
いかなる形式でも本紙の一部または全部の複
製、および無断転載をお断りいたします。内容
は2022年11月現在のものです。お断りなしに
変更することがあります。
2022.11.1

〒160-0022  東京都新宿区新宿四丁目3番地17号
FORECAST新宿SOUTH 6F
TEL 03-3350-4612 
URL https://www.dnp.co.jp/group/
      dnp-idsystem

自治体様向け

DNPの業務効率化ソリューションのご案内



DNPの業務効率化ソリューション

安全運転管理サポートシステム (VD-3)

安全運転管理アプリケーションmamoru

安全運転管理サポートシステム（VD-3）

　DNPアイディーシステムは自治体様向けに業務効率化ソリューションを展開しております。　DNPアイディーシステムは自治体様向けに業務効率化ソリューションを展開しております。

　「2023年3月末までにほとんどの国民がマイナンバーカードを取得し
ていること」という政府目標が掲げられ、各自治体様ではマイナンバー
カード申請サポートを実施し、交付率100％を目指しております。より
効率的な申請サポートを行うためのツールとして多くの自治体様に選ば
れているマイナンバーカード申請補助端末「マイナ・アシスト  ２」を
はじめ、今後増加が見込まれるマイナンバーカード等の追記業務を安全
に、素早く、きれいに印字可能な「DNP券面プリントシステム」をご紹
介します。

　「2023年3月末までにほとんどの国民がマイナンバーカードを取得し
ていること」という政府目標が掲げられ、各自治体様ではマイナンバー
カード申請サポートを実施し、交付率100％を目指しております。より
効率的な申請サポートを行うためのツールとして多くの自治体様に選ば
れているマイナンバーカード申請補助端末「マイナ・アシスト  ２」を
はじめ、今後増加が見込まれるマイナンバーカード等の追記業務を安全
に、素早く、きれいに印字可能な「DNP券面プリントシステム」をご紹
介します。

　2022年4月に道路交通法施行規則が改正され公用車などの運転前後
に、安全運転管理者が酒気帯びを含めた運転者の状態を目視で確認。
その記録を1年間保存することが義務付けられました。これらの業務を
運用にあわせてシステム化できる「安全運転管理サポートシステム
(VD-3)」「安全運転管理アプリケーションmamoru」をご紹介します。

　2022年4月に道路交通法施行規則が改正され公用車などの運転前後
に、安全運転管理者が酒気帯びを含めた運転者の状態を目視で確認。
その記録を1年間保存することが義務付けられました。これらの業務を
運用にあわせてシステム化できる「安全運転管理サポートシステム
(VD-3)」「安全運転管理アプリケーションmamoru」をご紹介します。

住民窓口向け住民窓口向け 管財課向け管財課向け
マイナンバーカードの申請・
交付後の追記業務をサポート
マイナンバーカードの申請・
交付後の追記業務をサポート

法改正で義務化される公用車運転前後
のアルコールチェック業務をサポート
法改正で義務化される公用車運転前後
のアルコールチェック業務をサポート

DNPマイナンバーカードオンライン申請補助端末
マイナ・アシスト    2

DNPマイナンバーカードオンライン申請補助端末
マイナ・アシスト    2

【アルコール検知器システム　事業所設置型 (PCタイプ)】【アルコール検知器システム　事業所設置型 (PCタイプ)】

DNP券面プリントシステムDNP券面プリントシステム 【アルコール検知器システム　直行直帰型 (スマホタイプ)】【アルコール検知器システム　直行直帰型 (スマホタイプ)】

