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令和４年３月１６日 

 

令和４年度事業計画 

 

 

Ⅰ 自動車運送事業を取り巻く経済・社会情勢  

 

１ 我が国の経済・社会情勢 

 

令和３年度の我が国の経済は、一昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大

が続き、さらに、海外で発生した感染力の強い変異型のウイルス（デルタ株）が我が国

に流入したことから、昨年４月２５日から東京都等に新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づく３回目の緊急事態宣言が発令された。この緊急事態宣言は６月２０日まで

に順次解除されたが、東京オリンピック、パラリンピックの開会を前にして、デルタ株

ウイルスが首都圏から各地に広がり、４回目の緊急事態宣言が７月１２日に東京都に発

令されたのを皮切りに、８月には２１都道府県に対象地域が拡大された。緊急事態宣言

期間中に開催された東京オリンピック（７月２３日～８月８日）・パラリンピック（８

月２４日～９月５日）は、ほぼすべての競技が無観客で行われ、また、政府より国民に

対し、再び不要不急の外出の自粛、飲食店を中心とした営業自粛や時間短縮などが要請

されたことから、デルタ株の爆発的感染拡大は、我が国経済にとって２年続きの大きな

打撃となった。 

昨年１２月２３日に閣議決定された「令和４年度の経済見通しと経済財政運営の基本

的態度」によれば、令和４年度の実質国内総生産（実質ＧＤＰ）成長率は３．２％程度、

名目国内総生産（名目ＧＤＰ）成長率は３．６％程度、消費者物価（総合）は０．９％

程度の上昇と見込まれている。 

令和４年度の我が国経済は、新たに変異したオミクロン株の感染状況に大きく左右さ

れるほか、台湾問題や人権問題をめぐる米中の対立激化、そして、新型コロナウイルス

の３回目のワクチン接種が順調に進むかにも影響されることから、引き続き予断を許さ

ない状況が続くものと思われる。 

  このような状況の中で、昨年１０月に就任した岸田総理大臣は、所信表明演説で「２

０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、温暖化対策を成長につなげる、クリーン

エネルギー戦略を策定し、強力に推進いたします。」と表明し、菅前内閣が策定した「２

０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」をさらに進めることとなった。 

昨年６月に公表されたグリーン成長戦略の改訂版においては、夏までに検討とされて

いた商用車について、「８トン以下の小型車について、２０３０年までに、新車販売で

電動車*1 ２０～３０％、２０４０年までに、新車販売で、電動車と合成燃料等の脱炭素 

 

 *1 「電動車」：電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、ハイ

ブリッド自動車(HV)をいう。 

> 
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燃料の利用に適した車両で合わせて１００％を目指し、車両の導入やインフラ整備の促

