
 

平成３０年度「中小企業・小規模事業者のデータ活用及び情報発信サイトのあり方に関す

る調査研究」に係る企画競争募集要領 

平成３０年３月３０日 

中小企業庁総務課 

 

中小企業庁では、平成３０年度「中小企業・小規模事業者のデータ活用及び情報発信サイ

トのあり方に関する調査研究」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 

現在、我が国おいては「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（平成２８年５月２０日閣議決定）

に示される通り官民データ活用の促進が明記されているほか、「デジタル･ガバメント推進

方針」(平成２９年５月３０日閣議決定)及び「デジタル･ガバメント実行計画」(平成３０年

１月１６日閣議決定)においても、政府情報システムの改革を進めて行くことが明記されて

おり、政府一丸となって行政のデジタル化を推進しているところである。 

中小企業庁においても、これらを踏まえて政府情報システムの改革を進めることで、個別

の中小企業・小規模事業者に即した行政サービスを提供するスマートな行政の構築を目指

す。スマートな行政の一例として、関係機関等が保有するデータや、オープンデータを用い

たデータ連係に基づき、利用可能な施策情報や調達情報、セミナー情報を、個別の事業者が

入手できる機能や、各種申請に要する手続きをワンストップで行える機能等を有したサー

ビスが考えられる。 

中小企業庁においては、このような機能を有した「適切な情報発信サイト」の構築に向け

た検討を進めるための取組として、現在、中小企業・小規模事業者向けの情報発信サイトと

して活用されている、中小企業庁が運営する「ミラサポ」と (独)中小企業基盤整備機構が

運営する「J-Net21」（以下、「各サイト」という。）の現状について整理を行うとともに、中

小企業・小規模事業者向けの「適切な情報発信サイト」のあり方についての検討を行ってき

たところである。 

本事業では、こうした検討の結果を踏まえ、「適切な情報発信サイト」のモデルサイトを

作成し、「適切な情報発信サイト」に求められる要件（デザイン、コンテンツ、機能といっ

たサイト利用者の利便性のみならず、サイト管理者の運用性に関する要件等を含む。）のと

りまとめを行うとともに、将来、行政機関や中小企業支援機関が中小企業・小規模事業者に

向けた更なる支援政策・アドバイスを提供可能となるよう、中小企業・小規模事業者の経営

状態を把握できる基本情報（以下、「事業者コアデータ」という。）及びその共有ルール等を

検討し、中小企業・小規模事業者に向けた情報発信サービスの将来構想を策定する。 

なお、本件に実施においては、サービスを享受するユーザーの具体像としてペルソナを設

定する、UX/CX に基づくデザインを考慮する、アジャイル手法を用いる等、ユーザー主体の

サービスデザインの実現に資するよう、留意すること。 

 

 

 



 

２．事業内容 

 

２．１ データの検証 

事業者情報の管理・共有、さらには事業者の状態を簡易的に把握するためには、事業者の”

コア”となる情報を定める必要があると想定されることから、現行の中小企業に係る行政

機関、支援機関、金融機関、投資家等の各視点において、各シーンにおいてどういった情報

に焦点を当てているかを見極める。また、特にデータの突合を行い、分析等を実施する場合、

組織を超えてデータを共有することまで含めて考えた「共有のためのルール整備」も同時に

必要となることから、事業者のコアとなるデータ及び共有ルールを定めるための検討を行

う。 

 

２．１．２ 実態調査 

(1)事業者情報の収集項目 

政府における企業に関する主要な統計調査、あるいは主要手続き（全部事項証明書、確定

申告、決算公告等）において収集している事業者情報について整理を行う。なお、可能であ

れば、民間調査会社において収集している主要な事業者情報についても同様に整理する。 

 

(2)関係者へのヒアリング 

中小企業庁関係職員、専門家（税理士、会計士、中小診断士等）、支援機関（中小機構、

商工会、商工会議所等）、民間調査会社、金融機関、中小企業向け財務会計サービス提供事

事業者等の関係者に対し、 

①事業者の経営状況（成長評価、リスク評価等）を行うにあたって重視している情報 

②（事業者支援ツールとして）施策紹介を行う場合の対象事業者の判断基準 

③事業者情報を保有している場合の管理状況（デジタルデータ化、クレンジング状況など） 

等についてヒアリング調査を行う。なお、具体的な対象者の選定、詳細なヒアリング項目に

ついては、中小企業庁総務課と調整を行う。 

 

