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令和３年度事業報告書 

 

 

Ⅰ 令和３年度の我が国の経済・社会情勢と自動車運送事業を取り巻く諸情勢 

 

１ 令和３年度の我が国の経済・社会情勢 

令和３年度の我が国の経済は、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２

度の緊急事態宣言が発令され、緊急事態宣言期間中に開催された東京オリンピック・パ

ラリンピックは、ほぼすべての競技が無観客で行われることとなった。また、政府より

国民に対し、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、新型コロナ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。 

そして、２月にはロシア軍がロシア系住民保護を名目として、突然ウクライナに侵攻

し、阻止しようとするウクライナ軍との間で激しい戦闘が続いている。日本も含めた西

側諸国は、ロシアからの石油、天然ガスの輸入制限を含めた厳しい経済制裁をロシアに

科しており、エネルギー供給のひっ迫や世界経済への大きな打撃が予想される。 

本年１月１７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３年度の実質国内総生産（実質ＧＤＰ）成長率は２．６％程度、

名目国内総生産（名目ＧＤＰ）成長率は１．７％程度、消費者物価（総合）は△０．

１％程度の下落と見込まれている。 

令和４年度の我が国経済は、次々と変異型が発生する新型コロナウイルスの感染状況

に大きく左右されるほか、ロシアのウクライナ侵攻を契機とした世界的な原油価格の高

騰、さらに、東アジアに目を転じると、米中で対立が激化する台湾情勢や新疆ウイグル

自治区での人権問題、北朝鮮の弾道ミサイル実験の再開など、東アジアでも情勢は緊迫

の度合いを高めつつあり、我が国経済への影響は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、菅前内閣が策定した

「２０５０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。 

地球環境問題をめぐっては、国連気象変動枠組条約第２６回締約国会議（ＣＯＰ２

６）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」の実現と、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約束する。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求する。」と表明した。（関連資料２～３ページ） 

このような状況の中で、各国の自動車に対する環境規制の強化の動きを受けて、欧

州、米国、中国の自動車メーカーの電動化への動きは加速化しており、英国ではガソリ
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ン車とディーゼル車の販売を２０３０年までに、ドイツではＥＵ内での内燃機関を持つ

自動車の販売を同じく２０３０年までに、フランスでもガソリン車とディーゼル車の販

売を２０４０年までに、それぞれ禁止すると発表している。 

また、米国においては、カリフォルニア州で新しく販売される乗用車と小型トラック

をすべてＺＥＶにすることを目標とし、さらに、中国においては、２０３５年を目途に

新車で販売するすべての自動車を環境対応車（電気自動車等５０％、ガソリンハイブリ

ッド車５０%）にする方針を打ち出した。 

我が国でも、「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 改訂版」

において、「商用車については、８トン以下の小型の車について、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トン超の大型の車については、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、２

０２０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。」こととされた。 

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」を昨年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、事業用自動車について、電動車にクリーンディーゼル自動

車、ＣＮＧ自動車等を加えた次世代自動車を普及促進していくこととされた。（関連資

料６～８ページ） 

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。 

 

 

 

 

 

 

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、新型コロナウィルスの感染拡

大による在宅勤務をはじめとした働き方の変化や eコマースの進展により、貨物自動車

運送事業においては、宅配貨物の取扱個数が対前年比３．８％と一昨年に引き続き増加

するとともに、特別積み合わせ貨物の輸送量も、一昨年度の対前年比１．９％減少から

４．５％増と回復している。 

*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。 

> 

 
*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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長年自動車運送事業の経営を圧迫してきた原油価格は、一昨年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、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

急激に下落した。その後、ＯＰＥＣプラスが協調減産をおおむね現状維持とし、サウジ

アラビアが日量１００万バレルの自主減産を行うとしたことを受けて原油価格が上昇し

た。 

さらに中国上海のロックダウンやイランの核協議の停滞、ロシアのウクライナへの侵

攻などから、原油価格の変動には目が離せない状況が続くものと考えられる。 

 

３ 自動車のエネルギー問題をめぐる諸情勢 

自動車のカーボンニュートラルに向けて、燃料のカーボンニュートラル化が進みつ

つある。 

天然ガス分野では、水素と回収したＣＯ２から合成される合成メタン（メタネーシ

ョン）の技術開発がガス事業者により進められている。天然ガスから合成メタンへの

燃料転換を行うにあたり、再エネ・水素の確保、大量生産技術確立、生産コスト低減

などの課題があり、これらの検討が進んでいる。 

水素の分野では、今年６月に改定されたグリーン成長戦略において、カーボンニュー

トラルを目指すに当たり、 商用車を含む各種モビリティの普及も見据えた水素ステー

ションに関する新たな政府目標 （２０３０年１,０００基）が設定された。今後、Ｆ

ＣＶ及び水素ステーションの事業自立化に向け今後の水素ステーション政策の動向が

注目される。（関連資料１２～１４ページ） 
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Ⅱ 令和３年度の具体的な事業実施状況 

 

１ 環境優良車の普及促進 

 

当機構では、「２０５０年カーボンニュートラル」と「運輸に用いられるエネルギー

の多様化」の実現に貢献するため、国の補助制度等を活用しつつ、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に努めた。 

 

（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 

 

令和３年度においては、カーボンニュートラルの目標は示されたものの、商用車の次

世代自動車のラインナップは十分ではない。また、国内の自動車製作者から次世代自動

車の市場への投入が発表されたが詳細は不明であった。 

自動車運送事業者に対し、次世代自動車の導入意向についてアンケート調査を実施し

たところ、次世代自動車への関心は高く、車両が安価であるか、補助金が充実すれば導

入の意向があることが確認できた。 

このため、当機構において「次世代商用車」に係る施策、国の補助金等、各社の取組

状況、市場への投入計画等について、協力を得てとりまとめ、YouTubeを利用し情報発

信を２月に行った。(後述 Ｐ１２) 

 

（２） 補助制度等を活用した環境優良車導入に対する支援 

 

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、当機構のリース事業(以下「公益リース」という。)により普及促

進に努めた。(公益リースの実績はＰ９及びＰ１０に掲載) 

