、先進的な取

組やロールモデルとなり得る取組を抽出し、さらに詳細な事項（社会実装に当た

っての課題など）について調査することで、社会実装に向けた課題整理、対応策

の検討などを行うことを目的とする。 

調査は原則として現地ヒアリングにより行う。ヒアリング先は４カ所以上とし、

上記に該当するような取組を提案すること。 

参考として、新しいモビリティサービス導入の際のチェックポイントを以下に示

す。その他、ヒアリングが必要な事項があれば提案すること。 

・現状の交通課題や移動ニーズを把握・分析できているか。 

・将来のビジョン、事業実施における課題が明確か。 

・課題解決に即した交通施策が設定できているか。 

・事業の実施主体が明確であり、適切な体制整備がなされているか。 

・サービスコストなどを踏まえ、収益化が可能なモデルであるか。 

・ステイクホルダーとの調整がついているか。 

・法規制上のボトルネックを特定し、対策がとれているか。 
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・取得したデータをフィードバックする体制が構築できているか。 

 

（３）調査内容の発表 

   令和３年３月上旬に開催予定の「とうほくスマートモビリティシンポジウム」に

て、調査した上記の内容を整理し発表すること。発表時間は３０分程度を予定。

オンライン上での発表とする。必要に応じて、発表用の資料を作成すること。 

（４）報告書作成 

   上記（１）（２）（３）の内容についてとりまとめ、適宜、図や表を用いながら調

査報告書を作成すること。 

 

３．事業実施期間 

   契約締結日～令和３年３月２２日 

 

４．応募資格 

応募資格：次の要件を満たす企業・団体等とします。 

本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。なお、コンソー

シアム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくととも

に、幹事法人が事業提案書を提出して下さい。（ただし、幹事法人が業務の全てを他

の法人に再委託することはできません。） 

①日本に拠点を有していること。 

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について

十分な管理能力を有していること。 

④予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないものであること。 

⑤経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者

ではないこと。 

⑥過去３年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている

者ではないこと。 

 

５．契約の要件 

（１）契約形態：委託契約 

（２）採択件数：１件 

（３）予算規模：５００万円を上限とします。なお、最終的な実施内容、契約金額につ

いては、当局と調整した上で決定することとします。 

（４）委託金の支払時期：委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となり

ます。 

（５）支払額の確定方法： 事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき

原則として現地調査を行い、支払額を確定します。 

支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要した
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と認められる費用の合計となります。このため、全ての支出

には、その収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書

類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格

に審査し、これを満たさない経費については、支払額の対象

外となる可能性もあります。 

 