(3)コアデータの素案作成 

(1)及び(2)の実態調査を踏まえ、グローバル視点等、コアデータが踏まえるべきポリシー

を整理し、さらにコアとなるデータの素案及び既存データとのマッピングを作成する。共通

語彙基盤の情報を参照しつつプロパティレベルまでの検討を行うこと。必要な場合は、分類

コードの提案も行うこと。なお、その有用性や生じうるコスト等の観点から、数案作成し、

比較可能なかたちで整理する。 

 

(4)情報共有ルールの事例 

事業者情報のやりとりを提供している民間サービス（及び海外政府において官民で事業

者情報を共有したサービスを実施している）事例を数事例挙げ、その際に適用されている情

報共有ルール（事業者への利用規約等）について整理を行う。 



 

２．１．３ 検討会の実施 

 ２．１．２における実態調査を踏まえ、コアデータ案のブラッシュアップ及び情報共有ル

ールの在り方について検討を行うため、中小企業庁関係者及び有識者による検討会を 5 回

程度開催する。なお、有識者の選定及び各回のアジェンダ設定にあたっては中企庁総務課と

調整を行う。特に、有識者の選定においては、２．１．２（２）のヒアリング対象者等も踏

まえた調整を行う。 

 

２．２ サイトの在り方検討 

サイト再編の方向性として、各サイトには重複したコンテンツが存在する一方で、特徴あ

る独自のコンテンツも存在することから、再編については単純な統廃合でなく、各サイトが

特徴的に有する役割を活かして行うことを想定している。 

具体的には、J-Net21は Q&A 等の情報提供コンテンツが充実しており、ミラサポは電子申

請など機能面が充実しているという点で差別化されており、再編にあたってはこれらの点

を踏まえ、利用者にとっての窓口の一元化を行う。その上で、本事業においては再編のため

の指針を策定するものとする。 

 なお、サイトについては、 

・事業者にとって施策情報把握から、申請手続きまでをワンストップで実施 

・民間サービスと連携しており、民間サービス上からも行政サービスを利用 

・支援機関（中小団体、士業、金融機関等）が事業者の実態にあった施策を簡易に提供 

といったことが実現出来るサービスデザインに基づくものとする。 

 また、２．１におけるデータ活用検討において整理する事業者コアデータや庁内外機関と

の情報共有ルールを踏まえたかたちで整理を行う。 

 

(1)コンセプト設計 

 中小企業庁が進めたい政策、テーマについての情報を収集し、どのようなターゲットに対

して、どのようなコンテンツ、メニュー、デザインを提供するか、そのコンセプトを設計す

る。その際、ターゲットのニーズと利益を最重要と考える。上記に掲げた 3つの視点(事業

者・民間連携・支援機関)については、必ず含める。 

 

(2)コンテンツ、メニューの整理 

新サイトに掲載するため、各サイトの現状のコンテンツとメニューについて精査を行う。

なお、検討にあたっては、平成２９年度委託事業において整理している J-Net21とミラサポ

が有するコンテンツを踏まえる。 

 

(3)ＵＸデザインの検討 

情報提供コンテンツや機能コンテンツを、関係性を持たせて配置することで、利用者のワ

ンストップ体験を実現すべく、最適なＵＸデザインについて検討を行う。なお、検討にあた

っては、実際のユーザー体験を追求するため実証サイト立ち上げによるユーザーテストを

行うことによる検証も可能とする。 



 

(4)コスト検証 

事業開始後、(1)により実施するコンセプト設計をベースとした再編にあたってのコスト

検証を実施する。なお、(2)、 (3)の検討を踏まえつつ、当該検証結果の精査を行う。 

 

(5)再編後システム策定にあたっての指針の作成 

 (1)～(4)を踏まえ、再編を実施するにあたっての指針を作成する。 

 

３．事業実施期間 

 委託契約締結日 ～ 平成３１年３月２９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経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領 

