
 

公募要領 

 

「令和３年度石炭資源の安定供給に資する技術支援事業」に係る共同スタディテーマの公募について 

 

 

令和３年４月１３日 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

契約担当役 

金属環境・海洋・石炭本部長  廣川 満哉 

 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」という。）は､我が国企業が権益を有

する、又はこれに準ずる石炭鉱山等の案件について、鉱山・FS評価や生産技術等に対する技術支援事

業を実施しています。今般、本技術支援事業として行う支援先企業との共同スタディテーマを公募す

ることとしました。つきましては、共同スタディを希望される方は、下記の要領に基づきご応募くだ

さい。 

 

記 

 

１. 目的 

我が国企業が権益の獲得若しくは事業への参入を目指して検討を行う石炭鉱山開発等の案件

に対して鉱山・FS評価、我が国企業が関与する石炭鉱山等の操業現場における生産技術等（採

掘、選炭、貯蔵等）の課題及び石炭鉱山等における低炭素化等の環境対策に対して技術支援を

行うことにより、石炭鉱山開発等の促進、生産効率の向上や低品位炭の利用促進、産炭国にお

ける法規制等の遵守による鉱山の継続的な操業等へ寄与し、石炭資源の我が国への安定供給に

資することを目的とします。 

 

２. 事業概要 

石炭資源の安定供給に資する技術支援事業（以下「支援対象事業」という。）は、共同スタデ

ィにて実施いたします。共同スタディとは、支援先企業（以下「応募者」という。）と機構と

が共同で技術的課題の解決を目指すもので、提案公募によって共同スタディテーマを採択選定

いたします。 

 



３. 支援対象鉱種 

支援対象事業の対象鉱種は、「石炭」とします。 

 

４. 支援対象となる共同スタディテーマ 

支援対象事業は、以下のカテゴリーのいずれかに該当する共同スタディテーマとします。 

 

(1) 鉱山・FS評価 

権益の獲得又は事業への参入（資本参加はもとより、オフテイク契約等の権利獲得を含

む。）を目指す若しくはすでに保有した権益に係る石炭鉱山開発等の案件について、鉱

山・FS評価を行うことが困難な課題に対し解決を図るもの。 

(2) 操業現場の生産技術等 

操業現場における生産技術等（採掘、選炭、貯蔵等）及びこれらに関連する技術につい

て、解決することが困難な課題に対し解決を図るもの。 

(3) 環境対策 

石炭鉱山等で必要とされる低炭素化等の環境対策に関連する技術について、解決すること

が困難な課題に対し解決を図るもの。 

 

５. 応募者の参加資格 

応募者は以下の要件をすべて満たす必要があります。 

(1) 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構の「競争参加者の資格に関する公示」の

「３競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 

(2) 国の令和０１・０２・０３年度（平成３１・３２・３３年度）競争参加資格（全省庁統

一資格）の「役務の提供等」において、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、又は「Ｄ」等級の資

格を有すること。 

※ 上記参加資格を有していない場合は応募前にご相談ください。 

（【参考】統一資格審査申請・調達情報検索サイト

https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html） 

(3) 現在、国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処

分を受けていないこと。 

(4) 共同スタディに従事する適正なスタッフを確保し、必要に応じて機構との連絡調整や打

合せ等の適切な対応ができること 

(5) 支援対象となる共同スタディテーマごとに8.応募者の資格要件を満たすこと。 



 

なお、複数の企業による応募も可能です（以下「共同企業体」という）。共同企業体の場

合、構成するすべての応募者が(1)～(4)の資格を有していることが条件となります。（5）は応

募者のうち代表企業となる1社が満たしていることとします。代表企業は、機構との窓口のほ

か、共同スタディの実施に関し、共同企業体の役割分担の決定・調整、共同企業体における知

的財産権の持ち分や利用の取り決め・調整、作業進捗管理、対象経費の精算等の対応を行って

いただきます。 

 

６. 支援対象事業の概要 

(1) 実施期間 

共同スタディ契約の締結日から令和４年３月１０日（木）まで。 

原則、当該年度内の事業終了までですが、同一スタディで最長３年を限度として申請する

ことが可能です。ただし、来年度以降の本支援事業実施及び３年間の契約を保証するもの

ではありません。 

(2) 共同スタディ費用 

共同スタディテーマに係る支援対象事業費（共同スタディ費用）の原則５０％を上限とし

て機構が負担（消費税及び地方消費税含む、端数発生時は切り捨て）。 

(3) 対象経費 

対象経費は、別添１に定めるとおり。 

(4) 予算規模 

機構負担分２億円以内（消費税及び地方消費税含む。）を予定。ただし、予算規模が変更

になる場合があります。 

(5) 想定件数 

１～４件程度。応募案件の共同スタディ費用の規模により異なります。 

 