進等の包括的な措置を講じる。８トン超の大型車については、貨物・旅客事業等の商用

用途に適する電動車の開発・利用促進に向けた技術実証を進めつつ、２０２０年代に 

５,０００台の先行導入を目指すとともに、水素や合成燃料等の価格低減に向けた技術開

発・普及の取組の進捗も踏まえ、２０３０年までに、２０４０年の電動車の普及目標を

設定する。」とされ、商用車の脱炭素化のロードマップが示された。 

これを受けて、国土交通省では「国土交通グリーンチャレンジ」を７月に策定し、

「事業用のバス・トラック・タクシー等への次世代自動車*2 の普及促進を図る。」との

施策が公表され, 政府のグリーンイノベーション基金を活用した貨物・旅客事業での電

動車の利用促進のための実証を検討していくほか、燃費規制や税制優遇、地域交通グリ

ーン化事業による導入補助などの施策を講じていくとともに、大型車分野の脱炭素化に

向けた調査研究を産学官連携の下で推進していくこととされたところである。  

地球環境問題をめぐっては、新型コロナウイルスの感染拡大により１年延期された国

連気象変動枠組条約第２６回締約国会議（ＣＯＰ２６）が、昨年１１月に英国グラスゴ

ーで開催され、岸田総理大臣は、ＣＯＰ２６世界リーダーズサミットで「「２０５０年

カーボンニュートラル」。日本は、これを、新たに策定した長期戦略の下、実現し

てまいります。２０３０年度に、温室効果ガスを、２０１３年度比で４６％削減す

ることを目指し、さらに、５０％の高みに向け挑戦を続けていくことをお約束いた

します。（中略）日本は、世界の必需品である自動車のカーボンニュートラルの実

現に向け、あらゆる技術の選択肢を追及してまいります。２兆円のグリーンイノベ

ーション基金を活用し、電気自動車普及の鍵を握る次世代電池・モーターや水素、

合成燃料の開発を進めます。」と表明した。 

また、全体会議では、全ての国に対して、排出削減対策が講じられていない石炭火力

発電の低減及び非効率な化石燃料補助金からのフェーズ・アウトを含む努力を加速する

こと、先進国に対して、２０２５年までに途上国の適応支援のための資金を２０１９年

比で最低２倍にすることを求める内容が決定された。決定文書の交渉に当たり、我が国

からは、パリ協定の１．５度努力目標の追求は、国際社会が一致団結して取り組まなけ

ればならない課題であり、全締約国に取組を求めることが必要であること等が提案され

た。 

世界の状況を見れば、欧州委員会はハイブリッド車も含むガソリン車を２０３５年に販

売禁止とする方針を打ち出した。 

また、米国においては、バイデン大統領が２０２１年８月に、２０３０年までに販売

される新車（乗用車と小型トラック）の５０％以上をＥＶ（バッテリー式電気自動車と

プラグインハイブリッド車）と燃料電池車とする大統領令に署名し、さらに、中国は、

２０３５年には新車販売で通常のガソリンエンジン車をすべてＨＶにすることを目

指し、また、ＥＶやプラグインハイブリッド車、燃料電池車などが含まれるＮＥＶ

（新エネルギー車）についても、新車販売で５０％以上占めるようにすると表明し

ている。 

http://www.asahi.com/topics/word/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89%E8%BB%8A.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E7%87%83%E6%96%99%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E8%BB%8A.html
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２ 自動車運送事業をめぐる情勢 

 

国内の貨物自動車運送事業の昨年度の動向を見ると、特別積み合わせ貨物の輸送量は、

新型コロナウイルスの感染拡大により貨物輸送量が大幅に落ち込んだ一昨年度に比べ、

昨年１月から１１月までの合計で対前年比４．８％の増加となっており、回復が見られ

る。また、宅配便の取扱個数は、同じく対前年比４．２％の増加となっており、宅配貨

物の需要は引き続き好調に推移している。 

 長年自動車運送事業の経営を圧迫してきた原油価格は、令和元年９月から米国が原油

の純輸出国に転じたこともあり、令和元年は比較的落ち着いた１年であったが、一昨年

は新型コロナウイルスの世界的感染拡大による各国の景気後退を背景として、原油価格

が急激に下落し、その後、経済活動再開の動きが始まったことから、原油価格は上昇に

転じた。 

しかしながら感染の再拡大による景気回復の遅れが懸念され、原油価格の変動に目が

離せない状況が続くものと考えられる。 

また、ＣＮＧ・ＬＮＧ車で使用する天然ガスは、将来カーボンニュートラル燃料への

代替が期待されており、メタネーションや二酸化炭素の固定化・再利用の技術開発が注

目される。 

さらに、天然ガスは石油と比べて地政学的リスクも相対的に低く、化石燃料の中で温

室効果ガスの排出が最も少ない優れた燃料である。しかし、欧州では冬季のエネルギー

需要ピーク期に、エネルギーの需給逼迫と価格高騰が顕在化し、また、アジアでは天然

ガスの需要が高まっており、新たな「エネルギー危機」が懸念されている。 

交通安全の確保は、自動車運送事業者が取り組まなければならない喫緊の課題であ

る。 

国土交通省の事業用自動車総合安全プラン２０２５（令和３～７年度）においては、

新たに、重傷者数２，１２０人以下の削減目標を定めるとともに、２４時間死者数２２

５人以下、バス、タクシーの乗客死者数ゼロ、人身事故件数１６,５００件以下、飲酒運

転ゼロの目標を掲げている。また、各業態の特徴的な事故に対する削減目標が新設され

た。 

 

*2「次世代自動車」：電動車のほか、クリーンディーゼル自動車、CNG自動車等を含む。 
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Ⅱ 令和４年度事業計画の具体的内容   

 

以上のような自動車運送事業を取り巻く経済・社会情勢を踏まえ、当機構では、引き

続き「運輸に用いられるエネルギーの多様化」を目指すとともに、ＳＤＧｓの取組み

（No.７エネルギーをみんなにそしてクリーンに、No.１３気候変動に具体的な対策を）

や、「２０５０年カーボンニュートラル」の実現に向けて貢献できるよう、令和４年度

の具体的な事業を以下の通り展開していくこととする。 

  

１ 環境優良車の普及促進 

 

