
令和３年度「中小企業サイバーセキュリティ対策促進事業（関西サイバーセキュリティ促進

強化事業）」に係る企画競争募集要領 

 

令和３年３月４日 

経済産業省近畿経済産業局 

次世代産業・情報政策課 

 

経済産業省近畿経済産業局では、令和３年度「中小企業サイバーセキュリティ対策促進事

業（関西サイバーセキュリティ促進強化事業）」を実施する委託先を、以下の要領で広く募集

します。 

 

※本事業は、令和 3 年度予算の成立が前提となります。このため、今後、内容等が変更に

なる場合があることをあらかじめご了承ください。 

 

１．事業の目的（概要） 

関西におけるサイバーセキュリティの重要性についての認識醸成や、関西の中小企業等に

役立つ情報発信や、サイバーセキュリティ向上に資する人材の発掘・育成の円滑化を図るこ

とを目的とする。 

将来的に目指すべき未来社会である「Society5.0」の実現や、様々な繋がりによって新た

な付加価値の創出や社会課題の解決をもたらす「Connected Industries」を実現するため、

IT/IoT、AIなどの科学技術イノベーションの導入が進んでいるが、それに伴って、サイバー

セキュリティの重要性が増している。近年においては、情報セキュリティ対策が強固とはい

えない中小企業を対象にサイバー攻撃やそれに起因する大企業等への被害が顕在化してき

ており、大企業のみならずサプライチェーンを構成する地域の中小企業であっても、サイバ

ー攻撃の脅威にさらされている実情が明らかになっている。 

また、新型コロナウイルス禍のなかで、中小企業がテレワーク等の業務のデジタル化を急

速に進める中で、サイバー攻撃の脅威は増大しています。中小企業がサイバー攻撃の脅威か

ら身を守りつつ、デジタル化による恩恵を享受するためには、サイバーセキュリティ対策の

強化が急務となる。 

そのようななか、関西においては、サイバーセキュリティ分野に関心の高い産学官個（コ

ミュニティ）と連携し、「関西サイバーセキュリティ・ネットワーク」（関西 SEC-net）が平

成 30年 10月に設立され、各分野から多くの団体が参画している。 

本ネットワークでは、サイバーセキュリティ分野の産学交流イベントや、人材育成の講座

等の取組を継続的に実施している。 

本委託業務を実施するにあたっては、本ネットワークと連携することにより、本ネットワ

ークを更に拡大するとともに、関西エリアでのサイバーセキュリティの取組を強力に推進す



ることを目指す。 

 

２．事業内容 

以下の項目に従い、実施方法、実施内容、実施時期など事業内容を具体的に提案してくだ

さい。 

 

（１）サイバーセキュリティに関する専門家派遣／出前講座 

近畿管内の自治体、経済団体、業界団体等における、複数の民間団体・企業が集まる

総会、勉強会（研修会、研究会）、交流会等に対して、サイバーセキュリティ分野の専

門家の派遣、もしくは受託事業者の職員等の出前講座を行うこと。 

 ⅰ）サイバーセキュリティ専門家派遣／出前講座事業の PRのためのホームページを作

成し、広く周知に努めること。 

 ⅱ）近畿管内の自治体、経済団体、業界団体、その他団体の既存ネットワークを調査

し、当該事業の活用を促す取り組みを行うこと。 

 ⅲ）既存ネットワークの総会、勉強会（研修会、研究会）、交流会等において、サイバ

ーセキュリティをテーマとした認識醸成、人材育成につながる専門家の派遣／出

前講座について、各団体と調整を行うこと。 

ⅳ）派遣する専門家、または職員等を選定し、調整を行うこと。 

 

（２）サイバーセキュリティ相談窓口＆地域セキュリティコミュニティ一覧の拡充 

近畿経済産業局ホームページで掲載している、「サイバーセキュリティ相談窓口＆地域

セキュリティコミュニティ一覧」ページについて、当該ページの掲載団体を拡充する

こと。 

ⅰ）近畿管内に所在する中小企業等を対象とした、行政機関、民間団体が実施するサ

イバーセキュリティ分野に関連する相談窓口と、主に近畿管内で活動する同分野のコ

ミュニティを調査し、相談窓口の実施団体やコミュニティの代表者など、必要な調整

を実施する。また、近畿経済産業局ホームページと連携して、情報発信できるような

場（ホームページ、メルマガ、SNS等）があれば、提案すること。 

ⅱ）上記ⅰ）に加え、情報セキュリティに関する最新・関連情報や、相談窓口での事

例等を掲載するなど、情報発信について提案すること。 

■「サイバーセキュリティ相談窓口＆地域セキュリティコミュニティ一覧」ページ 

https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/210120_3press.html 

 

（３）地域でのイベントの開催 

①福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県において、情報セキュ

リティに関連する地域別講座を地域毎に各１回、計７回実施すること。 

https://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/k-cybersecurity-network/210120_3press.html