 

 



(6) 実施体制フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) スタディ成果の取り扱い 

共同スタディの成果については、報告書として取り纏め、応募者の守秘義務及び事業実

施に影響を及ぼさない範囲で公表いたします。なお、成果物の著作権については、原則と

して機構に帰属することとします。 

本共同スタディにより得られた発明等の成果及びその知的財産権の帰属については、機構

と応募者双方の共有とし、その割合は双方の貢献度（スタディ費用負担額等）を勘案して定

めるものとします。 

 

７. 公募スケジュール 

令和３年４月１３日（火）  公募開始（提案書の受理） 

令和３年１２月１７日（金）  公募締め切り 

※ 採択案件のスタディ費用の合計が機構の所定予算に達した場合、上記の受付期間中であっ

ても公募を終了いたします。 

 

８. 応募者の資格 

次の要件をすべて満たすことが必要です。なお、共同企業体の場合、代表者のみが次の要件を

満たすこととします。 

⑩報告書公開 

（要約版） 

外注先等 

②提案書の提出 

③審査・採択結果の通知 

④共同スタディ契約の締結 

⑤技術的アドバイス 
最新技術情報の提供 

⑧スタディ実績報告書の提出 

⑦発注、作業管理等 

⑨対象スタディ費用の確定 
資源機構負担分の支払い 

①公募 

機 
 

構 

応
募
者 

応募者自らが 

分析・試験を 

実施可能な場合 

⑥分析、試験等 



 

(1) 鉱山・FS評価 

① 海外又は国内において石炭鉱業等を営む本邦法人等、若しくは他の本邦法人等が行う

石炭資源の開発に必要な資金を提供する本邦法人であって、当該プロジェクト（権益

の獲得又は事業への参入を検討する鉱山開発等の案件）の権益を有し、又は当該プロ

ジェクトへの参入の意思を有していること。 

② 鉱山・FS評価における技術的な課題が存在し、独自に解決することが困難であるこ

と。 

③ 石炭を本邦法人等に対して将来的に供給可能と想定されること。 

(2) 操業現場の生産技術等 

① 海外又は国内の鉱山等において石炭鉱業等を営む本邦法人等であって、当該施設に関

する採掘、選炭、貯蔵等を行う権利又は当該鉱山等から産出される石炭の販売権等を

有すること。 

② 鉱山操業等を行う上で技術的な課題が存在し、独自に解決することが困難であるこ

と。 

③ 石炭を本邦法人等に対して供給していること。 

(3) 環境対策 

① 海外又は国内において石炭鉱業等を営む本邦法人等、若しくは他の本邦法人等が行う

石炭資源の開発に必要な資金を提供する本邦法人であって、当該プロジェクト（権益

の獲得又は事業への参入を検討する鉱山開発等の案件）の権益若しくは石炭の販売権

等を有し、又は当該プロジェクトへの参入の意思を有していること。 

② 石炭鉱山等での環境対策において技術的な課題が存在し、独自に解決することが困難

であること。 

③ 石炭を本邦法人等に対して供給している若しくは将来的に供給可能と想定されるこ

と。 

 

注1）「本邦法人等」とは、本邦法人又は本邦人若しくは本邦法人が出資しその経営に参加して

いる外国法人をいう。 

注2）「石炭」は、石炭から加工されたものを含む。ただし、加工による産炭国等への影響や利

点等を審査に考慮する。 

 

 



９. 応募方法 

応募者は、本要領に基づいて作成した提案書及びその他必要書類を郵便にて提出して下さい。

なお、FAX及びE-mailでの提出は受け付けられません。なお、共同企業体の場合、代表企業名で

提出してください。 

(1) 提案書 

正本1部。別添２「提案書様式」を参照。 

(2) 全省庁統一資格審査結果通知書の写し 

必要資格は５．応募者の参加資格を参照。なお、共同企業体の場合は、構成するすべての

企業が提出すること。 

(3) 委任状 

（2）に記載された代表者以外の者を提案書の代表者として記載する場合のみ提出。 

(4) その他補足説明書類 

提案書の補足説明等、必要に応じて提出。 

(5) ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進法、次世代育成支援対

策推進法若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定又はこれらの認定の要

件に相当する基準を満たしていることの確認を受けている場合は、それを証明する書類と

して以下の書類の写し。共同企業体の場合は代表者のみ提出。 

 