また、次世代自動車と通常の自動車の価格の差が大きい段階では、補助金の充実が重

要である。 

補助制度の現状について、ＣＯ２排出量に着目してみると、我が国のＣＯ２排出量の

８％強を自家用乗用車が、７％強をトラック・バスが占め、大差がない一方で、トラッ

ク・バスに対する補助金額は乗用車に比べ大きく下回っており、充実の余地がある。さ

らに、１台あたりのＣＯ２排出量では、物流の主役である営業用トラックが最も多く、

補助の重点化が効果的である。また、宅配は近年増加傾向にあり、軽ＥＶの導入補助に

よるＣＯ２抑制が重要と考えられる。 

これらのことから、国土交通省をはじめとする関係府省に対し、商用車に対する補助

制度の充実・強化について、提言・要望した。（関連資料１８～２１ページ） 
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なお、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を利

用しない貨物自動車運送事業者に対しても申請内容のチェックや申請書の運輸局への提

出等、申請事務への支援を行った。 

 

（３） 環境優良車の種別ごとの普及促進状況 

 

① ハイブリッド自動車の普及促進 

ハイブリッドトラックについて、地域交通グリーン化・次世代車補助事業や自治

体、各種団体の補助・助成金等を活用するとともに、当機構の公益リースにより、

その普及促進を図った。 

 

表１ 地域交通グリーン化・環境対応車補助事業の 

ハイブリッドトラックに対する補助金交付台数の推移 

年 度 H29 H30 R1 R2 R3 

補助金交付台数 845 1,101 1,021 840 785 

 

② ＬＮＧトラックの市場実装の推進 

大型トラックは、電動化や既存のＣＯ２排出低減技術を利用することが困難であ

り、Ｃ０２排出削減のために大きな技術進歩が必要とされ、時間も要することか

ら、カーボンニュートラルに至るまでの移行期間において、既存の技術を活用し

て、着実にＣＯ２を削減していくアプローチが不可欠である。 

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了した２０１９年度以降も、開発した大手自動車メーカー

（以下、本項において「メーカー」という。）とともに、貨物自動車運送事業者の

協力のもと、東京－大阪間にて大型ＬＮＧトラックの運行を継続しており、この運

行から得られたデータを分析したところ、同等クラスのディーゼルトラックに比べ

てＣＯ２排出量が１０％減少し、経済性にも優れていると考えられる。 

この実証実験の結果も反映して、メーカーより大型ＬＮＧトラックの量産車が２

０２１年１０月に発表、発売され、国の環境優良車の補助メニューに新たな選択肢

が追加された。航続距離は１,０００㎞以上、燃料充填時間はディーゼル車並みとさ

れている。 

大型ＬＮＧトラックの普及には国の支援が重要となるので、国土交通省をはじめ

とする関係府省に対し、実証実験の結果について報告・情報共有するとともに、政

策への位置づけや普及に対する支援の充実・強化について要望した。（関連資料１

８～２１ページ） 

なお、今後の大型ＬＮＧトラックの普及のためには、車両へのＬＮＧ供給が課題

である。 
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２０２１年１０月末に京浜トラックターミナルのＬＮＧスタンドが閉鎖され、ス

タンドが大阪南港１か所となったため、大型ＬＮＧトラックは大阪圏のみでの運行

となっている。 

一方、小型可搬式ＬＮＧ充填設備の実証事業（環境省補助事業）が、北海道にお

いて、大手商社を中心に自動車メーカーやトラック事業者も参加して進められてい

る。事業化や本州への展開も期待されることから今後の動きが注目される。同社と

意見交換を行っており、今後も連携していく。 

 

③ ＣＮＧトラックの普及促進 

地域交通グリーン化・環境対応車補助事業、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、引き続き中小型ＣＮＧトラックの普及促進を図った。 

しかし、充填スタンドがピーク時の３００か所超(自家用スタンドを除く)から１

８０か所まで減少したこと、また、ディーゼルトラックが逐次改良が重ねられ環境

性能が向上したのに対して、ＣＮＧトラックは改良がおこなわれておらず、ＣＮＧ

トラック普及のネックとなっている。 

 

表２ 地域交通グリーン化・次世代車補助事業の 

中小型ＣＮＧトラック補助金交付台数の推移 

年 度 H29 H30 R1 R2 R3 

補助金交付台数 339 181 151 186 17 

 

表３ 大型ＣＮＧトラック補助金交付台数の推移 

年 度 H29 H30 R1 R2 R3 

環境省 補助金  4  3  1  1  0 

国土交通省 補助金 0  1  0 0 0 

 

 

④ 電気自動車の普及促進 

電気バスについては、東京都交通局より、前年度に続き令和３年度もＥＶバス導

入調査業務を受託し、都営バスのＺＥＶ化に向けて、営業所ごとの電気バスや充電

器の導入可能台数のほか、イニシャルコストおよびランニングコスト等を調査し東

京都交通局に報告した。報告においては、夜間充電と日中充電を用いたエネルギー

マネジメントにより、イニシャルコスト、ランニングコストの削減が可能であるこ

とを、参考例を示して提案した。 

今後、事業用トラック、バスでは車両の大量導入を行う場合には電力基本料金の

増額や充電設備の大量導入、電力インフラの増設による費用負担の増加などの課題

が発生することが想定される。車両の大量導入に向けた課題の解決のため、充電方

法の構築などのエネルギーマネジメントに加えて電力設備容量、充電器出力や設置
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場所等について、本調査により総合的な検討に関する知見を得る事ができ、電気自

動車の普及促進に向けたコンサルティングのノウハウの蓄積が進んだ。 

電気トラックについては、大手貨物自動車運送事業者が電気トラックを導入する

ケースを想定し、導入に向けて国及び自治体の補助制度を把握しつつ、事業者及び

メーカーと協議を重ねた。また、ファイナンスリースだけではなくメンテナンスリ

ースでの導入支援を検討している。 

 

⑤ その他の環境優良車の普及促進 

水素・燃料電池トラックの技術動向を注視しつつ、情報を収集した。 

 

（４） 低炭素型ディーゼルトラックの普及促進（後述 Ｐ１８  ） 

 

 

（５） 普及啓発活動等 

 