✔

✔ 販売累計台数：販売累計台数：

マイナンバーカード交付率増加に
伴い、増加傾向にある
追記業務をサポートします。

マイナンバーカード交付率増加に
伴い、増加傾向にある
追記業務をサポートします。

✔ 時間や場所を問わず運転前後の
アルコールチェック、体温測定の
記録をサポートします。

時間や場所を問わず運転前後の
アルコールチェック、体温測定の
記録をサポートします。

✔

“誰でも・素早く・簡単に”
タブレット 1台でマイナンバーカード
申請サポートができます。

“誰でも・素早く・簡単に”
タブレット 1台でマイナンバーカード
申請サポートができます。

約 2,200 台約 2,200 台

免許証確認・アルコールチェック・
点呼記録簿の自動作成
免許証確認・アルコールチェック・
点呼記録簿の自動作成✔

✔ 重要物管理機                      　　との接続で、
車の鍵・ガソリンカード等の
厳重な持ち出し管理に対応

重要物管理機                      　　との接続で、
車の鍵・ガソリンカード等の
厳重な持ち出し管理に対応

（オプション）

®

®
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Point
■オプション■オプション

■ その他のオプション一覧■ その他のオプション一覧
USBカメラ /有線LANアダプター / USBハブ/ポート拡張ユニット / ID確認システムPROUSBカメラ /有線LANアダプター / USBハブ/ポート拡張ユニット / ID確認システムPRO

■マイキーIC用リーダー（NFCリーダー）■マイキーIC用リーダー（NFCリーダー）

マイナ・アシスト 2を使った＋αの補助サービスに最適！
マイナポイントの申込みや健康保険証利用の申込みにご利用いただけます。
マイナ・アシスト 2を使った＋αの補助サービスに最適！
マイナポイントの申込みや健康保険証利用の申込みにご利用いただけます。

※ID確認システムPROに付属するIDドキュメントリーダーでもマイナポイントの申込みや健康保険証の申込みが可能です。
※マイナポイントや健康保険証利用の申込みに必要なツール（ソフトウェア）は、お客様にて「マイナポイントの予約
　（マイキープラットフォーム）」や「マイナポータル」から最新版をダウンロードしていただく必要があります。

※ID確認システムPROに付属するIDドキュメントリーダーでもマイナポイントの申込みや健康保険証の申込みが可能です。
※マイナポイントや健康保険証利用の申込みに必要なツール（ソフトウェア）は、お客様にて「マイナポイントの予約
　（マイキープラットフォーム）」や「マイナポータル」から最新版をダウンロードしていただく必要があります。

製品紹介

マイナ・アシスト 2

DNPマイナンバーカードオンライン申請補助端末

マイナ・アシスト 2

®

®

※マイナ・アシストはDNP大日本印刷の登録商標です。※マイナ・アシストはDNP大日本印刷の登録商標です。
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マイナンバーカード申請サポートは官民で
タッグを組んで実施

　小平市様は 2022 年 1 月からマイナンバーカード申請サ
ポートの一部業務を民間企業に委託しています。申請サポー
トを民間企業に委託することになった経緯やそこでマイナ・
アシスト２を活用することになった経緯についてお聞きし
ました。

窪田様
　「小平市では、2021 年 4 月に障がい者施設で実施した申
請サポートを皮切りに、市の職員によるマイナンバーカー
ド申請サポート業務に力を入れてきました。2021 年の秋
ごろからさらに注力していこうと考え、スーパーや公共施
設、警察署、携帯ショップなどあらゆる場所に出向いて、
出張申請サポートを行ってきました。11 月の平日に実施し
た市内のスーパーでの出張申請サポートでは、コロナ禍と
いうことを考慮して事前告知はせず、当日チラシを配った
だけでしたが、それでも 2 時間で 20 人ほどの方に集まっ
ていただけました。そのため、さらなる利用者の増加を狙い、
12 月には、日曜日にスーパーで出張申請サポートを開催し
たところ、予約枠が数日で埋まり、当日には 138 人もの方
が訪れてくださいました。

この時期はデジタルカメラで顔写真を撮影し、プリンター
で顔写真を印刷、顔写真を切り取って貼り付ける方法で申
請サポートを行っており、7 ～ 8 人の職員で対応していま
したが人手が足りず増員しなければならない日もありまし
た。毎回職員を複数名動員しますと、庁内業務に影響して
しまうこともあり限界を感じていました。しかし、申請サ
ポートを希望する市民は多く、職員としても何とか実施し
ていきたいと考えていました。そうした課題に対して、引
き続き職員によるマイナンバーカードの申請サポート業務
も実施していきますが、課題を解決するためにも民間企業
に委託することを決めました。」

