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DX化促進に資す
る人的・組織的
ネットワークを形
成

大企業・中小企
業・VB等への積
極的な情報提供・
普及啓発活動

人材育成や実証実
験等を踏まえ、企
業ビジネスの環境
への適用を具体的
に検討

ビジネスモデルの
確立、企業フォー
メーション形成、
収益化

関西DX推進プラットフォーム事業のイメージ

事業目標

ネットワー
ク形成

普及啓発 実装支援 ビジネス化

■地域産業のデジタル化支援

セミナー / DX計画立案 / 専門家派遣 / 実装支援など

■サイバーセキュリティの強化促進

サロン運営 / セミナー / 人材育成 / 専門家派遣など

関西圏の各産業支援機関、業界団体等と積極的に連携し事業を推進



01.DX推進セミナー

02.事例の収集・整理・発信

03.DX実装ワークショップ

04.DXマッチング・プロデュース

調査・普及啓発、ネットワーク形成、実装、ビジ

ネス化等の一連の事業をカバーし、ものづくり企

業を始めとする多様な産業のデジタル化やDXを支

援します。

※令和3年度経済産業省「地域新成長産業創出促進事業費補助金

（地域産業デジタル化支援事業）」採択事業



当財団の実施したアンケート調査では、特に戦略的なデジタル化・DX推進に未着手の企業の多

くから「何から手をつけたら良いのかわからない」、「経営層からの理解を得られない」という

回答が得られました。そこで、これまで我々が行ってきた各種セミナーの企画・運営ノウハウを

活用し、リテラシーの向上や機運の醸成を目的に、デジタル化やDXの必要性やメリット、事例

等を普及啓発するセミナーを定期的に開催していきます。これにより、関西におけるデジタル活

用・DX推進の機運醸成を図ります。

DX推進セミナー

地域産業のデジタル化促進



DX推進セミナー

DX推進セミナー

デジタル活用・DXに関する取組事例を中心に紹介することで、取り組み機

運の醸成に加え、具体的なノウハウの横展開を図ります。

具体的なデジタル化・DXを支援する企業の製品やサービスを紹介し、IT企

業とユーザ企業のマッチングを図り、具体的なDXの取り組み・ビジネス創

出を支援します。

地域産業のデジタル化促進

デジタル活用・DXの概況や必要性、メリットを普及するセミナーを開催し、

特にユーザ企業における取り組み機運の醸成を図ります。

事例をご紹介ください
（自薦・他薦可）

製品・サービス紹介セミナー

事例紹介セミナー

製品・ソリューション等
ご提案ください

セミナーにご参加ください



当財団が実施するレポートにおいて、DXを推進する上で最も必要とされる支援は「先進企業を

含むデジタル活用・DXに関する事例の紹介」でした。当財団では、これまでに実施してきた調

査事業等のノウハウを活用し、デジタル化・DXに取り組む企業の事例を独自に収集するととも

に、WEBサイト等での事例企業の募集・紹介を実施します。

これにより、デジタル化に関するノウハウの横展開を図るとともに、取り組み機運の醸成、事例

企業の認知度向上によるビジネス創出の機会提供を図ります。

地域産業のデジタル化促進



事例の収集・整理

収集した事例や各種イベント情報を中心に、本事業のWEBサイトを通して

情報発信を行う。

事例のほか、IT企業等の顧客のデジタル活用・DXを支援する企業の製品・

サービスを掲載することで、マッチングを誘発し、ビジネス創出の機会も

提供する。

地域産業のデジタル化促進

業界・企業規模等問わず、DXに取り組む企業に対してヒアリング等を実施

し、レポート等を作成する。また、e-Kansaiレポートで取材した企業の事

例等も掲載し、機運醸成・具体的取組の着手促進を図る。

情報発信

事例をご紹介ください
（自薦・他薦可）

製品・ソリューション等
ご提案ください



企業の中でDX化を進める上で、実際に具体的なテーマを見つけ出し、それをビジネス課題とし

て落とし込んでいく活動を実施します。具体的には、ワークショップ形式での演習を想定し、演

習で得られた結果を自社ビジネスにおいて活用可能な形で持ち帰ってもらうことを目標とします。

経営課題に対するアプローチ、具体的なAI、データ分析等のプロジェクト推進等をテーマに実施

予定。これにより、自社における具体的プロジェクトの立案・推進を支援します。

地域産業のデジタル化促進



データ分析プロジェクト、AIプロジェクトの立案やプロジェクト推進の実

践的かつ具体的手法をインプットセミナーとワークショップの構成で学び、

自社における具体的プロジェクトの立案・推進を支援します。

自社で解決するべき課題や新規事業開発に関して、より具体的に検討を始

めるにあたっての情報収集・作戦会議の場を支援し、新規ビジネスの創出

やDX推進に関連するプロジェクトの具体化を支援します。