また、地域別講座の登壇者、参加者が交流を深め、ネットワークを築けるような場を

提供すること。 

ただし、交流会費等の飲食代は本事業の支弁対象外とします。 

②サイバーセキュリティに関連するコミュニティ活動を支援するため、民間団体、企業

の担当者、個人等が、多数のメンバーが参加するコミュニティを立ち上げる場合やコ

ミュニティが他団体と連携してイベントを実施するなど、継続的な活動が見込まれる

コミュニティに対して会場提供、講師の紹介・派遣などを実施すること。 

 

（４）サイバーセキュリティ・リレー講座の開催 

   サイバーセキュリティを担う企業担当者（初級者）に対して、様々な案件に柔軟に対

応できるセキュリティ分野のセンスや専門性の土台を身につけることを目的にした連

続講座を開催すること。 

   なお、開催にあたって、より魅力的な講座となるようサイバーセキュリティ分野の大

学・研究機関等の有識者を選定し、企画・調整すること。 

 

（５）情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)制度、ISMS（ISO27001）認証制度、プライバ

シーマーク（Pマーク）制度の啓発セミナーの開催 

近畿管内の民間団体・中小企業等を対象に、登録セキスペ制度、ISMS認証制度、Pマ

ーク制度を周知する啓発セミナーを２回実施すること。 

なお、当該啓発セミナーは、別々に開催することも、同時に開催することも可とする。 

 

（６）有識者会議の開催 

大学・研究機関等のサイバーセキュリティ分野に見識のある有識者を集めた会議を年

２回以上開催し、サイバーセキュリティに関する取り組みについて、意見交換を行う

場を提供すること。 

 

  ■なお、イベントの実施にあたっては、 

   ⅰ．謝金等の便益提供による参加者募集を禁止すること。 

   ⅱ．関係者席と一般者席を区別すること等により利益相反を考慮した集客方法とする

こと。 

■上記にかかわらず、新型コロナウイルス禍の状況に応じた、実施方法の変更や実施の

有無等については、近畿経済産業局と協議のうえ、決定すること。 

 

３．事業実施期間 

   契約締結日～令和４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。 

 

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（消費税及び地方消費税込み）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、近畿経済産業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部を近畿経済産業局に納入。 

          ※ 電子媒体を納入する際、近畿経済産業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。 

※本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、事業終了前の支払い

（概算払）も可能ですので、希望する場合は個別にご相談ください。 

（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３年３月４日（木） 

    締切日：令和３年３月２３日（火）１７時必着 

（２）説明会の開催 

入札説明会に代えて、令和３年３月１６日（火）１７時までメールで質問を受け付
けます。質問がない場合でも寄せられた質問及び回答を共有いたしますので、１０．
に連絡先（社名、担当者名、電話番号、メールアドレス）を令和３年３月１６日（火）
１７時までに登録してください。 

（３）応募書類 

① 以下の書類を一つの封筒に入れてください。封筒の宛名面には、「中小企業サイバー

セキュリティ対策促進事業（関西サイバーセキュリティ促進強化事業）申請書」と記

載してください。 

・申請書（様式１）＜正本１部＞ 

・企画提案書（様式２）＜正本１部、副本＞ 

・事業内容のプレゼンテーション動画(15分以内)を納めた CD 又は DVD＜正本１部＞ 

・会社概要等が確認できる資料（パンフレット等）＜正本１部、副本＞ 

・直近の過去３年分の財務諸表＜正本１部、副本＞ 

ただし、企画提案書、会社概要等が確認できる資料、直近の過去３年分の財務諸表

の副本については、PDFデータを CD又は DVDに納めて提出してください。 

上記 CD 又は DVD はプレゼンテーション動画を納めた CD 又は DVD と同じものでも構

いません。 

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 

応募書類は持参又は郵送により以下に提出してください。 



〒５４０－８５３５ 大阪府大阪市中央区大手前一丁目５番４４号 

経済産業省 近畿経済産業局 次世代産業・情報政策課 

「令和３年度中小企業サイバーセキュリティ対策促進事業（関西サイバーセキュリ

ティ形成促進事業）」担当宛て 

※ ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付ません。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。 

※ 締切を過ぎての提出は受け付けられません。郵送の場合、配達の都合で締切時刻

までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。 

 

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。 

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、近畿経済産業局のホームページで公表します。 

 

８．契約について 

採択された申請者について、近畿経済産業局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、近畿経済産業局と

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 事業従事者、外部専門家等に対する事業を行うために必要な交通

費、日当、宿泊費 

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） 

備品費 事業を行うために必要な物品（ただし、１年以上継続して使用で

きるもの）の購入、製造に必要な経費 

（借料及び損料） 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する

経費 

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、運送代、通信・電話料等） 

翻訳通訳、速記費用 

文献購入費等 

Ⅲ．再委託費 

 

発注者（近畿経済産業局）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 

 

（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 

〒５４０－８５３５ 大阪府大阪市中央区大手前一丁目５番４４号 

経済産業省 近畿経済産業局 次世代産業・情報政策課 

担当：庄司、中島 

E-mail：shoji-kaoru@meti.go.jp、nakajima-kiyokazu@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「中小企業サイバーセキュリティ対

策促進事業（関西サイバーセキュリティ促進強化事業）」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 

 

 

mailto:shoji-kaoru@meti.go.jp
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