" 官民でタッグを組む " ことのメリットとは︖
小平市の効率的なマイナンバーカード申請サポートをご紹介

東京都小平市様
「2023 年 3 月末までにほとんどの国民がマイナンバーカードを取得していること」という政府目標が掲げら
れており、 目標達成に向けた施策の一つとして多くの自治体でマイナ・アシスト２を活用した申請サポートを
実施していただいております。
今回取材にご協力いただいた東京都小平市様では、2022 年 1 月から民間企業と協力してマイナンバーカード
申請サポートを行っています。申請サポート業務を委託したきっかけや委託後の申請サポートの評判などをお
うかがいしました。

（2022 年 4 月 8 日取材）

窪田様
　「小平市では、本庁舎及び出張所に常設している申請サ
ポートブースで申請時来庁方式による受付を行うだけでな
く、出張申請会場でも、職員が本人確認を実施し、暗証番
号設定依頼書をその場で記入してもらうことで、マイナン
バーカードを自宅で受け取れる「出張申請受付方式」でも
受付けています。本人確認など職員でしか対応できないこ
と以外の業務を委託することで、職員も少人数動員するだ
けで良くなり、業務の効率化はもちろん、それまで出張申
請実施時に手薄になりがちであった庁内業務も滞りなく遂
行できるようになりました。また、実際のマイナンバーカー
ドの申請に関してはマイナ・アシスト２を利用したオンラ
イン申請方式で実施しています。

市販品のタブレットと Wi-Fi を使えばオンライン申請サ
ポートの環境を整えることはできますが、メールアドレス
を登録し、申請受付事業者（以下、J-LIS）から送信され
たメールから申請ページにアクセスする必要があり、どう
してもタブレットを操作する時間が長くなってしまいま
す。しかし、マイナ・アシスト２であれば申請書の二次元
バーコードを読み取るだけで申請を進めることができるの
で、メールアドレス登録の手間が解消されます。これによ
り申請時間を大幅に短縮でき、その分多くの市民の申請受
付ができています。」

小平市　市民部市民課　窓口担当　窪田様

小平市の効率的なマイナンバーカード
申請サポートをご紹介︕

　出張申請サポートを実施する時は、密によるコロナ感染
拡大防止とマイナ・アシスト２で申請する時に必要な二次
元バーコード付交付申請書を準備するため原則事前予約制
にしています。

窪田様
　「申請サポート開始当初は、効率的な申請サポート方法の
確立や出張申請会場の調整、綺麗に写真が撮影できる場所
の確保、申請後の案内方法等様々な問題に直面することが
ありました。ですが、手続き時間をさらに短縮できるよう
に市民の方に提出いただく書類に、あらかじめ市民の情報
を印字しておくことで記入項目を最小限にし、申請時の利
用規約確認について事前に案内するなど、細部にわたり運
用を工夫していきました。その結果、今では記入していた
だく事項や説明事項が多い申請時来庁方式でも 10 分程度
で申請が完了できるようになりました。」