２０５０年の運輸部門におけるカーボンニュートラル実現の方策として、２０３５年ま

でに、乗用車新車販売で電動車１００％を実現する方針を打ち出す一方、『商用車につい

ても、８トン以下の小型車について、２０３０年までに、新車販売で電動車２０～３０％、

２０４０年までに、新車販売で、電動車と合成燃料等の脱炭素燃料の利用に適した車両で

合わせて１００％を目指し、車両の導入やインフラ整備の促進等の包括的な措置を講じる。

８トン超の大型車については、貨物・旅客事業等の商用用途に適する電動車の開発・利用

促進に向けた技術実証を進めつつ、２０２０年代に５,０００台の先行導入を目指すとと

もに、水素や合成燃料等の価格 低減に向けた技術開発・普及の取組の進捗も踏まえ、２

０３０年までに、２０４０年の電動車の普及目標を設定する』こととされている。 

また、昨年７月に発表された「国土交通省グリーンチャレンジ」では、事業用のバス・

トラック・タクシー等への次世代自動車の普及促進を図る。とされている。 

自動車のカーボンニュートラル実現のためには、車両や燃料のイノベーションの成果と

してＣＯ２の抜本的な削減が期待されるが、乗用車に比べ、商用車、特に大型トラックで

は「排出ガス削減のために大きな技術進歩が必要」（ＩＥＡ ”Net Zero by 2050”） と

され、時間も要するものと思われる。したがって、カーボンニュートラルに至るまでの移

行（トランジション）期間において、あらゆる技術の選択肢を追求することにより、段階

的・漸進的にＣＯ２を削減していくアプローチが不可欠である。 

これらの状況を踏まえて、当機構が主として対象としている商用車における環境優良車

の普及については、以下のとおり進めていくこととする。 

 

(1) 自動車運送事業者のニーズに応じた環境優良車の普及促進 

 

 当機構がこれまでに実施した調査研究事業における知見や、電動化、燃料のカーボン

フリーなどのカーボンニュートラルの方策に関しての技術動向、政策動向の調査（後述

Ｐ１３～）結果を基に、自動車運送事業者ごとの輸送形態やニーズに応じた最適な環境

優良車の導入や使い方の提案を行うことにより、環境優良車の普及促進を図る。 

  

(2) 補助制度等を活用した環境優良車導入に対する支援 
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 令和４年度予算案に計上されている国土交通省の地域交通のグリーン化に向けた次世

代自動車普及促進事業（以下「地域交通グリーン化・次世代車補助事業」という。）、

環境省の環境配慮型トラック・バス導入加速事業、（公社）全日本トラック協会の環境

対応車導入促進助成事業等の補助金、助成金等を活用して、当機構の公益リース制度に

より、自動車運送事業者に対する環境優良車の普及促進を支援していく。 

地域交通グリーン化・次世代車補助事業については、当機構の公益リース制度を利用

しないトラック事業者に対しても、当機構を経由して行っている補助申請について、申

請内容のチェック等申請事務への支援を適切に行う。 

さらに、今後の補助金申請においては、積極的に jGrants（各種の補助金申請を行える政府

の電子申請システム）等の電子申請化に対応していくとともに、令和５年１月から実施が予定され

ている自動車検査証の電子化に、適切に対応していく。 

 

(3) 環境優良車の種別ごとの普及促進方針 

 

① ハイブリッド自動車の普及促進 

地域交通グリーン化・次世代自動車補助事業や、環境配慮型トラック・バス導

入加速事業による補助制度、自治体、関連団体の補助・助成制度を活用して、ハ

イブリッド自動車の普及促進を図る。 

 

② ＣＮＧトラックの普及促進 

中・小型ＣＮＧトラックについては、地域交通グリーン化・次世代車補助事業

等を活用して、ＣＮＧトラックの環境性能の優位性について情報提供を行いつつ、

普及促進の支援を行う。 

また、大型ＣＮＧトラックについては、環境配慮型トラック・バス導入加速事

業を活用した普及促進を行う。 

このため、国、（公社）全日本トラック協会、（一社）日本ガス協会、ガス事

業者及び自動車メーカーと連携し、自動車運送事業者等への大型ＣＮＧトラック

普及に向けた情報発信を行っていく。 

なお、ＣＮＧトラックについてはカーボンニュートラル燃料（e-gasなど）の普

及が期待され、カーボンニュートラルに対する重要な技術と考えられることから、

技術動向等を注視していく。 

 

③ ＬＮＧトラックの普及促進 

電動化が困難な大型トラックでは、ＣＮＧトラックの弱点である航続距離を長

くする技術としてＬＮＧトラックが有望である。ＣＮＧトラック同様にカーボン

ニュートラル燃料の普及が期待されることから、重要な技術と考えられる。 

当機構では２０１６年度から環境省補助事業により実施された大型ＬＮＧトラ

ック開発調査、ＬＮＧスタンド設計・調査事業に参画した。環境省補助事業が終
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了した２０１９年度以降も東京－大阪間にて大型ＬＮＧトラックの運行継続を行