６．納入物 

 以下の（１）（２）を３．事業期間内に当局へ納入すること。 

（１）調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ）１式 

・ 調査報告書、調査で得られた元データ、委託調査報告書公表用書誌情報（様式

１）、二次利用未承諾リスト（様式２）を納入すること。 

・ 調査報告書については、ＰＤＦ形式に加え、機械判読可能な形式のファイルも

納入すること。 

・ 調査で得られた元データについては、機械判読可能な形式のファイルで納入す

ることとし、特に図表・グラフに係るデータ（以下「ＥＸＣＥＬ等データ」と

いう。）については、ＥＸＣＥＬ形式等により納入すること。 

・ なお、様式１及び様式２はＥＸＣＥＬ形式とする。 

（２）調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ）２式（公表用） 

・ 調査報告書及び様式２（該当がある場合のみ）を一つのＰＤＦファイル（透明

テキスト付）に統合したもの、並びに公開可能かつ二次利用可能なＥＸＣＥＬ

等データを納入すること。 

・ セキュリティ等の観点から、当局と協議の上、非公開とする部分については、

削除するなどの適切な処置を講ずること。 

・ 調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されること

を前提とし、経済産業省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報告書に

盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明

記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。二次利用の了承を得る

ことが困難な場合等は、下記の様式２に当該箇所を記述し、提出すること。 

・ 公開可能かつ二次利用可能なＥＸＣＥＬ等データが複数ファイルにわたる場合、

１つのフォルダに格納した上で納入すること。 

※各データのファイル名については、調査報告書の図表名等と整合をとること。 

※ＥＸＣＥＬ等データは、オープンデータとして公開されることを前提とし、

経済産業省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を含まないものとする

こと。 

    ※調査報告書電子媒体の具体的な作成方法の確認及び様式１・様式２のダウン

ロードは、下記 URL から行うこと。 

     http://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html 

※その他、【参考】委託調査報告書電子媒体の作成方法（受託事業者向け）を参

照のこと 
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７．応募手続き 

（１）募集期間 

    募集開始日：令和２年９月７日（月） 

    締切日：令和２年９月２８日（月）１７時必着 

（２）説明会の開催 

開催日時：令和２年９月１１日（金）１０時～１１時 

会場：東北経済産業局３階３F･G 会議室 

説明会への参加を希望する方は、１１．問い合わせへ９月１０日（木）１７時

までにご連絡ください。 

連絡の際は、メールの件名（題名）を必ず「高度な自動走行・MaaS 等の社会実

装に向けた研究開発・実証事業費（東北地域における自動走行・MaaS 等の関連事

例における課題及びニーズ調査）説明会出席登録」とし、本文に「所属組織名」「出

席者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」「電話番号」「ＦＡＸ番号」「E-mail ア

ドレス」を明記願います。 

なお、会場の都合により、説明会への出席につきましては、応募単位毎に２名

まででお願い致します。（複数組織での共同応募を予定されている場合は共同で応

募される複数組織を一応募単位とし、その中から２名までの出席でお願い致しま

す。） 

（３）応募書類 

① 以下の書類を（４）により提出してください。（※メールでは支障が生じる場合

は郵送とすることも可能。） 

・申請書（様式１） 

・企画提案書（様式２） 

・会社概要等が確認できる資料（パンフレット等） 

・競争参加資格審査結果通知書（全省庁統一）の写し又は直近の財務諸表 

・情報管理に関する社内規則等（社内規則がない場合は代わりとなるもの） 

② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択され

た場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１

４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害す

る情報等）を除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。 

  ③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提

案書の作成費用は支給されません。 

  ④ 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、

予算額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であって

も、申請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択

となることがあります。 

（４）応募書類の提出先 
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応募書類はメールにより１１．記載の E-mail アドレスに提出してください。（※

メールでは支障が生じる場合は郵送とすることも可能。） 

※資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の

上、注意して記入してください。 

 

８．審査・採択について 

（１）審査方法 

採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定しま

す。なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施しま

す。 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

①４．の応募資格を満たしているか。 

②提案内容が、１．本事業の目的に合致しているか。 

③事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

④事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が

見られるか。 

⑤本事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

⑥本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとってい

るか。 

⑦コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過

不足無く考慮し、適正な積算が行われているか。 

⑧ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか 

⑨適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、情報

に接することがないか。 

（３）採択結果の決定及び通知について 

採択された申請者については、当局のホームページで公表するとともに、当該

申請者に対しその旨を連絡します。 

 

９．契約について 

採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することにな

ります。なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、経済産業省との協議を

経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、

事業開始となりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合

致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もありますのでご了承くださ

い。 

また、本契約は概算契約となりますので、事業完了後、実績報告書等の提出を

受けてから、証拠書類等による当局の確定検査を経た後の精算払いとなります。
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概算契約書のフォーマットは、以下の当局 HP を参照ください。 

https://www.tohoku.meti.go.jp/kaikei/format.html#itaku 

    なお、契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することが

ありますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがありま

す。また、契約締結後、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が

変動した場合には、変動後の税率により計算した消費税及び地方消費税額を含ん

だ委託金の額を上限とする契約の一部変更を行うこととなります。 

 

１０．経費の計上 

（１）経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取り

まとめに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に従事する者の作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 

会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する

経費（会場借料、機材借料及び茶菓料（お茶代）等） 

謝金 事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム等に

出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協

力当に対する謝金等） 

消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（た

だし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。）の購

入に要する経費 

外注費 受託者が直接実施することができないもの又は適当でないもの

について、他の事業者に外注するために必要な経費（請負契約） 

印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等

の印刷製本に関する経費 

補助職員人件費 事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 

 

事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用され

ることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも

属さないもの 

例） 

  通信運搬費（郵便料、運送料、通信・電話代等）、文献購入
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費等 

Ⅲ．再委託費 

 

発注者（国）との取決めにおいて、受注者が当該事業の一部を他

者に行わせる（委任又は準委任する）ために必要な経費 

Ⅳ．一般管理費 

 