小平市のマイナンバーカード出張申請フロー

小平市側の事前準備
①二次元バーコード付交付申請書の出力
②提出が必要な書類（通知カード紛失届、暗証番号設

定依頼書等）にあらかじめ氏名や住所等の情報を印
字して出力

市民側の事前準備
①コールセンターで予約する

※予約時に当日持参する書類の確認
（本人確認書類・ 通知カード・住民基本台帳カード）

予約ありの場合の申請フロー
※一人当たりの所要時間約 10 分

①本人確認（職員）
②マイナ・アシスト２で申請（委託）
③マイナ・アシスト２で申請内容の控えを印刷（委託）

申請が完了した証明として交付
④申請書への記入案内（委託）

※事前に住所や氏名などの 4 情報を印刷した各種
書類を準備しておき、市民は署名欄のみ記入

⑤マイナンバーカードの概要や利用方法、申請サ
ポート利用後の案内（委託）

予約なしの場合の申請フロー
※一人当たりの所要時間約 20 分

①本人確認（職員）
②手書き用の申請書であり、個人番号の補記が必

要となるため
③デジカメ + フォトプリンターで顔写真撮影と印

刷（委託）
④申請書への記入案内（委託）、市民が手書き申請

書へ記入
⑤手書き申請書へ顔画像の貼り付け（委託）
⑥マイナンバーカードの概要や利用方法、サポー

ト利用後の案内（委託）、案内用紙を作成し、申
請後の流れをわかりやすく説明

⑦申請書送付（職員）後日、手書き用の申請書に
個人番号を補記し郵送

窪田様
　「通常のタブレットでオンライン申請をする場合は、申請
の完了通知が登録したメールアドレスに届きますが、マイ
ナ・アシスト２だとメールアドレスの登録がないため、申
請完了メールは届きません。そのため小平市では、マイナ・
アシスト２で申請完了していることを案内するため、マイ
ナ・アシスト２の申請完了画面右下の「申請内容を印刷」
ボタンを押して、用意したプリンターでカラー印刷してい
ます。市の保管用と市民の控え用で２枚出力していますが、
カラー印刷にすることでどんな写真で申請したかわかりや
すいため、市民の方にも安心して申請を行っていただけて
います。」

「現時点（取材時2022年4月8日）での情報にはなりますが、
オンライン申請は、2、3 日で J-LIS が申請を受付けると言
われているのに対して、紙での申請は１～ 2 週間くらいか
かると言われています。マイナンバーカードを作りたいと
いう方の中には、お急ぎの方もいますし、申請したのに交
付通知書がなかなか届かないと「どうしたんだろう」と不
安になる方もいらっしゃるので、小平市としては少しでも
カードを早く届けるためにオンライン申請を採用していま
す。

ここがポイント︕
マイナ・アシスト２では、プリンターに接続すれば
申請内容の控えを印刷できます。
申請完了画面の「申請内容を印刷」をクリックし、
別途プリンターを接続して控えを印刷します。

小平市　市民部市民課　窓口担当　窪田様

導入事例

また、申請サポートを実施していると『マイナンバーカー
ドの申請ってこんな簡単にできちゃうんだ』という声を多
くいただきます。マイナンバーカードの申請をするために
は申請書に必要事項をたくさん記入しないといけないと
思っている方や、そもそもマイナンバーカードを作ること
が億劫だと感じている方も多いらっしゃるので、申請サポー
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マイナ・アシスト２の申請完了画面 （例）申請内容の控え
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東京都小平市様

導入事例

トなどを実施してマイナンバーカードを気軽に申請できる機会を増やすことはもちろん、マイナ・アシスト２のようなツー
ルを用いる等、市民の立場になって運用を日々見直していくことは非常に重要だと感じています。」

DNP券面プリントシステムマイナ・アシスト2 安全運転管理アプリケーション mamoru・安全運転管理サポートシステム (VD-3)

マイナ・アシスト２を導入してみて良かった点や改善できたこと

申請手続時間の短縮
　従来の紙での申請方法では、顔写真撮影から申請書の記入が完了するまで15分程度要していましたが、マイナ・ア
シスト２の申請では、申請時間を約5分程度に短縮できたため、短縮した時間をマイナンバーカードの活用方法の案内
に割くことが可能になりました。申請時来庁方式で申請を行った場合、カードが届くのを待つことになりますが、申請
後の説明を丁寧に行うことでマイナンバーカードへの理解を深めていただくことができます。マイナンバーカードの利
用方法や交付後の問合わせが減っていると感じています。

申請書の記入内容の不備確認・J-LISへの送付作業が不要
　以前、申請用紙に顔写真を貼り付ける方法で申請サポートを実施していた時は、受付後に署名が漏れていないか、情
報の記入に誤りがないかなどを確認して J-LISに申請書を郵送する作業が毎日発生していましたが、マイナ・アシスト
２を用いることで、オンライン申請で受付けることができるようになったため、受付後の事務処理を大幅に削減するこ
とができました。

申請の手軽さの向上 
　マイナ・アシスト２を用いたオンライン申請であれば、市民側としては利用規約の同意及び申請ボタンの押下だけで
申請が完了するため、とても簡単に申請できたとの声を多くいただいています。