ってきた。 

この大型ＬＮＧトラックが、大手自動車メーカー（以下、本項において「メー

カー」という。）より２０２１年１０月に発表、発売されたので、引き続きメー

カーと協力し、環境配慮型トラック・バス導入加速事業を活用した普及促進を行

う。 

 また、ＬＮＧトラックの普及には、政策への位置づけや車両へのＬＮＧ供給が

課題であり、国の支援が重要となるので、メーカーと協力して国への働きかけな

どを継続していく。 

      

④ 電気自動車の普及促進 

 国土交通省、東京都からの電気バスに関する受託事業で得られた知見を活かし、

自動車運送事業者が電気自動車の導入を計画するなどの場合に、導入車両に求め

られる車両スペック（電池容量）、事業所や営業所における充電設備等の仕様、

電気トラックの導入に伴う運行管理、車両管理等について調査・研究を行い、その結果を

基に自動車運送事業者に対してコンサルティングを行う体制を構築し、導入支援を行うこ

ととする。 

 また、宅配トラック事業者がラストワンマイル輸送用として期待している小型

電気トラックや軽電気トラック、充電設備などについて、国の補助制度を活用し

つつ、当機構の公益リースを提案する。 

 その際には、車両のメンテナンスを伴うリースについても、提案が可能か検討を行うこ

ととする。 

   

(4)普及啓発活動 

 

①  普及説明会等の開催、関係者間の連携強化 

自動車運送事業者等に対し、国、（公社）全日本トラック協会等の環境優良車に

対する補助・助成制度の概要、当該制度の要件、申請手続き等について、普及説明

会を開催する。これらの補助制度等に係る申請手続きに遺漏なきを期すため、申請

者等に対するきめ細やかな指導・助言等を行う。 

行政、自動車運送事業者、自動車メーカー、燃料供給事業者等の関係者と協調・

連携して、イベント、セミナー等を開催し、又はこれに積極的に参加する。 

普及に向けた各種広報媒体を制作するほか、あらゆる機会を通じて情報交換、意

見交換等を行うことにより、関係者間の緊密な連携と情報・認識の共有化・一体感

の醸成に取り組む。 

 

② 環境優良車普及講演会の開催 

２０５０年カーボンニュートラルに向けた今後の取り組みのため、最新の情報を
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自動車運送事業者に提供し、その理解の増進を図る必要がある。そのため、行政、

自動車メーカー、燃料供給事業者及び自動車運送事業者等の関係者の協力を得て、

２０５０年カーボンニュートラルに関する開発状況、実証実験結果等の国内外の動

向等を主たる内容として、環境優良車講演会を開催する。 

 

③ 天然ガストラック普及推進協議会の運営 

平成２６年より当機構が事務局となって開催している天然ガストラック普及推進

協議会を引き続き開催し、関係者間での情報交換や具体的普及方策の検討等を行う。 

 

２ 環境・省エネ機器等を活用した輸送の省エネ化・効率化 

 

 (1) 環境・省エネ機器等の普及促進 

 

① 車両動態管理システムの普及活動 

令和４年度予算案に計上されている国土交通省・経済産業省連携事業であるトラ

ック輸送における省エネ化推進事業による補助制度を活用し、メモリ型のＥＭＳを

採用している自動車運送事業者に対し、クラウド型（通信式）を用いた車両動態管

理システムを推奨するなど、自動車運送事業者に対し当機構の公益リース事業によ

る車両動態管理システム等の導入を後押しする。 

また、補助事業では事業の実施後にデータ収集及びそれによる補助事業の効果測

定が求められているため、自動車運送事業者がデータ収集を円滑にできるよう支援

する。 

 

② その他環境・省エネ機器等の普及活動 

国や関連団体等の補助、助成制度を活用した環境・省エネ機器、その他関連する   

機器・装置について当機構の公益リースを活用した普及等に取り組む。 

 

③ 普及説明会の開催 

トラック輸送における省エネ化推進事業の概要及び補助申請手続、並びに各種環

境・省エネ機器の普及促進等を主たる内容とする自動車運送事業者等への普及説

明会を開催する。 

  

(2) エコドライブの推進 

自動車運送事業者のＣＯ２削減を目的とし、エコドライブの支援を行う。 

 

①  内燃エンジン搭載車のエコドライブの推進 

現在行っているエコドライブ総合診断事業は、自動車に専用の計測機を装着し

計測した使用実態データを元に、ドライバーのエコドライブを総合的に診断する
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ものであるが、ドライバーのエコドライブの知識は近年浸透しており、見直しが

