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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（次

世代型モビリティサービス実装推進事業）」に係る企画競争募集要領 

 

令和２年９月１４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（次世代型モビリティサービス実装推進事業）」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。 

  一方、東北地域ではマイカー依存度が高い高齢ドライバーが多く、今後高齢者の

免許返納等に伴いマイカーの役割が縮小すると思われる。地域の公共交通の維持が
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難しくなる中で、限られたリソースを効率的に活用するため、モビリティと他のサ

ービスを同時に提供できる地域 MaaS の創出が求められている。 

  また、地域 MaaS の実現には、モビリティサービス体制の構築とともに、近年の

CASE等による自動車産業の環境変化へ対応可能な次世代自動車の検討を同時に行う

必要がある。次世代自動車に係る産業創出は、東北地域における新たなものづくり

を生み出し、東北の基幹産業である自動車産業のさらなる展開を期待するものであ

る。 

本事業では、東北地域における MaaS 実証を通し、事業性向上・社会的受容性向上

のポイント、地域経済への影響、制度的課題等を整理することを通じ、地域モビリ

ティを維持し、地域経済の活性化を実現するための事業環境整備や東北地域におけ

る新しいモビリティサービスの社会実装を促進していくとともに、東北地域の新た

な自動車産業創出の可能性を検討することを目的とする。 

 

２．事業内容 

（１）実証実験 

  東北地域において、「移動課題の解決」による「地域活性化」が期待できるモビリ

ティサービスの実証実験を実施すること。 

実証実験を実施するに当たっては、東北地域の企業が参画したサービスモデルと

し、東北のものづくり産業に裨益するような実証事業とすること。 

実証の実施体制は、大手企業のみならず、自治体や中小企業、大学など、可能な

限り東北地域の機関と連携した体制とすること。 

また、検証するサービスモデルの収益性を明らかにするとともに、実証地域以外

の地域に適用した際の検証も行い、横展開の可能性についても調査すること。 

 

実証実験を実施するに当たっての評価ポイントを以下に示す。 

＜評価ポイント＞ 

（A）異業種との連携による収益活用・付加価値創出 

観光や不動産等の異業種との連携により、複合サービスの一部としてモビリテ

ィサービスが持続可能となることを目指す取組 

（B）他の移動との重ね掛けによる効率化 

物流、介護送迎、通院・通学等地域に存在する移動アセットを重ね合わせ効率

的に利用することで、モビリティサービスの収益性を高める取組 

（C）モビリティでのサービス提供 

商業・医療・行政サービス等の維持が困難な地域において、そうしたサービス

自体をモビリティ上で移動させ、提供することで、住民がサービスを享受できる

ようになることを目指す取組 

（D）アプリ・システム等の活用による効率化 

アプリやシステム等を活用した位置情報伝達の効率化や関連データの可視化及
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びインセンティブ付与等による需要側の行動変容を促す取組 

（E）地域 MaaS 創出に向けた次世代自動車の活用 

新しいモビリティサービスに対応した車両の活用による自動車マーケットの可

能性を検討し、東北地域におけるものづくり産業への波及を目指す取組 

 

（２）報告書の作成 

  以下の内容をまとめた報告書を作成すること。 

  ①実証実験の結果を整理し、利用者にどのような付加価値を提供できるのか、ま

た、地域の社会課題に対してどのように解決に貢献できるかを考察し、ロード

マップにまとめる。 

  ②実証実験地域の新しいモビリティサービスの事業性向上、ものづくり産業を含

む地域への経済波及効果、社会実装を迅速に進める上での制度的課題の抽出を

行う。 

 

（３）実証実験の成果発表 

   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、実施した実証実験の成果を発表すること。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。 

 

３．事業実施期間 

   契約締結日～令和３年３月３１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。 
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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：１，４００万円を上限とします。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）成果物の納入：事業報告書の電子媒体１部を当局に納入。 

          ※ 電子媒体を納入する際、当局が指定するファイル形式に加え、

透明テキストファイル付ＰＤＦファイルに変換した電子媒体

も併せて納入。 

（５）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。 

（６）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．応募手続き 

（１）募集期間 

    募集開始日：令和２年９月１４日（月） 

    締切日：令和２年１０月５日（月）１７時必着 

（２）説明会の開催 

開催日時：令和２年９月１８日（金）１４時～１５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、１０．問い合わせへ９月１７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（次世代型モビリティサービス実装推進事

業）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
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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。 

・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１４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 

応募書類はメールにより１０．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。 

 

７．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。 
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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。 

 

８．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、当局との協議を経

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。 

    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。 

 

９．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） 
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（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 

 

１０．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（次世代型モビリティサービス実装推進

事業）」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・実証事業費 

（次世代型モビリティサービス実装推進事業）」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・実証事業費 

（次世代型モビリティサービス実装推進事業）」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」（様式３）を契約時に提出することを確約

すること。なお、提案書提出時には、本欄について以下を参考に記載のこと。 

 

（記載例） 

・情報管理に関する社内規則等を別添のとおり提出します。 

・契約時に情報管理者名簿及び情報管理体制図（様式３）を提出します。 

 

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
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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。） 

 

 

７．事業費総額（千円）※記載している費目は例示。募集要領９．（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 