① 女性活躍推進法（平成27年法律第64号）に基づく認定（えるぼし認定及びプラチナえ

るぼし認定）に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 

② 次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に基づく認定（くるみん認定及び

プラチナくるみん認定）に関する「基準適合一般事業主認定通知書」 

③ 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号）に基づく認定（ユースエ

ール認定）に関する「基準適合事業主認定通知書」 

④ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」 

⑤ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相

当確認通知書」 

 

１０.  契約書 

契約締結にあたっては、原則として添付の契約書様式を用います。各条項を熟読のうえ、応募

をお願いいたします。なお、状況により、別途協議することも可能です。 

 



１１. 提案書の提出期限と提出先 

(1) 提出期限 

令和３年１２月１７日（金） 

(2) 提出先 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目１０番１号 虎ノ門ツインビルディング西棟 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

石炭開発部石炭技術課 山本、池田 

(3) 提出書類の取り扱い 

応募者から提出された提案書は、本公募の採択選定のための審査にのみ使用します。返却

はいたしませんので、ご了承ください。 

 

１２.  審査 

機構は、応募者から提出された提案書について、随時先着順に、以下に示す項目及び別紙の

評価基準書により審査を行い、共同スタディテーマを採択選定します。審査終了後に結果をご

連絡いたしますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんので、ご了承願い

ます。 

(1) 支援対象鉱種、共同スタディテーマの適合性 

(2) 応募者の要件 

(3) スタディ計画の内容、妥当性 

(4) 提案内容の評価 

① 鉱山・FS評価案件の場合 

 当該国・地域での石炭資源開発の促進により、石炭の我が国（本邦法人等）への供給

に対して期待される貢献度。 

 技術開発が実現した場合の石炭採掘量、精炭量、供給量の規模など、成果の活用効果

の大きさ。 

 技術開発実現のために必要な技術課題の絞り込み、それに対する対応策の具体的な提

示の有無。 

 上記の技術課題が解決された場合の評価や技術の汎用性や共通性など、我が国への石

炭資源の安定供給に対する成果の波及効果。 

 技術課題の特殊性（課題の難易度・顕在性・新規性など）。 

② 操業現場の生産技術等案件の場合 

 現状の操業における石炭の我が国（本邦法人等）への供給量及び供給率に対する貢献

度。 



 期待される生産量・供給量増大など、成果の活用効果の大きさ。 

 新規技術の導入・検証などにより新技術の確立につながる可能性の大きさ。 

 技術の汎用性や共通性など、我が国への石炭資源の安定供給に対する成果の波及効

果。 

 技術課題の特殊性（課題の難易度・顕在性や供給源の多様化など）。 

③ 環境対策案件の場合 

 当該国・地域での環境対策の促進により、石炭の我が国（本邦法人等）への供給に対

して期待される貢献度。 

 本技術を活用した対策を実施することによる、当該産炭国若しくは我が国における環

境対策への貢献度（CO2排出削減等）。 

 本対策を実施するために必要な技術課題の絞り込み、それに対する対応策の具体的な

提示の有無。 

 技術の汎用性や共通性など、我が国への石炭資源の安定供給に対する成果の波及効

果。 

 技術課題の特殊性（課題の難易度・顕在性・新規性など）。 

(5) 本邦法人の場合は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性活躍推進

法、次世代育成支援対策推進法等若しくは青少年の雇用の推進等に関する法律に基づく認

定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか。 

 

１３.  注意事項 

(1) 提案書の作成や応募に要する費用は、応募者の負担となります。 

(2) 提案書に記載された内容は、審査に重大な影響を及ぼしますので、実行可能な作業のみを

記載してください。 

(3) 提案書に記載された内容に虚偽があった場合、採択選定後であっても取り消す場合があり

ます。 

(4) 採択選定後、速やかに共同スタディ契約を締結できるよう各手続き及び書類の提出等に応

じていただきます。 

(5) 原則として、採択選定後の辞退には応じられません。 

(6) 本共同スタディに係る契約締結は、当該事業に係る令和３年度予算が成立し、予算配賦が

なされることを条件とします。予算状況により変更となる場合がありますので、予めご了

承ください。 

(7) 新型コロナウィルス感染症の流行状況等によっては、採択の中止、契約締結の延期や事業

内容の変更または中止を行うことがあります。 

(8) 本件に係る手続き等のために機構に入構する場合には、感染拡大を防止するための対策徹

底をお願いいたします。 



 