① 天然ガストラック普及推進協議会の運営  

令和３年度についても、新型コロナウイルス感染症の影響により開催を見合わせ

た。 

 

② 普及説明会等の開催・関係者間の連携強化 

令和３年度は「トラック、バス事業者に対する補助・助成事業説明及びカーボン

ニュートラルに向けた今後の取組等について」と題して、国土交通省、環境省の担

当官、（公社）全日本トラック協会、（公財）日本自動車輸送技術協会、(一社）日

本ガス協会の協力を得て、補助制度、助成制度の概要説明について、動画配信によ

り６月１日から７日まで開催した。 

なお、プログラムは以下のとおり。 

 

『令和３年度 トラック、バス事業者に対する補助・助成事業説明及び 

カーボンニュートラルに向けた今後の取組等について』に係る説明会の 

プログラム 

 

・国土交通省 自動車局 貨物課 

「貨物運送事業者への補助概要について」 

 

・国土交通省 自動車局 技術・環境政策課 

「地域交通グリーン化事業について」 

 

・環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 

「環境省の二酸化炭素削減の取組について 
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・公益社団法人全日本トラック協会 

「環境対策に係る助成事業の概要について」 

 

・公益財団法人日本自動車輸送技術協会 

「環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業について」 

 

・一般社団法人日本ガス協会 

「ガス業界の天然ガス自動車支援制度について」  

 

・一般財団法人環境優良車普及構 

「環境機器・環境対応車等普及事業の補助金を活用した事業について」 

「カーボンニュートラル実現のための LEVOによるトラック事業者、バス事業 

者への支援策について」 

 

③ 環境優良車普及講演会の開催 

電動車、燃料電池自動車等の次世代商用車について、関係者に対し次世代商用車

の導入の普及促進の動機付けを図るとともに、自動車運送事業者等が次世代商用車

を適切に導入するための一助とするため、国土交通省、環境省、（公社）全日本ト

ラック協会、（公社）日本バス協会の後援を得て、早稲田大学 大聖泰弘名誉教授

（次世代自動車研究機構研究所顧問）を招き基調講演を、国土交通省、環境省から

も講演をいただくとともに、次世代商用車を販売している自動車メーカー等の協力

を得て、次世代商用車に関する国の取組施策、技術開発動向を主たる内容とした

「次世代商用車に関わる最近の動向について」と題した環境優良車普及講演会を、

２月２１日から３月２日まで動画配信により開催した。また、動画配信に切り替え

たことにより、従来の会場での開催に比べ、約 1,４００名（従来は約１００名）の

方に視聴をいただき、幅広い関係者に周知することが可能となった。  

なお、プログラムは以下のとおり。 

 

《第３回》 『次世代商用車に関わる最近の動向について』 

 

【基調講演】 

・早稲田大学名誉教授（次世代自動車研究機構研究所顧問） 大聖 泰弘 

「次世代商用車に関わる最近の動向について」 

 

【講演：講演議題など】 

・国土交通省 自動車局 技術・環境政策課 課長 

「次世代商用車の補助金など普及施策等について」 
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・環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 自動車環境戦略企画官 

「カーボンニュートラル、次世代自動車に係る施策等について」 

 

・いすゞ自動車株式会社 

「カーボンニュートラル、次世代商用車への方針・開発状況」 

 

 ・日野自動車株式会社 

「カーボンニュートラル、次世代商用車への方針や開発状況等について」 

  

・三菱ふそうトラック・バス株式会社 

「三菱ふそう/カーボンニュートラル、次世代商用車への方針や開発状況等 

について」 

  

・ＵＤトラックス株式会社 

「物流の効率化に貢献する次世代大型トラック」 

 

・三菱自動車工業株式会社 

「三菱自動車におけるカーボンニュートラル商用車を中心に」 

 

・ビーワイディージャパン株式会社（ＢＹＤ） 

「日本における中国系自動車メーカーの歩み」 

 

④ 協議会等への参加 

・（公財）交通エコロジー・モビリティ財団 

「エコドライブ普及推進協議会」WEB開催         令和３年１０月８日 

・交通エコモ財団「令和３年度エコドライブシンポジウム」 

                                令和３年１１月２６日 

・ (一社）日本物流団体連合会「物流環境対策委員会」 

第１回「物流分野における低炭素・脱炭素化推進に向けた情報交換会」 

令和３年９月９日 

第２回「物流分野における低炭素・脱炭素化推進に向けた情報交換会」 

令和４年２月４日 

第３回「物流分野における低炭素・脱炭素化推進に向けた情報交換会」 

令和４年３月８日 

当機構より、「物流分野における低炭素・脱炭素に向けた取り組み」と題し、 

国の補助制度について紹介した。 

・国土交通省近畿運輸局「交通・環境セミナー」WEB開催 

令和４年２月２４日 
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・国土交通省自動車局安全・技術基準課「カーボンニュートラル勉強会」WEB   

開催 

令和４年３月１０日（後述 Ｐ２４ ） 

 

⑤ その他のイベント等 

地方トラック協会で開催される環境関係イベント等については、主催者から新

型コロナウイルス感染症の影響により中止とする旨の連絡があったため、参加を

取りやめた。 

 

 

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等の普及促進 

経済産業省・国土交通省のトラック輸送の省エネ化推進事業に参画し、「車両動

態管理システムの導入（ＥＭＳ）」、荷主等の「予約受付システム等の導入」の

支援を行った。 

当該事業は、荷主との連携を要件に、トラック事業者の車両動態管理システム

と荷主の予約受付システムの導入を支援し、当該システムを活用したトラック事

業者と荷主との共同による輸送の効率化の実証を行うものであり、トラック事業

者のＣＯ２削減を図ることができる事業であるとから、一層の普及促進を図るこ

ととした。 

なお、令和３年度は、補助対象機器（ＥＭＳ）については、トラックの運行中

にデータ通信により位置情報その他連携に必要な情報の送受信を行うことができ

る車載器（クラウド型車載器）のみとなり、合わせて補助率が１／２以内とされ

公募が開始されたが申請者が多数となったため、補助額が減額された。 

当機構は、貨物自動車運送事業者の省エネ活動を支援するため、公益リースを

活用し、事業者を共同申請者として当該事業に積極的に参加した。 

また、当該システムの導入を積極的に推進するため、令和３年度の事業では、

以前に当機構のリースを活用した運送事業者に対して、クラウド型車載器のメリ

ットなどを案内するとともに、合わせて、車載器の販売・取付を行っている販売

事業者に対しても、当機構の公益リース制度について改めて周知した結果、公益

リース契約数で対前年度比３９％の増加を達成した。 

本補助制度においては補助事業実施後の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ことから、当機構の公益リースを利用した貨物自動車