マイナ・アシスト２で申請する様子

マイナンバーカード出張申請サポート、
市民と自治体それぞれのメリットとは︖

窪田様
　「出張申請サポートを実施すると『申請が面倒で今まで
カードを作っていなかったが、申請サポートを利用したら
思ったより申請が簡単だった』や『小さい子供の顔写真撮
影方法がわからなかったので、申請サポートを利用できて
よかった』などの声をいただくことが多く、市民の皆様に
非常に喜んでいただけるサービスであることを実感してい
ます。
また、出張申請でも申請時来庁方式で受付を行えば、市役
所の窓口に再度来庁していただく必要がないというメリッ
トもあります。

マイナンバーカード交付特設会場の案内

市民に寄り添ったマイナンバーカード
申請サポートを

窪田様
　「今後マイナンバーカードの交付率を伸ばしていくために
は、出張申請サポートを積極的に実施するなど、窓口で市
民の方が来ていただくのを待つのではなく『自治体が地域
に出向いて市民の方に申請を促す』といった営業活動のよ
うな取組みが不可欠だと考えています。その一環として小
平市では毎週の市内にある公共施設への巡回や、毎月1回
日曜日にスーパーや商店街での出張申請サポートを開催し
ています。

出張申請サポートでは、毎回多くの方が申請に来ていただ
いている一方で、行政のサービスを知る機会が市報等に限

東京都小平市様データ

人口︓ 195,014人（2022年4月1日現在）
マイナンバーカード申請サポート業務を2022年1月
から民間企業に委託
マイナ・アシスト２を5台利用
取材にご協力いただいたご担当者様︓
　小平市　市民部市民課　窓口担当　窪田様、片嶌様、宮崎様

小平市　市民部市民課　窓口担当
片嶌様（左）、宮崎様（中）、窪田様（右）

マイナンバーカード申請を案内するチラシ 

一方、自治体としても交付時の職員の対応時間を大幅に短
縮できるというメリットがあります。例えば、小平市の場合、
1日に最大100人分、申請時来庁方式で受付したマイナンバー
カードの交付処理を行いますが、職員は暗証番号の設定作
業に慣れているので、1時間程度で完了します。しかしこれ
がすべて交付時来庁方式だった場合、交付に1人当たり 15
分程度かかるとしても1日に100人分を交付するのは人手
がいりますし、なかなか骨が折れる業務です。マイナンバー
カードを交付する際の対応時間を大幅に短縮することがで
きたとともに、窓口の混雑解消にもつながっているため、出
張申請サポートは市民・自治体双方が WIN-WIN になると
感じています。」

られているため、市から発信する情報の周知方法も大きな
課題だと感じています。申請サポートを実施していること
を多くの市民に周知するためには、市報だけでなく、地域
の自治会へのポスターの掲示やチラシのポスティングなど
さまざまな広報ツールを駆使しながら、丁寧に広報活動し
ていくことも重要だと考えます。地道ではありますが、市
民の皆様が日常生活の中で小平市と関わる機会が少しでも
増えるように取組んでいます。マイナンバーカードは赤ちゃ
んから高齢者までの全世代が対象となりますので、今後も
チャレンジを繰り返しながら、市民の方が便利だと感じて
いただけるサービスを展開していきたいと考えています。」
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コロナ禍でも市民、職員が安心感を抱ける
申請サポートサービスが提供可能に︕
厚木市でマイナ・アシスト ２を使った実証実験を実施

神奈川県厚木市様

今回、厚木市役所様にマイナ・アシスト２を約 1 か月間ご利用いただき、新たに搭載した USB カメラ
の接続機能を活用した窓口での申請サポートの実施方法について検証していただきました。

（2021 年 8 月 3 日取材）

厚木市役所 加藤様（左）、相原様（右）

導入事例

マイナポイントの付与対象となるマイナンバーカード
の申請受付が終了した今、申請は “大幅に減少”

