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Service

マイナンバー窓口・
総合窓口

レイアウト構築

コンシェルジュ用タブレット端末
来庁した住民の相談受付から各担当窓口への案内ま
で、幅広く対応するコンシェルジュを設置する団体が増
えています。業務システムと連動したタブレット端末で、
さらにわかりやすく効率的な案内が可能になります。

エントランス用デジタルサイネージ
Board Man Touch
来庁した住民に対してタッチパネル方式で窓口をご案
内するインタラクティブサイネージです。音声案内と組
み合わせたり、外国人向けコンテンツを作成することも
でき、お客さまの戸惑いを解消します。

端末盗難防止
セキュリティワイヤー

マイナンバー業務端末な
どの盗難が許されない
機器を、ワイヤーで机など
に固定し、盗難から守る
セキュリティツールです。

マイナンバーカード収納ロッカー
SECURAGE®NS
配布用のマイナンバーカードを保管する収納庫で
す。管理者のICカードで施錠開錠し、開閉履歴も確
認できるのでセキュリティの強化となります。

業務端末生体認証
手のひら静脈認証センサー
マイナンバー業務端末へのログイ
ン時の本人確認を容易に、かつセ
キュアに行うことができます。利用
者の抵抗感が少ない非接触型の生
体認証センサーです。

お問合せ受付窓口業務効率化
勤怠管理システム
制度開始が近づくにつれてマイナンバーに関
するお問合せが急増することが予想されます。
このお問合せ受付窓口（コールセンターなど）
で対応を行う臨時職員などの勤怠管理を効
率的に行うことができるシステムです。

カード発行予約受付
カード発行予約受付システム
マイナンバーカードの受領予約を受け付ける総合システム
です。コールセンター経由の受付、ネットからの空き検索、受
付予約にも対応し、受取窓口混雑の緩和をご支援します。
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Service

庁舎空間
計画・構築

業務端末管理システム
● ASSETBASE セキュリティエディション
● ASSETBASE ログ管理

詳しくは裏面をご覧ください 

マイナンバー業務端末における情報漏えいなどのセ
キュリティリスク対策に、高い効果を発揮するIT資産管
理システムです。

IC カード式入退室管理システム
　　　　　　　 デイリACE

ICカード入退室管理システ
ムです。登録者のICカードで
施錠開錠できます。開閉履
歴も確認できセキュリティの
強化となります。

マイナンバー対応マルチ記帳台
マイナンバーカードの情報を読み取
り、申請書記入の手間を省力化す
ることで住民サービスの向上を支
援する全く新しいコンセプトの記
帳台です。申請書の様式追加、変更
が簡単に可能です。

お問合せ受付窓口業務効率化
FAQシステム
カードの交付や制度の開始に伴い、お客様より制度に関す
る多くのお問合せが寄せられます。このお問合せ内容を記
録・共有することで、効率的かつ精度の高い回答を可能に
する、コールセンター向けシステムです。

ワイヤレスプレゼンテーション
ClickShare

詳しくは裏面をご覧ください 

会議室予約運用システム
Smart Rooms

詳しくは裏面をご覧ください 

モニタリング
サーバールームには個
人情報を含む機密情報
が多く存在します。室内
をモニタリングし、サー
バールームに異常がな
いか、リアルタイムで監
視することで、抑止効果
を高めます。

会議効率化電子ボード
SMART Board

詳しくは裏面をご覧ください 
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指静脈入退室管理システム
指静脈による入退室管
理システムです。鍵やパ
スワードと違い、なくした
り盗まれたりする事が
なく、生体内部の指静脈
パターンを照合するた
め指紋などに比べ耐偽
造性に優れています。

地方自治体に特化した基幹業務システム導入や情報ネットワークシステムの設計・構築から地方自治体に特化した基幹業務システム導入や情報ネットワークシステムの設計・構築から

ファシリティ、庁舎・窓口レイアウトの設計など、長年全国の地方自治体職員や来庁する住民を見つめてきた内田洋行。ファシリティ、庁舎・窓口レイアウトの設計など、長年全国の地方自治体職員や来庁する住民を見つめてきた内田洋行。

そんな内田洋行がマイナンバーに合わせてご提案するのは、セキュリティを高めながら、そんな内田洋行がマイナンバーに合わせてご提案するのは、セキュリティを高めながら、

そこで「働く人」「訪れる人」の誰もが便利で使いやすい空間です。そこで「働く人」「訪れる人」の誰もが便利で使いやすい空間です。

マイナンバーに必要なセキュリティを熟知し、地方自治体に役立つ全てをマイナンバーに必要なセキュリティを熟知し、地方自治体に役立つ全てを

ワンストップでご提供可能な内田洋行だからこそできる、そんなマイナンバー対策をご提案します。ワンストップでご提供可能な内田洋行だからこそできる、そんなマイナンバー対策をご提案します。