運送事業者に対しては、報告に必要なデータの収集方法を周知するとともに、収

集したデータの欠落の有無等の確認を行い、申請者に代わって補助事業執行団体

への報告等を行うなど万全を期した。 
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 表４ 環境・省エネ機器の普及台数（公益リース取扱台数）の推移 

 

 

 

 

      令和３年度の詳細実績は、Ｐ２８ 表１２に再掲 

 

② その他環境機器・安全機器等の普及活動 

国土交通省の補助金を活用した環境・安全機器のリースについては、貸切旅客自

動車運送事業者 1社から、１６台の公益リース利用の申請があり、国土交通省に対

して補助金の申請を行い補助金の交付を受けた。(Ｐ１７ 表５に再掲) 

また、補助金の交付を受けない安全機器（デジタル式運行記録計、ドライブレコ

ーダ等）の一般リースの利用については、１０事業者、７７台の利用があった。

（Ｐ２８ 表１２掲載） 

 

③ 普及説明会の開催 

環境機器・安全機器等の補助金の公募開始にあたり対象機器を取り扱う販売事業

者に対して、補助事業の概要及び公益リースを利用した申請手続等を主たる内容と

する普及説明会を行うこととしていたが、新型コロナウイルス感染防止を図るため

令和３年度は一同に会しての説明会は開催に代えて、補助金の執行団体、国交省な

どからの情報収集を行うとともに関係資料等を添えてメール・電話等の利用により

案内を行うなど、関係者への周知を図った。 

 

（２） エコドライブの推進 

 

① 内燃エンジン搭載車のエコドライブの推進 

エコドライブ総合診断や講習会の勧誘ならびにエコドライブに関連した情報発信

ついて、これまでにホームページや広報誌（ニュースＬＥＶＯ）等を利用して情報

発信を実施してきた。 

令和３年度においては、環境省から補助金の執行実施機関として指定されている

ことから、環境省の了解のもとに申請書類に添付されているエコドライブの実施状

況等を把握するため、「令和２年度の低炭素ディーゼルトラック普及加速化事業」

に申請のあった自動車運送事業者のうち従業員が５０名以上の事業者を対象にエコ

ドライブの実施に係るアンケートを実施し、ＣＯ２排出量の把握状況、エコドライ

ブの実施における課題、次世代商用車の導入などについての課題等について把握を

行った。（関連資料２８ページ） 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

車載器 5,208 3,054 3,400 2,585 2,638 3,673 

事務所機器 191 120 97 112 93 132 
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また、アンケートをいただいた自動車運送事業者から、さらに事業者の選定を行

ったうえ訪問し、事業者のエコドライブの実施の現状についてさらなる詳細な調査

を行った。 

この結果、ＣＯ2削減にはエコドライブの実施が有効であることは認識している

ものの、他の運送事業者が運転者に対しどのように取り組んで良いのか知りたい。

ＥＭＳ機器データが有効に活用できていない。ことなどを悩んでいることが判明し

た。 

このため、自動車運送事業者のＣＯ２削減に取り組む際のエコドライブの実施に

対して、測定機器としてＥＭＳ機器の活用が有効であることを再度認識していただ

くために、エコドライブの高度化のコンサルティング提案を行うこととした。そし

て、ＥＭＳ機器やテレマティクス機器により取得したデータを積極的に活用するデ

ータの活用サポート(以下「エコドライブデータ活用サポート」という。)について

検討を行った。 

 

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、早稲田大学に、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を委託

し、「電気バス電費改善のための速度変化パターン最適化計算ならびに実車による

検証」と題した学術論文を自動車技術会に投稿した。 

電気自動車のエコドライブ手法については、引き続き、電気自動車を前提とした

エコドライブについて、関係機関等と意見交換を行いながら更なる検討を行う。 

 

 

３ 交通安全対策の推進 

 

当機構で推進しているエコドライブは、急加速、急ブレーキなどを避けた安全運

転につながり、交通事故の防止にも資するものである。 

これに加え、当機構では、以下のとおり自動車安全機器の普及に取り組んだ。 

 

（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 

国土交通省の自動車運送事業の事故防止対策支援推進事業のうち、過労運転防止

のための先進的な取組に対する支援、運行管理の高度化に対する支援の補助金の活

用によるデジタル式運行記録計等の普及促進を図った。この結果、以下のとおり、

貸切旅客自動車運送事業者から公益リースの利用があった。 
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表５ 自動車安全機器の普及台数（公益リース取扱台数） 

 事業者数 台数 

過労運転の防止 1 16 

    計 1 16 

 

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ドライブレコーダ助成事業を支援するため、平成２３  

年度に策定した貨物自動車用ドライブレコーダ選定ガイドラインに基づき、引き続

き、助成対象機器選定作業を実施した。令和３年度は、１８社２９型式を選定し

た。 

 

表６ 貨物自動車用ドライブレコーダの選定数の推移 

年   度 H29 H30 R1 R2 R3 

簡易型 11 16 14 13 10 

標準型 6 2 5 1 7 

運行管理連携型 9 6 16 6 12 

スマートフォン活用型 0 0 0 0 0 

合  計 26 24 35 20 29 

 

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要請を受けて、（公社）全日本トラック協会の策

定した貨物自動車用安全装置等の選定ガイドラインをもとに、貨物自動車用安全装

置等の選定を行った。 

令和３年度は、１９社３６型式を選定した。 

 

表７ 貨物自動車用安全装置等の選定数の推移 

年  度 R2 R3 

選定事業者数 15 19 

選定数 35 36 

 

 

（２） ＳＡＳスクリーニング検査事業に対する支援の取組 

 

自動車運送事業の運転者等に対するＳＡＳ（睡眠時無呼吸症候群）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、専門