（平成１５・０１・２９会課第１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件の

いずれにも該当しないこと。 

⑥中小企業・小規模事業者を支援する、金融機関、企業信用調査会社、各種専門家（税理士、

会計士、弁護士、中小企業診断士等）、中小企業支援機関（商工会議所・商工会等）等と

のネットワークを有するとともに、必要に応じて諸外国における中小企業・小規模事業者

向け支援策を調査するための海外ネットワークを有しており、本件に係る業務を実施す

るために必要な情報を円滑に取得可能であること。 

⑧入札説明会に出席した者であること。 

⑨「平成２９年度中小企業・小規模事業者向け情報発信サイトのあり方に関する調査事業」

の報告書を閲覧した者であること。 

 

 

 

 

 

 

 



 

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：１００,０００,０００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、経済産業省と調整した上で決定することとします。 

（４）成果物の納入： 成果物として、以下を納入。 

①調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ等） １式 

ⅰ）調査報告書、委託調査報告書公表用書誌情報（様式１）、二次利用未承諾リスト    

（様式２）を納入。 

ⅱ）調査報告書は、ＰＤＦ形式以外にも、機械判読可能な形式のファイルも納入。なお、  

様式１及び様式２は Excel 形式。 

②調査報告書電子媒体（ＣＤ－Ｒ等） ２式（公表用） 

ⅰ）調査報告書及び様式２（該当がある場合のみ）を一つのＰＤＦファイル（透明テキスト

付）に統合したものを納入。 

ⅱ）セキュリティ等の観点から、担当職員と協議の上、非公開とするべき部分については、

マスキングを実施するなど適切に処置。 

ⅲ）調査報告書は、オープンデータ（二次利用可能な状態）として公開されることを前提と

し、経済産業省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を報告書に盛り込む場合は、事

前に当該権利保有者の了承を得、報告書内に出典を明記し、当該権利保有者に二次利用の

了承を得る。二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、下記の様式２に当該箇所を記

述し、提出。 

※調査報告書電子媒体の具体的な作成方法の確認及び様式 

１・様式２のダウンロードは、下記 URL から行う。 

http://www.meti.go.jp/topic/data/e90622aj.html 

（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。 

※事業終了前の支払い（概算払）が認められる場合は制限されていますのでご注意くださ

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：平成３０年３月３０日（金） 

締切日：平成３０年４月１９日（木）１２時必着 

（２）説明会の開催 

開催日時：平成３０年４月４日（水）１１時００分～ 

説明会への参加を希望する方は、１０．問い合わせ先へ４月３日（火）１８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「中小企業・・小規模事業者向け情報発信サー

ビス説明会出席登録」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致します。）説明会の会場につきまし

てはご登録頂きました、「E-mail アドレス」までご連絡致します。また、出席者多数の場合

は説明会を複数回に分け、時間を調整させて頂くことがありますので、予めご了承下さい。 

（３）調査報告書の事前閲覧 

実施期間 

：平成３０年４月４日（水）１３時００分～平成３０年４月１６日（月）１８時００分まで   

資料の事前閲覧を行う際には、１０．問い合わせ先へご連絡ください 

連絡の際は、メールの件名（題名）を必ず「中小企業・小規模事業者のデータ活用及び情報

発信サイトのあり方に関する調査研究説明会出席登録」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。 

 

（４）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、「平成３０年度中小企

業・小規模事業者向け情報発信サービスの構想策定に関する委託事業」と記載してくださ

い。 

・申請書（様式１）＜申請書１部＞ 

・企画提案書（様式２及び別紙の支出計画）＜６部＞ 

・会社概要票及び直近の過去２年分の財務諸表＜１部＞ 

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。 

 

（５）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。 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

中小企業庁長官官房総務課 

「平成３０年度中小企業・小規模事業者のデータ活用及び情報発信サイトのあり方に関す

る調査研究」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。  

①応募資格を満たしているか。 

②提案内容が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。 

（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、経済産業省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通知します。 

 

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、経済産業省との協議を経て、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。 

 

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） 

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）光熱水料（電気、水道、ガス。例え

ば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業

に使用した料金が算出できる場合）設備の修繕・保守費 

翻訳通訳、速記費用、文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等 

 

Ⅲ．再委託費 発注者（国）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 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

中小企業庁長官官房総務課 

担当：松田、直井 

FAX：０３－３５０１－６８０１ 

E-mail：naoi-yuki@meti.go.jp 

お問い合わせは電子メール又はＦＡＸ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「平成３０年度中小企業・小規模事業者

のデータ活用及び情報発信サイトのあり方に関する調査研究」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 