ヒト、コト、モノ。ヒト、コト、モノ。
地方自治体の全てを見つめたマイナンバー対策。地方自治体の全てを見つめたマイナンバー対策。

Service

ネットワ－－ク
基盤システム
設計・構築

マイナンバーカード・
個人情報ファイル収納耐火金庫
　　　　  ストロング UKCJ

マイナンバーカード・個人情報ファイ
ルを保管する耐火金庫です。耐火・
防盗性能を有しており、施錠開錠は
管理者のICカードで実施し、開閉履
歴も確認できます。

個人情報ファイル収納ロッカー
SECURAGE®NS
個人情報ファイルを保管する収納庫です。管理者
のICカードで施錠開錠し、開閉履歴も確認でき
るのでセキュリティの強化となります。

ICカードとテンキーを搭載し、セキュリ
ティを強化したタイプもございます。

個人ロッカー
パーソナルロッカー

特定個人情報や重
要なデータが存在
するサーバールー
ムに入室する際、持
ち込みが禁止され
ているスマートフォ

ンなどの私物電子機器を、サーバー
ルームの外で保管するためのロッ
カーです。

防犯カメラ
サーバールームには個
人情報を含む機密情報
が多く存在します。監視
カメラシステムは人の入
退室を感知し、画像や映
像を記録。サーバールー
ムに出入りする職員や
業者を管理します。
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LGWAN

INTERNET

INTERNET

マイナンバー窓口・総合窓口レイアウト構築 /庁舎空間計画・構築

自治体運営の拠点となる庁舎は、そこで働く職員や訪れる住民など、多くの人々が集い、つ

ながり合う場でもあります。マイナンバー制度が始まり、マイナンバーカードの交付が集中

する平成28年1～3月には、人口の7～8%にあたる住民が窓口に集中し、さらに交付手続

には1人あたり10分以上の時間を要するため、窓口の混雑はかつてないものとなることが

予想されます。そのため、マイナンバー制度に対応する窓口レイアウトの設計・構築は全て

の地方自治体にとって急務となります。全ての住民が利用しやすく、また職員が働きやすい

環境を創ることで、より快適な住民サービスを受けられる、空間づくりを実現するために、

内田洋行は多面的な分析や、将来を見据えた空間計画により、総合窓口レイアウト構築から

庁舎空間の設計までを幅広くご提案します。 長岡市役所様

人と人とをつなぎ、誰にとっても
心地いい庁舎の空間づくりをお手伝いします。

マイナンバー制度に対応するネットワークでは、自治体中間サーバー・プラットフォームへの接続や特定個人情報へのアクセス制御が非常

に重要な要件であり、総合的な対策が必須事項となります。当社では、現状のネットワークアセスメントの上、マイナンバー制度への対応に

向け、既存ネットワークの統合やきめ細かなアクセス制御を行い、高度なセキュリティ対策を実施します。

マイナンバー制度に対応したネットワーク・セキュリティ対策。

ネットワ－－ク基盤システム設計・構築Service

Service

基幹系ネットワーク

情報系ネットワーク

中間サーバー
プラットフォーム

LGWANセグメント
●LGWANサーバー　●LGWAN用FWなど

クラウドサービス群

MDM

モバイル端末

情報系
セグメント

中間サーバー
プラットフォーム
接続セグメント

認証サーバー

●サンドボックス
●振る舞い検知
●ネットワーク監視

●番号連携サーバー
●中間サーバープラットフォーム用FW
●ウィルス対策
●ログ管理など

アカウント管理 SSO認証

地域によって異なる特性、特長を反映した
唯一無二の空間計画

住民サービスを

提供する「窓口周

り」を中心に多面

的に調査を行うこ

とで、各自治体に

よって異なる課題

や問題点を顕在化

させ、より地域に寄

り添った親しみや

すい庁舎空間を計

画、構築します。

また、庁舎を利用する住民の視点だけではなく、サービスを提

供する職員の視点、業務推進の視点からみた庁舎空間のあり

方にも重点をおいた総合力の高い空間計画を行います。

多面的な調査・分析～計画へのプロセス

法改正や業務・組織の変更に加えて、住民の

ニーズの変化などに対して、大きなコストや時

間をかけることなく、スムーズに用途に合った

空間へと可変する機能的な窓口空間及び執

務空間を計画します。

様々な要因で変化していく
環境にフィット

継続可能な空間計画

「使える人を増やす」
というユニバーサルデザイン思想

多くの方の使いやすさを犠

牲にした「一部の人の為だ

けの使いやすさ」ではなく、

公共の場を利用する「子ど

もから高齢者、障がいを持

つ方や外国人など、できるだ

け多くの人が使いやすく」と

いうユニバーサルデザイン

の視点から、実際の使いや

すさの検証に基づいた空間

計画により、住民にとっても、

職員にとっても魅力ある空

間を実現します。

ユニバーサルデザイン

リモートアクセス
（VDI）

基幹系サーバー群 クライアント端末

シンクライアント（VDI）仮想化技術 サーバー運用管理
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管理者