紙等への事業ＰＲを実施するなど、同センターの事業遂行の円滑化に協力した。 
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４ 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３年度事業への参画 

低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業は、従前の環境対応型ディーゼル

車補助事業に引き続き、特に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、ディーゼルトラックから排出されるＣＯ２を削減しよう

とするものである。 

平成２９年度から補助対象となるディーゼルトラックをより燃費性能に優れたも

のに限定する一方、古い車両の廃車を伴わない増車であっても補助対象とする（補

助率は異なる）など、その普及加速化のための制度の充実・強化が図られた。 

当機構は、環境省に対して補助金執行団体の応募を行った結果、令和３年度執行

団体として指定されたことから申請者へのきめ細やかな対応、指導・監督に努め

た。 

なお、事業の実施にあたり申請のあった運送事業者に補助金を有効に活用してい

ただくため、公募の開始にあたりあらかじめ予算の残額が２割程度に達した段階

で、当日以降は申込み順による審査を行うことはせず、当日から令和４年１月３１

日までに申込みのあったすべての交付申請を対象に受付のみを行うこととし、予算

の残額を超える申請があった場合には、初めて申請を行う事業者を優先して抽選を

行う旨あらかじめ周知したうえで実施した。 

この結果、申請額の累計額が予算額を超える申請がなかっためため、申請のあっ

たすべての運送事業者に補助金を交付した。 

なお、令和３年度の申請の傾向は、大型車の申請台数が減少（令和２年度比  

△２９６台）したものの、中型車、小型車の申請台数の落ち込みは見られなかっ

た。その理由としては、在宅勤務の実施による配送便の利用の増加、コンビニ利用

による配送便の増加等への対応等の要因が考えられる。 

また、廃車を伴う申請については、申請台数の３．５%であり、２年度の５．３%

から減少した。 

さらに、一昨年度から申請者利便の向上のため、デジタル庁の運営する補助金の

電子申請システム「ｊGｒａｎｔｓ」を含めた電子申請を強力に推進しており、令和

３年度は、新たに「電子メール利用」による申請方式を追加した。この結果、電子

メールの利用による申請は「２,８１２台」の申請があり、ｊGｒａｎｔｓ利用によ

る申請「１７８台」の申請（一昨年度は３台）と合わせて、２,９９０台と全申請台

数（７,４２４台）のうち約４０％が電子申請によるものとなった。 

また、令和３年度の予算額（２９．６５億円）に対して、事業費（運送事業者等

に交付する補助金）の執行率は９５．４％と、ほぼ全額執行した一方、事務費（業
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務執行のための経費）については、事務の効率化により当初予算の７７．８％に抑

えた。 

令和３年３月４日に発覚した日野自動車㈱の排出ガス・燃費性能試験に係る不正

行為については、低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業で補助金を交付対象

型式も昨年度の補助対象車となり、補助金を交付したことから、関係府省及び日野

自動車㈱に対し、補助事業者に負担を求めない対応について、要請を行った。 

 

②  補助事業の執行実績 

令和３年 

2月 9日 環境省へ令和 3年度の執行団体への公募申請 

3月 17日 環境省から公募結果通知（採択） 

4月 1日 環境省から当機構に対して補助金交付決定通知 

（予算額 29億 6,500万円） 

4月 下旬 審査基準作成委員会の開催（メール等を利用し開催） 

5月 28日 貨物自動車運送事業者等への公募要領発表・受付開始 

（1事業者 2台にて受付開始） 

（ＨＰに掲載、運輸専門紙への情報提供） 

   10月 4日 申請台数を見直し、申請台数を 1事業者 2台から 3台に変更して

受付 

 12月 14日 補助金の残額が予算額の 2割程度に達したため、12月 15日から

の申請については審査・交付は行わず、受付締切後に予算の残額

を超えた場合は抽選を行うこととして受付 

令和４年 

1月 31日 申請受付締切 

申請額が予算の残額以内であったことから 12月 15日以降に申請

のあった全ての申請に対して補助金を交付 

3月 10日 申請のあった運送事業者等への補助金交付終了 

3月 31日 事業実績を環境省に報告 

 

③  補助金交付結果 

 

表８ 事業結果 

 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

予算額 29.65億円 29.65億円 29.65億円 29.65億円 29.65億円 

事業費(億円) 約 28.73億円 約 28.64億円 約 28.59億円 約 28.36億円 約 26.99億円 

事業内訳      

補助金交付

事業者数 

3,588社 4,559社 4,779社 4,619社 4，556社 



 

16 

交付台数 5,987台 

[500台] 

6,082台 

[409台] 

6,075台 

[307台] 

7,684台 

[405台] 

7，424台 

[262台] 

 大型

NGV 

－ － 1台 1台 － 

大型 
5,228台 

[438台] 

4,985台 

[354台] 

5,120台 

[264台] 

6,400台 

[372台] 

6，104台 

[234台] 

中型 
377台 

[ 35台] 

925台 

[ 47台] 

715台 

[ 38台] 

654台 

[ 18台] 

689台 

[ 24台] 

小型 
382台 

[ 27台] 

172台 

[  8台] 

239台 

[  5台] 

630台 

[ 15台] 

631台 

[  4台] 

（注)平成 29年度から廃車を伴わない申請も可能となったことから、[ ]は廃車あり

台数(内数)である。 

 

④  過年度補助事業のフォローアップ 

令和２年度事業において補助金の交付を行った事業について、補助事業者からの

事業報告書の提出を受けて、そのとりまとめを行い、環境省に提出した。 

また、令和２年度に補助金の交付を受けた運送事業者に対して、環境省の了解の

もとに、低炭素型ディーゼルトラックの導入に合わせて実施している「エコドライ

ブ等燃費改善取組体制構築・運用状況等」について、現在の取組状況、補助制度に

係る要望等の有無を、従業員５０名以上の運送事業者を対象にアンケート調査を実

施した。 

さらに、アンケートに返答をいただいた運送事業者の中からエコドライブ等燃費

改善取組に効果のあがっていると回答した運送事業者を訪問等の上で、ヒアリング

等を実施し、今後のエコドライブデータ活用サポートの参考資料とするとともに、

アンケート結果等について環境省に報告した。（既出Ｐ１５、詳細はＰ２５にて後

述） 

 