１４.  お問い合わせ 

公募に関するお問い合わせは、以下までE-mailにてお願いします。 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

石炭開発部石炭技術課 山本、池田 

Email: koubo-h25@jogmec.go.jp 

 

 

以 上 

 

  



 

 

「石炭資源の安定供給に資する技術支援事業」の対象経費 

 

 

１. 対象経費 

(1) 人件費 

① 応募者が有する技術者（正職員等）が自ら分析、試験、データ解析等を実施するための人件

費。 

② 応募者が雇用する臨時雇用職員が分析、試験、データ解析等を実施もしくは、上記技術者の補

助業務を行うための人件費。 

（本共同スタディを実施するために直接雇用するアルバイト、派遣社員等は（2）⑦として計

上する。） 

 

なお、上記については、技術者若しくは臨時雇用職員自らが分析、試験、データ解析等を実施

する場合のみであり、本契約に係る事務手続き、試験の立会い、分析・試験・データ解析等を伴

わない外注先等との打合せ、報告書作成等の費用は対象外とする。 

本費用については、提案書において、技術者の概要及び実施予定作業内容等を記載の上、採択

後に機構の承認を得る必要がある。 

 

 

(2) 事業費 

① 旅費 

（1）の技術者及び②の外部専門家・技術者等に係る旅費・交通費、滞在費等の経費。 

ただし、（1）の技術者については、当該技術者が分析、試験等を実施するために必要な旅費に

限ることとし、外注先の進捗状況確認、応募者間や外注先との打ち合わせ等に係る旅費は対

象外とする。 

② 謝金及び雑役務費 

外部専門家・技術者等の派遣等に係る謝金。 

③ 借料・損料 

共同スタディに必要な実験設備、分析機器、計測機器及びコンピュータ等のリース・レンタル

に要する経費。 

④ 消耗品費 

実験等に使用する消耗品、資機材（税抜 10 万円未満のものに限る。）及び分析試薬等の購入

に係る経費。 

⑤ 印刷製本費、資料作成費 

成果報告書及び関連付帯資料作成に係る経費。資料作成時に必要な翻訳費用も含む。 

⑥ 補助員人件費 

本共同スタディを実施するために直接雇用するアルバイト、派遣社員等の雇用費。 
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⑦ 文献購入費 

実験、データ解析等に必要な専門書等、共同スタディを実施する上で必要となる書籍等。汎用

性のあるものや定期刊行物等は不可。 

 

(3) 再委託・外注費 

本共同スタディの一部を再委託（応募者が、業務の一部を第三者に委託することをいい、請負

その他委託の形式を問わない。以下「再委託」という。）もしくは外注するための経費。 

新規技術等に関する調査、採掘・選炭・貯蔵等に係る室内試験研究、パイロットプラントでの

試験研究、性状分析及びデータ解析等、応募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、他の事業者に再委託するために必要な経費（他の経費項目に含まれるも

のを除く。）。 

なお、再委託を行う場合には、原則機構の規程に基づき選定を行うとともに、再委託先等に

おいて不適切な経理が行われることのないよう、契約締結前に要領、本解説書、経済産業省が

定める委託事業事務処理マニュアル及び補助事業事務処理マニュアルと同等の経理処理を行う

ことについて、予め再委託先に対して注意喚起を行うこととする。また、支払額の確定する場

合にはついては、応募者自らが再委託先の証票等を確認することとする。 

 

(4) その他、機構が対象経費と認めるもの 

すでに応募者が保有している設備に関する費用については、別途協議の上決定する。 

 

 

２. 対象外の経費 

 以下の経費については、技術支援事業の対象経費としない。 

(1) 実験設備、分析機器、計測機器及びコンピュータ等の購入にかかる費用 

(2) 光熱水費 

(3) 各種保守料・保険料 

(4) 公租公課 

(5) その他、機構が対象経費と認めないもの 

 

 

以上 

 

 