●各種レポート閲覧と台帳管理
●リモートコントロール
●ソフトウェア配布
●パッチ配布
●デバイス制御　　など

C センター
PCクライアント

B 研究室
PCクライアント

A 部局
PCクライアント

データセンター

IT資産管理
データベース

SaaS型 オンプレミス型

プライベートクラウド型
ご利用形態を選択できます。

※ スタンドアロン（ネットワーク非接続）
PCスキャンも可能です。

● Web管理台帳（PC台帳、ソフトウェア台帳、ライセンス管理台帳など）
●管理コンソール

インベントリ
収集

ソフトウェア
ライセンス管理

レポート＆
ダッシュボード

SAMエディション1
POINT

現状把握と見える化、ソフトウェア資産
管理、セキュリティレポートなどのIT資
産管理の基本をサポートします。

電源管理
ソフトウェア
配布

リモート
コントロール

マネジメント・エディション2
POINT

※SAMエディションの機能を包含します。

PCの効果的な利活用ライフサイクル
管理を支援し、お客様のIT投資効果
を最大限に高めます。

パッチ配布 デバイス制御 実行禁止

セキュリティ・エディション3
POINT

OSの脆弱性を狙った攻撃や情報漏
えいなどのセキュリティリスクの検知・
予防をサポートします。
※SAMエディションの機能を包含します。

ファイル操作、URLアクセス、PC起動
停止などの管理をサポートします。

PC操作ログ管理4
POINT

マイナンバー業務端末における情報漏えいなどのセキュリティリスク対策に、
高い効果を発揮するIT資産管理システムです。

業務端末管理システム

eラーニング情報セキュリティ意識向上

マイナンバー制度の施行により、地方自治体職員は従来よりもさらに高い

セキュリティ意識を求められます。そんな自治体職員が、庁内・自宅など、

いつでもどこでも効率的に、セキュリティに関する学習を行える、高品質な

eラーニング環境をご提供します。各自治体のニーズに合わせた、教材コ

ンテンツの開発から利用環境の構築まで、トータルにサポートします。

職員の情報セキュリティ意識をさらに高める、
eラーニング環境構築を支援。

学習者
庁内、自宅、遠隔地･･･場
所や環境にとらわれない
効率的な学習が可能。

成績管理
進捗状況、理解度、試験成
績の把握が可能。

教材作成
お客様に合わせたオリジ
ナル教材作成のための教
材開発環境のご提供。

インターネット・イントラネット

eラーニング・サーバー

パッケージ教材 カスタム教材

お問い合わせ先 〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

※当カタログ掲載商品の価格・仕様は、諸般の事情により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■商品についてのお問い合わせは お客様相談センター フリーダイヤル 0120(077)266

内田洋行の提供する、知的生産性を向上させるオフィスソリューションをご覧ください。

http://office.uchida.co.jp 内田洋行　オフィス 検 索

ワークスタイル変革ソリューション

セキュリティを高めることはもちろん、職員が効率的に働きやすい空間づくりを支援し、
ワークスタイルを変革するソリューションです。

会議室予約運用システム
Smart Rooms

会議室の「カラ予約」を撲滅！
Smar t Roomsなら利用し
ていない会議室は自動的に
キャンセルされ他の人が利
用可能に。クラウド型サービ
スによりスピーディーな導入
が可能で、会議室や施設の有
効活用を支援いたします。

会議効率化電子ボード
SMART Board

直感的な操作や遠隔
地リアルタイムコミュニ
ケーション、多彩なソフ
トウェア連携で、世界
No.1シェアを誇る電
子情報ボードです。情
報の共有・可視化、そし
て迅速で的確な意思
決定を支援します。

ワイヤレスプレゼンテーション
ClickShare

インストールや設定が一切
不要、ワンクリックで議論を
加速させるワイヤレスプレゼ
ンテーション機器です。ボタ
ンを押すだけで誰でも簡単
に会議に参加でき、効率的な
新しい会議スタイルを提供し
ます。iOSやAndro idにも対
応しています。

DS・3726-1・1507Pn30WA
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