 

（２）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の推進 

 

① 令和３年度事業への参画 

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は、物流の脱炭素

化・低炭素化に資する先進的な設備導入を支援し、物流のＣＯ２排出量削減ととも

に人口減少・高齢化に伴う労働力不足、地域の物流網維持、防災・減災等の課題解

決を図り、社会変革を同時実現しようとするものである。 

例えば、「過疎地域等における無人航空機(ドローン)を活用した物流実用化事

業」では、離島、山間部等の荷量が限られる過疎地域において、ドローン物流によ

りＣＯ２排出量を削減するともに、労働力不足、地域住民の日常生活のニーズ確
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保、災害時の救援物資輸送などの課題解決を目指す取り組みを支援するものであ

る。 

当機構は、平成２８年度から補助金執行団体として物流分野におけるＣＯ２削減

対策促進事業に参画し、令和３年度においても、引き続き本事業の補助金執行団体

として、事業の執行を行った。 

令和３年４月２日～５月１４日を第一次公募期間として、補助事業の公募を行っ

た。 

５月１４日の公募締切後、応募内容について審査を行った。審査に当たっては、

具体的な事業の審査基準及び採点基準を外部有識者等で構成する審査委員会の審議

により定め、これに基づき審査した。その結果、第一次公募では５件について事業

の採択を行った。 

補助申請事業者への交付決定に当たっては、これまで各般の事業で培ったＣＯ２

削減量算定のノウハウを最大限に活用し、関係省庁の指導も仰ぎながら、自立型ゼ

ロエネルギー倉庫モデル促進事業、過疎地域等における無人航空機を活用した物流

実用化事業（計画策定に対する補助、事業実施に対する補助）のＣＯ２削減効果を

評価、検証したうえで、補助金の交付決定を行った。 

また、上記の全事業について第三次公募までの３回公募を行い、また、令和２年

度からの継続事業である３事業の採択を行った。 

第一次公募４件、第二次公募５件、第３次公募５件、令和２年度からの継続事業

１件の合計で１５件に対し、交付決定・額の確定を行い、総事業費約１．９億円を

支出した（予算額４．０億円）。 

なお、予算残額約２．０億円は令和４年度への繰越しが認められている。 

 

②  補助事業の執行実績 

令和３年 

2月 9日 補助事業執行団体公募への応募申請 

3月 19日 補助事業執行団体として採択されたので、補助金交付申請 

4月 1日 当機構へ補助金交付決定(4.0億円) 

4月 12日 交付規程・公募要領の公表、第一次公募 開始 

5月 14日 第一次公募 締切（応募件数：5件） 

6月 22日 第１回審査委員会 Web会議にて採点基準等審議 

6月 30日 第一次公募 採択結果公表 

7月 12日 第二次公募 開始 

8月 5日 第二次公募 締切（応募件数：6件） 

9月 7日 第三次公募 開始 

9月 21日 第二次公募 採択結果公表 

9月 30日 第三次公募 締切（応募件数：7件） 

10月下旬～第二回審査委員会 Web会議にて採点基準定量項目審議 

11月 29日 第三次公募 採択結果公表  
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令和４年 

1月～3月 第一次～第三次公募案件事業完了報告書審査、補助金額の確定 

3月 25日 補助事業者への補助金交付 

 

表９ 事業結果 

補

助

対

象

事

業 

補助対象事業名 合計 
継続 

事業 

一次 

公募 

二次 

公募 

三次 

公募 

１．自立型ゼロエネルギー倉庫モデル

促進事業 
 4 1 2 1  0 

２．過疎地域

等における無

人航空機を活

用した物流実

用化事業 

計画策定に対する補

助のみ 
12 0 3 4  5 

事業実施に対する補

助のみ 
 5 2 0 1  2 

計画策定と事業実施  0 0 0 0  0 

合

計 

応募件数 21 3 5 6  7 

採択件数 18 3 5 5  5 

補助金交付件数 15 1 4 5  5 

補助金交付額（百万円） 142 13 73 34 22 

 

 

③  事業実施状況の確認 

平成３０・令和元・２年度事業において補助金の交付を行った事業について、補

助事業者から事業報告書の提出を受けて、その取りまとめを行い、環境省に提出し

た。 

 

④ 電子申請への対応 

申請者利便の向上のため、電子申請を強力に推進しており、令和３年度は全件で

電子メールによる申請を受理した。 

 

 

 

５ 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 
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当機構が日本国政府の指定機関として参加するＩＥＡの「自動車用先進燃料技術

連携プログラム（以下「ＡＭＦ－ＴＣＰ」という。）」について、令和３年度も引

き続きその執行委員会に参加し、国際共同研究を推進した。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第６１回ＡＭＦ－ＴＣＰ執行委員会は

令和３年５月２日から４日間オンライン会議で開催された。会議では新たな研究と

して、e-fuelに関する共同研究（アネックス）が発足した。また、代替燃料を用

いたエンジンの摩耗に関する調査が検討されるとともに、持続可能な航空燃料(以

下「ＳＡＦ」という。）に関する調査の進捗報告が行われた。 

また、ＩＥＡ－ＡＭＦの今後の実施方針について議論がなされた。 

特に、自動車は電気に大きくシフトする中で今後どのような方針（戦略）で研究

を続けていくのかが議論された。また、各国の代替燃料開発・普及状況に関する取

り組み等をまとめた２０２０年の年間報告書が承認・発行された。 

続いて、第６２回ＡＭＦ－ＴＣＰ執行委員会は、令和３年１１月２日～５日に前

回同様、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンライン会議で開催された。

本執行委員会では、前回執行委員会同様、研究方針について議論がなされた。ま

た、コロナ禍における国際会議の開催方法に関する議論が行われた。 

 