必要になってきている。 

令和３年度から行ってきたアンケート調査の結果や事業者ヒアリングの分析に

よれば、当機構にて普及を進めているＥＭＳ機器により計測される使用実態デー

タが十分に活用できていないとの事業者の声があることから、令和４年度はＥＭ

Ｓ機器とデータの活用を念頭に、エコドライブを支援する方策を構築し提案して

いく。 

 

② 電気自動車のエコドライブ方策に関する検討 

今後、普及が見込まれる電気トラック・バス等の電気自動車については、エコ

ドライブの方策が異なると思われることから、内燃機関とモーターの特性の違い

などを明確にしつつ、最適なエコドライブ運転手法について検討する。 

現在のエコドライブは内燃機関自動車を前提とした内容であるが、電気自動車

を前提としたエコドライブについては関係機関などと意見交換を行いながら検討

を行う。 

 

③ エコドライブに関する情報の提供 

ＬＥＶＯニュースやメルマガなどを活用し、自動車運送事業者に対して、エコド

ライブに関する情報提供を行う。 

  

３ コンサルティング事業の強化  

 

近年、自働車環境問題は、自動車が排出するＮＯx やＰＭなどの排出ガス問題から、

温室効果ガス、特にＣＯ２等の排出削減問題へと変遷している。特にトラック・バス

などの大型商用車は、ＣＯ２等の排出量が多く、その削減は喫緊の課題である。 

このため、自動車運送事業者を対象にＣＯ２削減に関連したコンサルティングの提

案が行える体制を強化する。令和４年度は、新たな事業に対応するため、将来を見据

えた事業者ニーズの調査、ニーズに対応可能なコンサルティングの検討、関係府省、

他の研究機関と連携した体制づくりを進める。 

 

(1) ＣＯ２排出量の算定支援 

     自動車運送事業者に対するＣＯ２排出量の算定方法を検討し、「ＣＯ２の見え

る化」を支援する。現時点ではＣＯ２排出量の算定ニーズは高くないと思われる

が、欧州が先導し、金融機関が主体となり新たなＣＯ２算定の概念、方法などの

ルール検討が始まっている。それらの方向性によっては自動車運送事業者の経営

に大きな影響を与えることが想定される。 

まず、国内におけるＣＯ２排出量算定のルール作りの状況と社会動向を正確に

把握する。（公社）全日本トラック協会などと相談しながら、必要に応じて運輸
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業界の実情にあうように提案、要望を行っていく。 

最終的には、ＣＯ２削減の取組と合わせたコンサルティング事業とすることを目

標とする。 

 

(2) エコドライブコンサルティング （既出 Ｐ７） 

 

(3)  電気自動車の車両運用に合わせた充電管理によるエネルギーマネジメント 

令和２年度、３年度に実施した電気バスの導入調査の結果、電気自動車の大規

模導入を想定した場合、車両の運用を考慮した充電管理とそれに適した充電、電

力設備の導入が必要なことが明確となった。現時点では導入台数が少ないため大

きな問題とはなっていないが、大規模導入を想定したハード選定（車両、充電、

電力設備）とエネルギーマネージメント（運用、充電管理）を提案できる知見と

体制を整える。 

 

４ 交通安全対策の推進 

 

 (1) 交通安全に係る機器の普及促進 

 

① 自動車安全機器の普及促進 

国土交通省の事故防止対策支援推進事業のうち、デジタル式運行記録計等の導入

に対する支援、過労運転防止のための先進機器の導入支援の補助金を活用して、引

き続き、自動車運送事業者に対するデジタル式運行記録計、ドライブレコーダ、過

労状態を測定する機器及びヘルスケア機器等の自動車の交通安全機器の普及促進を

図る。 

 

  ② 貨物自動車用ドライブレコーダ選定事業 

都道府県トラック協会の助成事業を支援するため、ガイドラインに基づき貨物自

動車用ドライブレコーダの選定を行う。 

 

③  貨物自動車用安全装置等選定事業 

（公社）全日本トラック協会の安全装置等導入促進助成事業を支援するため、事

業用トラックの安全に資する装置である後方視野確認支援装置、側方視野確認支

援装置、呼気吹込み式アルコールインターロック及びＩＴ機器を活用した遠隔地

で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器についてガイドラインに基づき選

定を行う。 

また、（公社）全日本トラック協会のアイドリングストップ支援機器導入促進

助成事業を支援するため、エアヒーター及び車載バッテリー式冷房装置について

ガイドラインに基づき選定を行う。 
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あわせて、都道府県トラック協会の助成事業を支援するため、デジタル式運行

記録計等ＥＭＳ基準に定めるエコドライブの実践に効果のあるＥＭＳ用車載器に

ついてガイドラインに基づき選定を行う。 

 