地域産業のデジタル化促進

AI・DX実装ワークショップ

イノベーション創出企画室

ワークショップに
ご参加ください

研究会プロジェクトを
ご提案ください



実証企業及びそれぞれの企業コンソーシアムにおいて、デジタル技術を活用した業務効率化や生

産性向上等具体的な成果を生み出しやすくする支援活動を行います。企業がDXを推進する上で

必要となる連携先企業等（ITベンダ、支援機関等）を獲得するマッチング活動を行います。ピッ

チイベント、クローズド商談会、展示会出展支援等を行い、具体的案件の創出を支援します。

DXマッチング・
プロデュース

地域産業のデジタル化促進



具体的なデジタル化・DXを支援する企業の製品やサービスを紹介し、IT企

業とユーザ企業のマッチングを図り、具体的なDXの取り組み・ビジネス創

出を支援します。

製品・サービス紹介セミナー

DXマッチング・
プロデュース

地域産業のデジタル化促進

販路開拓、パートナー開拓等の具体的な課題・目的を持つ企業と、その企

業が持つ課題に対して具体的なリソースを提供できる企業とのビジネス

マッチングの機会を設け、新規ビジネスの創出を図ります。

クローズド商談会

DXを推進する上で必要となる課題把握や、把握した課題に対するアクショ

ンを検討するために、企業に対して専門家等を派遣します。

DXチュートリアル事業

製品・ソリューション等
ご提案ください

詳細検討中

詳細検討中



特定非営利活動法人ITC近畿会、一般財団法人関西情報センター、関西電子情報産業協同組合、京都コンピュー

ターシステム事業協同組合、京都制御システム工場、一般社団法人京都府情報産業協会、一般社団法人組込みシス

テム技術協会近畿支部、組込みシステム産業振興機構、一般社団法人KEC関西電子工業振興センター、一般社団法

人コンピュータソフトウェア協会地域IoT推進委員会、特定非営利活動法人JASIPA関西支部、一般社団法人情報

サービス産業協会関西地区会、ソフトプラザ21大阪協同組合、チームIT神戸、一般社団法人電子情報技術産業協会

関西支部、特定非営利活動法人日本情報技術取引所関西支部、一般社団法人日本電気計測器工業会関西支部、ハイ

テクノロジー・ソフトウェア開発協同組合関西支部、一般社団法人福井県情報システム工業会、一般社団法人

Rubyビジネス推進協議会、一般社団法人和歌山情報サービス産業協会

関西ものづくり
IoT推進連絡会議

（PIIK）
との連携

地域産業のデジタル化促進

PIIK加盟団体（21団体）

IoT推進の専門家集団である合計21団体のリソースを相乗的、総合的に活用。導入希望企

業へのコンサルティングを進めるとともに、ビジネスマッチングを図る。



01.セキュリティ推進イベント

02.セキュリティ人材育成

03.セキュリティ導入支援

04.セキュリティ実装プラットフォーム

KIISが独自に実施している「KIISサイバーセキュリ

ティ研究会」事業に加え、経済産業省近畿経済産業

局からの受託事業、経済産業省近畿経済産業局、総

務省近畿総合通信局、一般財団法人関西情報セン

ターが共同で事務局を務める「関西サイバーセキュ

リティ・ネットワーク」の活動を通して、安全・安

心な社会・ビジネス環境の形成を支援します。



テーマ別でのセミナーに加え、近畿2府5県における地域別セミナー、業界団体等の会合にセキュ

リティ専門家を派遣しセミナーやワークショップを開催する専門家派遣事業、セキュリティ人材

の交流を目的としたセキュリティ最新情報解説サロン等の事業を展開し、サイバーセキュリティ

に関する取り組み機運の醸成、セキュリティ人材の業界・企業を超えたネットワーク形成を図り、

地域、業界といった様々な切り口でセキュリティに関する普及啓発を行います。



地域別セミナー

専門家派遣事業

セキュリティ最新情報解説サロン

近畿2府5県において、情報セキュリティに関連するセミナーを開催し、各

地域でのセキュリティに関する普及啓発、ネットワーク形成を支援します。

※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）」

業界団体や自治体等の会合にセキュリティ専門家を派遣し、セキュリティ

講演やワークショップを展開。これにより、業界等のセキュリティ意識を

醸成しレベルアップを図ります。

※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）」

企業や組織がサイバーセキュリティ対策を行う上で必要となる、他社・他

団体・他業界のセキュリティ担当者感のネットワーク構築を目的として、

クローズドな会合を開催。「この場限り」のルールのもと、各回の有識者

からの情報提供や会員同士の密なコミュニケーションを図ります。｀

セミナーにご参加ください

ご要望お寄せください

サロンにご参加ください