イ 海外事情に係る調査・情報収集 

ＡＭＦ－ＴＣＰにおける共同研究(TASK) や年間報告、ニュースレター等で得ら

れた自動車用先進燃料に関する最近の海外事情についてまとめた。特に、天然ガス

自動車を含む重量車の性能、二酸化炭素を含む排出ガスを調査した共同研究の成果

をまとめた。この他、２０２１年度版ＡＭＦ－ＴＣＰの年間報告書の中のカントリ

ーレポートに記載する記事として、国内のエネルギー消費量や次世代自動車の普及

台数などを調査したレポートを提出した。 

また、国土交通省に対し、ＩＥＡの「Net Zero by 2050: A Roadmap for the 

Global Energy Sector(2050年までのネットゼロ:世界のエネルギー部門のロード

マップ)」の運輸関連部分を翻訳して情報提供（関連資料３５～４０ページ）する

ともに、ＡＭＦ－ＴＣＰで議論されているＳＡＦに関する情報提供も行った。 

 

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トラック普及加速化事業の補助金執行団体として、その効果

分析等のためのデータ収集・分析を行った。７,４２４台の車両に対して、約２７

億円の補助がなされ、導入車両全体の平均では、２０１５年度燃費基準に比べて 

６．３３%の燃費改善が図られ、ＣＯ２排出量は２０１５年度燃費基準で走行した

場合のＣＯ２排出量に比べて３７千トンの削減が図られるとの積算、分析を行い、

所管府省である環境省に報告した。 
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③ 電動化技術、自動運転技術等の最新技術の動向把握 

電気自動車のエコドライブ手法について、早稲田大学に検討を依頼し学術論文を 

自動車技術会に投稿した。電気バスとディーゼルバスの運行に関して、シミュレー

ションモデルを構築し電動大型車両の「動力システム損失」「エネルギー回生」に

係る諸特性、車載機の構成や制御方法について把握しつつ、同車両方式のエコドラ

イブを実現するための運転方法（速度変化パターン）について検討した結果、電気

自動車では、ディーゼル車に比べて加速時の燃費悪化が少ないため、早めに巡行速

度に到達させる方が燃費に有利となった。また、減速時には惰行運転によるエネル

ギー回生によりディーゼル車より燃費が向上することが判明した。電気自動車のエ

コドライブ手法については、関係機関等と意見交換を行いながら更なる検討を行

う。(Ｐ１６の再掲) 

 

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、特に、側方衝突警報

装置に関する保安基準改正について情報収集を行った。 

 

⑤ その他の調査研究事業 

国土交通省が主催するカーボンニュートラル勉強会に参画し、電動車の動向につ

いて議論、提言を行った。 

特に、国、関係団体等が行う自動車の環境対策等に関する調査研究・環境優良車

の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、積極的に対応した。 

また、東京都交通局や全日本トラック協会等から調査事業を受託した。 

 

 

表１０ 令和３年度 受託調査事業一覧  

事  業  名 

ＥＶバス導入検討調査業務委託（東京都交通局） 

営業貨物車によるＣＯ２排出量削減に関する検討（(公社）全日本トラック協会) 

トラック運送事業者用ＣＯ２排出量簡易算定ツールの作成業務（(公社）全日本トラッ

ク協会) 

ドライブレコーダ運転者用カメラの選定基準検討調査((公社）全日本トラック協会) 

 

全ト協が助成対象とする安全装置に係る助成対象機器及び審査基準改正 ((公社）全日

本トラック協会) 

大型ＬＮＧトラックの開発・実証事業 (いすゞ自動車(株)) 
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⑥ コンサルティング能力の向上 

企画調査部と事業部が連携し、自動車運送事業者等の日々のＣＯ２排出量把握や

ＣＯ２排出量削減、車両の導入によるＣＯ２排出量削減を後押しするべく、当機構

のコンサルティング能力の向上を図るための検討を行った。 

ア ＣＯ２排出量把握 

全日本トラック協会と連携し、トラック事業者が直接排出するＣＯ２排出量

（スコープ１）を計算するツールを作成し提供した。また、金融機関での取り組み

が先行している間接的に排出するＣＯ２排出量（スコープ２、スコープ３）につい

ても情報収集を行った。 

 

イ エコドライブによるＣＯ２排出量削減 

環境省の了解のもとに「低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業」の補助事

業者に対し、エコドライブの取り組み状況や課題等についてアンケート調査を実施

し、近年における自動車運送事業者のエコドライブにおける課題を調査した。この

うち、エコドライブによる効果の把握を模索している事業者数件に対して、訪問、

リモート会議による詳細な聞き取り調査を行い、得られた情報からエコドライブに

よるＣＯ２排出削減の向上策について検討を実施し、ＥＭＳ機器やテレマティクス

機器の機能及びそのデータを活用したエコドライブデータ活用サポートとして具体

的なコンサルティング手法の開発を進めた。また、ＥＭＳ機器メーカーから、最新

の機器の機能についての説明を受け、データ活用手法の技術の蓄積を進めた。（既

出Ｐ１５及びＰ２０)  

 

ウ 車両（ＥＶ）の導入によるＣＯ２排出量削減 

事業用トラック、バスの電気自動車の大量導入を行う場合の課題に関する調査を

行った。電気自動車の大量導入を行う場合には電力基本料金の増額や充電設備の大

量導入、電力インフラの増設による費用負担の増加などの課題が発生することが想

定される。車両の大量導入に向けた課題の解決のため、充電方法の構築などのエネ

ルギーマネジメントに加えて電力設備容量、充電器出力や設置場所等について、東

京都交通局のＥＶバス導入調査業務を行ったことにより、総合的な検討に関する知

見を得ることができ、電気自動車の普及促進に向けたコンサルティングのノウハウ

の蓄積が進んだ。（既出Ｐ１０) 
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（２）情報発信 

 

① 当機構主催による講演会の企画・開催 

環境優良車普及講演会では「次世代商用車に関わる最近の動向について」を２月

２１日から３月２日まで動画配信により開催した。 (既出Ｐ１２) 

 

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促進啓発活動への       

参画 

エコドライブ普及推進協議会・（公財）交通エコロジー・モビリティ財団共催で

の「２０２１年度エコドライブシンポジウム～地球と走ろう 環境にやさしいエコド

ライブで～」(１１月２６日開催)に参加し、企業におけるエコドライブの取組の概

要、現状の課題や成果、今後の取り組み等について情報収集を行った。 

また、各種イベント等において、環境優良車やトラック事業者のＣＯ２削減その

他の環境対策への取組について、特に荷主や一般国民向けのＰＲ活動を強化するな

ど、より一層の積極的な情報発信とその充実強化に努めた。 

 