 (2) ＳＡＳスクリーニング検査事業に対する支援や健康起因性疾患による事故対応の取

組 

 

① ＳＡＳスクリーニング検査事業に対する支援 

自動車運送事業の運転者等に対するＳＡＳのスクリーニング検査事業を実施する

（一財）運輸・交通ＳＡＳ対策支援センターに対し、広報等引き続き所要の支援を

行う。 

 

②  その他の健康起因性疾患による事故対応の取組 

関心の高まっている健康起因性疾患による事故防止対策について、健康管理、過

労運転防止に効果が期待出来る機器の情報収集を行うとともに、その活用の可能性

や導入条件等の検討及び必要に応じそのための実証実験等を実施するなど、新たな

健康管理機器システムがあれば、その導入への取組を支援する。 

 

５ 低炭素型ディーゼルトラックの普及促進及び社会変革と物流・交通脱炭素化を同時実

現する先進技術導入促進に係る補助金の執行 

 

 (1) 低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業の推進 

 

① 令和４年度事業への参画 

当機構は、平成２６年度より３年間、環境省・国土交通省連携事業である環境対

応型ディーゼルトラック補助事業、平成２９年度より２年間低炭素型ディーゼルト

ラック普及加速化事業、令和元年度より２年間は、天然ガストラックを補助対象に

加えた低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業（以下「低炭素型ディーゼル

車等普及事業」という。）、令和３年度は、天然ガストラックを環境配慮型トラッ

ク・バス導入加速事業に移管した低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業（以

下「低炭素型ディーゼル車普及事業」という。）の、それぞれ補助金の執行団体と

して、環境性能・燃費性能に優れたディーゼルトラック等の普及を図ってきた。こ

の結果、トラック輸送の低炭素化に大きく貢献することができた。 

令和４年度の予算案に計上された「低炭素型ディーゼル車普及事業」の執行団体

に応募した結果、補助金執行団体に採択されたことから、その執行に万全を期すた

め、新型コロナウイルスの感染状況に注意しつつ、適切な方法による事業説明会の

開催、ホームページを活用した申請書の作成方法や質疑応答集の公開等により事業

の利用の周知を図る。また、当機構がこれまで培った知見を活用し、個々の申請者
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へのきめ細やかな対応、指導・監督に努めることとする。なお、補助金執行業務に

おける電子申請を推進するため jGrants 等の電子申請化に、積極的に対応していくとと

もに、令和５年１月から実施が予定されている自動車検査証の電子化に、適切に対応して

いく。(既出Ｐ５) 

 

② 令和２年度事業、令和３年度事業のフォローアップ 

低炭素型ディーゼル車等普及事業では、そのフォローアップのため、補助年度及

びその後１年間の燃費データの収集・分析及びエコドライブ実施が義務付けられて

いることから、令和２年度事業、令和３年度事業の補助対象となった車両の燃費情

報等の収集・分析を適切に行う。 

 

③ 情報発信 

低炭素型ディーゼル車普及事業は、燃費性能に優れた最新のディーゼルトラック

の普及を加速化することによって、トラックから排出されるＣＯ２を削減するもの

であり、更なる普及を図るためには、その効果を明らかにして自動車運送事業者は

じめ広く一般に広報する必要がある。このため、これまでの補助事業を通して得ら

れたＣＯ２削減効果実績をとりまとめるとともに、所管府省と連携し、種々の機会

を通して情報発信する。 

 

(2)  社会変革と物流・交通脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業の推進 

 

① 令和４年度事業への参画 

当機構は、平成２８年度より４年間、環境省・国土交通省連携事業である物流分

野におけるＣＯ２削減対策促進事業（以下「物流ＣＯ２削減促進事業」という。）

を、令和２年度から物流ＣＯ２削減促進事業に代わって「社会変革と物流脱炭素化

を同時実現する先進技術導入促進事業（以下「社会変革と物流脱炭素化促進事業」

という。）」が新たに創設され、２年間その補助金執行団体として事業を執行した

ところである。 

令和４年度の公募対象事業一覧に計上された「社会変革と物流・交通脱炭素化

促進事業」の執行団体に応募した結果、補助金執行団体に採択されたことから、

その執行に万全を期すため、新型コロナウイルスの感染状況に注意しつつ、適切

な方法による事業説明会の開催、ホームページを活用した質疑応答集の公開等に

より事業の周知を図る。また、当機構がこれまで培った知見を活用し、個々の申

請者へのきめ細やかな対応、指導・監督に努めることとする。また、補助金執行

業務における jGrants等の電子申請化に、積極的に対応していく。 

 

②  事業実施状況の確認 

平成２８年度から令和元年度に補助金の交付を行った物流ＣＯ２削減促進事業
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及び令和２年度、令和３年度に補助金の交付を行った社会変革と物流脱炭素化促