セキュリティの基本的な概念を体系的に学ぶ「サイバーセキュリティ・リレー講座（初級者向

け）～サイバーセキュリティの基礎＆心得習得編～」や実務に即したセキュリティ対策を体系的

に学習・習得できる「KIISサイバーセキュリティ研究会人材育成プログラム」等の機会を提供す

ることにより、セキュリティ人材の育成を図ります。

また、教育プログラムの提供に加え、サイバーセキュリティに関する勉強会を始めとするコミュ

ニティ活動を支援することでもセキュリティ人材の育成を図ります。



サイバーセキュリティリレー講座

セキュリティ人材育成プログラム

セキュリティコミュニティ活動支援

企業でこれからサイバーセキュリティを担う担当者を主な対象に、関西を

代表する研究者８名による原理・原則を体系的に学ぶ連続講座を開催し、

セキュリティ人材の確保・育成を図る。

※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）」

現場でセキュリティ対策に従事する人材、社内セキュリティ対策部門をマ

ネジメントする人材のそれぞれに対して、サーバーセキュリティ関連の有

識者がすぐに役立つ実践的な内容を全10回のオムニバス形式で講義する。

サイバーセキュリティ関連の教育・普及・啓発や各種勉強会・研修会、地

域での人的・組織的ネットワーク拡大に資する活動、市場開拓や受注促進

活動などを目的とする、比較的多数のメンバーによるコミュニティ活動を

支援し、地域におけるセキュリティ関連コミュニティ活動の活性化を図る。
※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）」

講座にご参加ください

第2クール（11月頃）
受講ご検討ください

企画提案お待ちしています



現在、企業におけるサイバーセキュリティ対策は、社会的責任として非常に重要な課題になりつ

つあり、自社が情報セキュリティや個人情報保護等に対する備えを怠っていないということを内

外に客観的に示し、その対策を継続していくことが重要です。そこで、これらのセキュリティ・

マネジメントの重要性と、これらに関する認証や資格である情報処理安全確保支援士（登録セキ

スペ）、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)、プライバシーマーク（Pマーク）等

について実例を交えて紹介し、活用を促すことで、安心・安全な社会環境の構築を図ります。



PMS構築・実践セミナー

情報セキュリティ・マネジメントセミナー

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回実施し、情報活用社会の

セキュリティ基盤の整備を促進します。

※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）」

プライバシーマークの審査期間・研修期間である当財団のノウハウを活用

し、個人情報保護に対する体制を構築し、対策を講じていくために有効な

PMS（個人情報保護マネジメントシステム）について理解を深めるための

セミナーを開催し、制度の認知度向上と活用促進を図ります。

セミナーにご参加ください

セミナーにご参加ください



企業がセキュリティ対策をすすめる上で、「何から手をつけたら良いのかわからない」、「相談

先がわからない」といった課題がしばしば挙げられます。我々は、これまでKIISサイバーセキュ

リティ研究会で培ってきたネットワークを活用し、サイバーセキュリティ関連事業者とユーザ企

業の間をとりもつことで、サイバーセキュリティ関連企業にとってはビジネス創出、ユーザ企業

にとってはセキュリティ実装につながる支援を実施していきます。

具体的事業内容は検討中 製品・ソリューション等ご提案ください
ご意見お寄せください
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本事業や各種事業についての情報は、随時WEBサイトにて

公開致します。適宜ご覧頂きますようお願いいたします。

関西DX推進プラットフォーム事業 WEBサイト

https://kansaidx.kiis.or.jp

セミナー・
WS等参加

製品・サービス
提案

各種相談

ご意見・ご要望



• デジタル化・DXの取組を進める事業者様

• 自薦・他薦は問いません

• 掲載料は無料

• 規程の書式に情報を記入いただき、

事務局にて掲載記事を作成し、

ご確認いただいた上で掲載

• 顧客企業のデジタル化・DXを支援する製品

やサービスを提供している事業者様

• 自薦にて掲載いたします

• 掲載料：KIIS賛助会員…無料

KIIS賛助会員以外…10万円/年

詳細は関西DX推進プラットフォーム事業WEBサイトを御覧ください

https://kansaidx.kiis.or.jp