 

③ 自動車運送事業者等への情報発信 

ＬＥＶＯニュースについては、令和３年度に３回発行し、大手運送事業者、LＥＶ

Ｏリースを活用しているＥＭＳ機器導入事業者、同車両導入事業者、販社、メーカ

ーディーラー、関連省庁、地方自治体、関連団体、理事・評議員等に送付した。な

お、主な掲載内容及び発行部数は以下のとおり。 

 

ＬＥＶＯニュース ５月号 

運輸部門における脱炭素に関する施策の動向、主要国の自動車用先進燃

料の動向 等                    ２,８３８部 

ＬＥＶＯニュース １０月号 

宅配事業に特化した電気軽自動車(佐川急便(株)東京本社)、環境機器

EMS導入座談会：前編（共進運輸(株)×(株)テレコム×ＬＥＶＯ）等 

２,９８３部 

ＬＥＶＯニュース １月号 

環境機器 EMS導入座談会：後編、エコドライブ支援機器の開発動向、 

ＬＥＶＯの補助事業等に係る国の令和４年度予算 等   ２,９９５部 

 

メールマガジンについては、令和３年度に１０回発行し、ＩＥＡの国際共同研究

の成果、ＡＭＦ－ＴＣＰからのニュースレター、執行委員会等の機会に得られた海

外事情等に係る情報について、自動車運送事業者及びその団体、地方自治体その他

関係者など延べ１５,４５１名に対し情報提供を行った。 
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また、低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業、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、貨物自動車運送事業者及び関係者等に配布・周知する

ことにより、申請事務等の円滑化を図った。 

更に、当機構のホームページ、機関誌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、業界紙等への情報提供・掲載を行い、関係

者の理解増進に努めた。 

 

④ 一般向け情報発信 

 

ア 自動車環境講座 

令和３年度は、自動車環境講座の開催要請がなかったため開催はされていない

が、要請があれば開催できる準備を進めた。大気汚染、地球温暖化の現状やカーボ

ンニュートラル化に向けた施策などや環境優良車や自動車の燃料の現状及びエコド

ライブの手法等についての最新情報を提供できるよう情報収集を行った。 

 

イ 国際共同研究に関する情報発信 

ＩＥＡ-ＡＭＦの２０２０年 年間報告書より代替燃料の利活用に関する各国の取

り組みなどをメルマガで配信した。 

 

ウ 専門紙掲載、メルマガでの情報発信等 

ＩＥＡ-ＡＭＦが発行するニュースレターの内容を日本語に翻訳し、メルマガで配

信した。 

ＡＭＦ-ＴＣＰの参加各国により執筆、取りまとめられた年間報告書について、主

要国の取り組みを翻訳しメルマガに配信した。(既出) 

 

 

６ 事業運営の適正化、効率化 

 

（１） 環境優良車、環境・省エネ機器等の公益リース事業等の充実・強化及び適正な 

運営 

 

①  公益リース事業の充実・強化 

ア 環境優良車の新規リース台数は４９７台(ＣＮＧトラック１２台 ハイブリット

トラック４８５台)となり、対前年度比５３台の減少であった。このうち、ＣＮＧ

トラックは対前年比１台の減少となり、ハイブリッドトラックは対前年度比５２

台の減少であった。なお、ハイブリッドトラックはメーカーの生産遅延により、

３５台が令和４年度の新規登録にずれ込んでいる。 
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表１１ 環境優良車リースの令和３年度実績 

 新規台数 事業者数 

ＣＮＧトラック 

［公益リース］ 

11 

（13） 

6 

(8) 

ＣＮＧトラック 

［一般リース］ 

1 

（0） 

1 

（0） 

ハイブリッドトラック 

［公益リース］ 

485 

（537） 

1 

（3） 

ハイブリッドトラック 

［一般リース］ 

0 

（0） 

0 

（0） 

［LEVOリース］合 計 
497 

（550） 

8 

（11） 

                    （  ） 内は令和２年度実績  

 

  （参考） 

令和３年度 自社購入ま

たは他社リースの台数※ 

ＣＮＧトラック 5 (173) 

ハイブリッドトラック 300 (302) 

※補助金交付を受けた車両のうち、LEVOリース以外の台数である。 

（  ）内は令和２年度実績 

 

イ 環境・安全機器のリース事業 

  本年度の環境・安全機器リースの実績は、以下の表のとおりである。 

 

表１２ 環境・安全機器リースの令和３年度実績 

 車載器台数 
事業所用 

機器台数 
事業者数 

車両動態管理シス

テム機器 

3,673 

（2,636） 

132 

（93） 

132 

（93） 

安全機器 
16 

  (5) 

1 

（1） 

1 

（1） 

環境・安全機器 

［一般リース］ 

77 

（209） 

10 

（16） 

10 

（16） 

合 計 
3,766 

（2,850） 

143 

（110） 

143 

（110） 

（  ）内は令和２年度実績 
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②  公益リース事業の適正な運営 

事業運営に当たって、一層のコスト縮減等を図る観点から、出張旅費の節減、 

カラーコピーの使用節減等により、経費節減に努めた。 

 

（２） 補助事業の適正な執行体制の整備 

令和３年度も低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業及び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の執行団体に採択されたことから、前年度

と同様に執行組織を維持するとともに、業務繁忙期における他部からの応援要員の確

保、適正な資金管理体制の確保等、補助事業の適正な執行に努めた。 

 

（３） 新型コロナウイルス感染防止の対応 

 

役職員の新型コロナウイルスへの感染は、事業継続にとって大きな支障となること 

から、国土交通省からの協力要請に基づき、毎週２～３日の在宅勤務、勤務時間の短

縮による通勤車内における感染リスクの低減、理事会、評議員会の対面開催から書面

審議への変更、各種会議のオンライン開催等を実施したほか、機構の取り組みとし

て、全役職員を対象として民間検査機関を利用したＰＣＲ検査（７月、１１月、２月

の３回）実施、事務室にアルコール消毒液の備え付け、打合せテーブルやカウンター

へのアクリル遮蔽版の設置等の対策を行った。 