進事業について、事業実施状況を確認する。 

申請時計画に満たない事業については、環境省等と協議し適切な措置を講じる。 

 

６ 調査研究事業の推進及び情報発信 

 

 (1) 調査研究事業の推進 

 

① 国際共同研究への参加及び調査・情報収集 

ア  国際エネルギー機関（ＩＥＡ）における国際共同研究への参加 

当機構は、日本国政府の指定機関としてＩＥＡの自動車用先進燃料に関する技

術連携プログラム（以下「ＡＭＦ ＴＣＰ」という。）に参加している。令和４年

度も引き続きその活動に参加し、（国研）産業技術総合研究所、（独）自動車技

術総合機構交通安全環境研究所とも協力しながら、国際共同研究を推進する。 

ＡＭＦ ＴＣＰは、２０５０年のカーボンニュートラル実現に向け、水素、バイ

オ燃料などの他のＴＣＰと連携しつつ航空機及び船舶の燃料も調査の対象に広げ

ており、自動車以外の分野の動向も注視すると同時に必要な情報を関係機関に提

供する。 

 

イ 海外事情に係る調査・情報収集 

ＡＭＦ ＴＣＰの執行委員会への参加の機会等を利用し、各国の環境優良車等の

技術動向、普及状況及び施策並びに自動車用カーボンニュートラル燃料、国際的

なエネルギー供給の動向、政策等に関する調査・情報収集を行う。 

特に、電気自動車、燃料電池自動車、ＬＮＧ車等の環境優良車の動向並びに水

素燃料の動向、これを普及させるための環境整備、自動車の低燃費、低排出ガス

となる使い方及び環境・安全に係る機器･装置等に係る情報その他の海外事情等に

ついて、調査及び情報収集に努める｡ 

また、今後は運輸部門全体でカーボンニュートラル燃料が利用される見込みで

あり、これら燃料の自動車、航空機及び船舶など各分野内での動向にも注目し情

報収集する。 

 

② 各種補助事業における燃費、ＣＯ２排出量分析調査等 

低炭素型ディーゼル車等普及事業、トラック輸送における省エネ化推進事業等の

補助事業において、補助金執行団体又は補助対象事業者として、その効果分析等の

ためのデータ収集・分析を的確に行う｡ 

 

③ 電動化技術、自動運転技術等の最新技術の動向把握 

最近、急速に関心の高まっている電動化技術、自動運転技術等の最新の技術開発、
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普及動向に注目し、必要に応じ、これらに係る関係者の行うセミナー、検討会、実

証事業等にも積極的に参画、協力するなど、その情報収集に努める。 

 

④ 先進的な安全機器の導入促進のための情報収集 

自動車の自動運転技術、その他の最新の交通安全技術の動向について情報収集を

行う。近年、自動車分野でもＩＴ技術を活用した先進的な技術開発や自動車運送事

業への活用への関心が高まりを見せつつあり、あらゆる機会を通して自動車運送事

業者へ先進的な技術情報の提供を行う。 

 

⑤ ２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた電気・水素の技術開発動向調査 

将来、電気自動車や燃料電池自動車の燃料として期待される電気や水素燃料等に

ついて、電動車への施策や電動車の技術開発動向とともに、あらゆる機会を通して

自動車運送事業者へ先進的な技術情報の提供を行う。 

 

⑥ ２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた代替燃料の技術開発動向調査 

将来カーボンニュートラル燃料への代替が期待される天然ガスや合成燃料等につ

いて、メタネーションや二酸化炭素の固定化・再利用の技術開発に注目し、２０５

０年カーボンニュートラルの実現に向けた代替燃料の技術開発動向について、関連

する団体と連携して調査を行い、自動車運送事業者を始め広く情報の提供を行う。 

 

⑦ その他の調査研究事業 

国、地方公共団体、関係団体等が行う自動車の環境・安全対策等に関する調査

研究、実証実験等に伴うデータの分析調査、環境・安全機器・装置に係る調査・

研究等について、受託の機会が得られるよう努力するとともに、自主的な調査・

研究も行うこととする。 

 

⑧ コンサルティング能力の向上 

調査研究やデータ収集・分析の実施を通じて、２０５０年カーボンニュートラ

ル実現に貢献できることを目指し、自動車運送事業者ごとの輸送形態やニーズに

応じた最適な環境優良車の導入や使い方を提案できるコンサルティング能力の向

上に努める。（既出 Ｐ８） 

     

 (2) 情報発信 

    

① 当機構主催による講演会の企画・開催（既出 Ｐ７） 

 