委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要し

た経費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結

時の条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費 

 ※再委託（外注、請負などを含む）をする場合には、委託総額の１／２以下とするこ

と。なお、１／２を超える場合には、契約締結前に当局の指示のもと理由書を作成

すること。契約締結後に再委託比率が１／２を超えることが見込まれる場合につい

ても同様とする。 

その他再委託については、委託契約書に定める必要な手続を執ること。 

 

（２）直接経費として計上できない経費 

 ・建物等施設に関する経費 

 ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、

事務機器等） 

 ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 ・その他事業に関係ない経費 

 

１１．問い合わせ先 

〒９８０－８４０３ 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 

経済産業省 東北経済産業局 自動車・航空機産業室 

担当：兼子、佐々木 

E-mail：thk-jikoushitsu@meti.go.jp 

 

お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できま

せん。 

なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「高度な自動走行・MaaS 等の社

会実装に向けた研究開発・実証事業費（東北地域における自動走行・MaaS 等の関連

事例における課題及びニーズ調査）」としてください。他の件名（題名）ではお問い

合わせに回答できない場合があります。 

以上 
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（様式１） 

受付番号 

※記載不要 
 

東北経済産業局 御中 

 

 

令和２年度「高度な自動走行・MaaS 等の社会実装に向けた研究開発・実証事業（東北地

域における自動走行・MaaS 等の関連事例における課題及びニーズ調査）」申請書 

 

 

申
請
者 

企業・団体名  

代表者役職・氏名  

所在地  

連
絡
担
当
窓
口 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号 

（代表・直通） 
 

Ｅ－ｍａｉｌ  
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（様式２） 

受付番号 

※記載不要 
 

 

令和２年度「高度な自動走行・MaaS 等の社会実装に向けた研究開発・実証事業（東北地

域における自動走行・MaaS 等の関連事例における課題及びニーズ調査）」企画提案書 

 

１．事業の実施方法 

＊募集要領の２．事業内容の項目ごとに、具体的な実施方法及び内容を記載してください。 

＊本事業の成果を高めるための具体的な提案を記載してください。 

 

 

 

２．実施スケジュール（１．の実施が月別に分かること） 

 

 

 

 

３．事業実績 

類似事業の実績 

・事業名、事業概要、実施年度、発注者等（自主事業の場合はその旨） 

 

４．実施体制 

＊各業務従事者の氏名、所属、役職、業務経験、その他略歴 

＊外注、再委託を予定しているのであればその内容 

５．情報管理体制 

＊受託者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名、住所、生年月

日、所属部署、役職等がわかる「情報取扱者名簿」を契約時に提出することを確約すること。

（様式３にて提示） 

 

６．ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況 

＊女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業。労働時間

等の働き方に係る基準は満たすことが必要。）、次世代育成支援対策推進法に基づく認定（く

るみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）又は青少年の雇用の促進等に関する法律に基

づく認定（ユースエール認定企業）の状況 

＊女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限

る。）の策定状況（常時雇用する労働者の数が 300 人以下の事業主に限る。） 
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７．事業費総額（千円）※記載している費目は例示。募集要領１０．（１）経費の区分に応じ

て必要経費を記載すること。 

Ⅰ 人件費 

Ⅱ 事業費 

①旅費 

②会場費 

③謝金 

④補助職員人件費 

Ⅲ 再委託費 

Ⅳ 一般管理費 

小計 

Ⅳ 消費税及び地方消費税 

総額               千円（※総額は委託予定額の上限内に収めて下さい。） 
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（様式３） 

情報取扱者名簿及び情報管理体制図 

①情報取扱者名簿 

 

氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 

パスポート

番号及び国

籍（※４） 

情報管理責

任者（※１） 

Ａ       

情報取扱管

理者（※２） 

Ｂ       

Ｃ       

業務従事者

（※３） 

Ｄ       

Ｅ       

再委託先 Ｆ       

（※１）受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。 

（※２）本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管

理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※３）本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※４）日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者（入管特例法の「特別永住者」を除く。）

以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。 

（※５）住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担

当課室から求められた場合は速やかに提出すること。 

②情報管理体制図 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【情報管理体制図に記載すべき事項】 

・本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。（再委託先も含む。） 

・本事業の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 

 

情報取扱者 