② 地方公共団体等の主催するイベント・講演会その他の環境対策啓発活動への参画 

国、地方公共団体、公益法人等で設置している環境優良車の普及促進等を目的と
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した協議会に参加するとともに、これらの者が実施する講習会、展示会、セミナー

等に積極的に参加し、環境優良車普及の重要性、エコドライブの必要性・有用性、

環境・省エネ・安全機器の効果等について、関係者はもちろん、広く一般に対する

啓発活動を行う。 

 

③ 自動車運送事業者等への情報発信 

国際共同研究の成果、ＡＭＦ ＴＣＰからのニュースレター、執行委員会参加の

機会に得られた海外事情等に係る情報については、機関誌（ニュースＬＥＶＯ）、

メールマガジン等を活用するなどして、自動車運送事業者及びその団体、地方自治

体その他関係者に積極的に情報発信していく。 

低炭素型ディーゼル車普及事業、社会変革と物流・交通脱炭素化促進事業その他

各種補助事業等の公募要領等を作成し、自動車・機器メーカー、自動車運送事業者

及び関係者等に配布・周知し、申請事務等の円滑化を図る。 

情報の効果的、効率的な活用に向け、当機構のホームページ、機関誌及びメール

マガジン等の充実を図るとともに、環境優良車及び環境・省エネ機器の有効性等に

ついて、専門紙、業界紙等への情報提供・掲載を行い、自動車運送事業者その他関

係者等の理解増進に努める。 

 

④ 一般向け情報発信 

ア 自動車環境講座の開催 

受講を希望する自動車運送事業者又は学校、自治体、関係団体等を主な対象

として、平成２２年度より行っている自動車環境講座では、自動車の環境問題に

ついて、啓発活動を行うとともに、各種調査研究活動で得られた成果を活用し、

同講座の内容の充実とＰＲに努める。 

 

イ 講演会等での発表、専門紙掲載等 

調査研究事業の成果を、講演会等で発表するとともに、専門紙、業界紙、機

関誌、メールマガジン等に掲載するなど、各種媒体において情報発信を行う。 

また、各種イベント等において、環境優良車や自動車運送事業者のＣＯ２削

減その他の環境対策への取組について、特に荷主や一般向けのＰＲ活動を強化

するなど、より一層の情報発信とその充実・強化に努める。 

 

ウ 環境優良車、環境・省エネ機器等の普及に係る資料の作成・配布 

環境優良車、エコドライブ等の普及促進の為のパンフレット、リーフレット

等を作成し、関係者等に広く配布するとともに、パネル等を制作し各種イベント

を通じて普及啓発に努める。 
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７ 事業運営の充実、強化等 

 

(1) 環境優良車、環境安全機器等の公益リース事業及びコンサルティング事業の充

実・強化及び適正な運営 

 

① カーボンニュートラルに向けた事業の充実・強化 

「２０５０年カーボンニュートラル」に向けて、自動車のカーボンニュートラル

の実現に貢献するため、技術動向や政策動向にアンテナを高くし、情報発信、コン

サルティング事業、環境優良車や環境安全機器の公益リース事業の充実・強化を図

る。 

その際、運送事業者のニーズをきめ細かく把握するため、関係府省と連携しつつ、

計画的・定期的にアンケート調査を実施するとともに、顧客との対話を常時継続す

る。 

把握したニーズを踏まえ、不断に業務改善を重ねるとともに、環境優良車及び環

境安全機器について、新規需要を含む一層の普及促進を図る。 

 

②  公益リース事業の適正な運営 

令和５年１月から実施が予定されている自動車検査証の電子化に、適切に対応してい

く（既出 P５）とともに、債権管理システムを活用して、リース債権を適正に管理する。 

 

③ 事業運営の効率化、合理化  

事業運営全般にわたって、より一層のコスト縮減等、その効率化・合理化に努め

る。特に、環境優良車及び車両動態管理システム等のより一層の普及を図るため、

関係先への働きかけを行う等により、公益リース事業に充当する資金の調達コスト

の引き下げを目指す。 

  

(2) 補助事業の適正な執行体制の整備・効率化  

 

「低炭素ディーゼル車普及事業」及び「社会変革と物流・交通脱炭素化促進事業」

の補助金執行団体に採択されたことから、適正な執行と資金管理に万全を期すとと

もに、２つの補助金執行グループの組織を統合することにより、審査業務の効率化

を図る。 

 

(3) 新型コロナウイルス感染防止への対応 

 

危機管理と安定的事業継続を図る観点から、役職員の新型コロナウイルス感染を

防止するため、時差出勤、在宅勤務等の感染防止対策を感染終息まで実施するとと

もに、行政から感染防止への協力依頼がなされた場合には、適切に対応する。 