　国の消費活性化策として始まったマイナポイント事業で
すが、結果としてマイナンバーカードの交付率向上にも寄
与しました。実際にマイナポイント事業が始まった 2020
年 9 月 1 日時点の交付率は 19.4％でしたが、現在は36％

（2021年8月1日時点）と約1年で大幅に伸長しています。
しかし、マイナポイントの付与対象となるマイナンバーカー
ドの申請受付が終了した4月末以降、自治体様から「新規
申請数が減った」という声をよく耳にするようになりまし
た。

加藤様
　「厚木市においても例にもれずマイナポイント事業の実施
期間は交付枚数も急激に増加、交付業務については作業が
追い付かず、逼迫した状況でした。
しかし、5月以降、新規申請件数は大幅に減ったため、6月
頃には交付業務も落ち着き始め、今度はどうやって新規申
請数を伸ばしていくかが課題に挙げられるようになってき
ました。」

本当に今よりも簡単に、素早く申請サポートが
実施できるのか、試してみたい

相原様
　「現在（取材時︓2021年8 月3日）、厚木市民のマイナン
バーカードの申請率は 40％を超えていますが政府目標に
はまだまだ足りていません。マイナポイント事業が終わっ
た今、待っていても申請は来ませんので攻めの姿勢で積極
的にマイナンバーカードの申請サポートを実施しようとい
う方針ではいましたが、もともと厚木市で申請サポートを
実施する際に利用していた端末を使うだけでは効率的な申
請サポートの実施は難しいと感じていました。というのも、
この端末の場合、二次元バーコードを4倍に拡大して読み
込み、端末のインカメラで顔写真を撮影する必要があった
ため、受付からお帰りいただくまで 1 人当たり 30分以上
かかってしまっていたからです。また、申請画面を進めて
いくためにはメールアドレスなどいくつかの項目を入力し
なければならず煩雑で、申請サポートを担当できる職員も
限られていました。」

加藤様
　「そんな中、DNPアイディーシステム小鉢さんよりマイナ・
アシスト２の販売開始のお話と、実証実験のお話をいただ
きました。厚木市としては、今までの方法と比較してどれ

感染症対策を施している交付ブースを活用
「USBカメラを使った顔写真撮影」

ここがポイント︕
厚木市様のマイナ・アシスト 2 の利用環境

申請用ブース : (左) 職員様目線・(右) 申請者様目線

　厚木市様では、本実証実験結果を踏まえて、マイナ・ア
シスト 2 を４台導入することが決定しました。

実際にマイナ・アシスト２を使ってみて
わかったこと

加藤様
　「マイナ・アシスト２は申請書IDを二次元バーコードで
読み取って申請ボタンを押下するまで画面に沿ってボタン
を押すだけなので操作が非常に簡単です。そのため今では
職員の誰もが申請サポート業務を実施可能になりました。
実証実験期間中は、申請書IＤの再交付が必要な方や、マイ
ナンバーカードのサインパネル領域が満欄になってしまっ
た方を対象として平均1日10人ほどに対して申請サポート
を実施していましたが、申請サポートの方法が簡単になっ
たので、職員としても市民へ自信をもって案内できるよう
になったと感じています。
また、マイナ・アシスト２であれば当日の申請件数と直近
７日間の各日の申請数を確認することができます。実証実
験期間中は声掛けを行った人に対して実際に申請サポート
を利用した人の割合を算出していたので、この申請件数の
カウント機能が非常に役立ちました。」

マイナポイント事業が終わった今、
攻めの姿勢が大切

　厚木市では、今後マイナ・アシスト２を本格的に導入し
た際にはマイナンバーカード以外の手続きで来庁した市民
の方に対しても積極的に申請サポートを実施する予定です。
さらに、庁舎内にとどまらず商業施設、公民館に出向き、
市民の生活圏により近づいて申請サポートを実施すること

神奈川県厚木市様データと検証場所・時期など

検証場所︓神奈川県厚木市役所　本庁舎１F

導入期間︓2021年 7月～同年8月末まで

台数︓1 台

申請サポート方法︓交付時来庁方式

取材にご協力いただいたご担当者様︓
　厚木市役所　市民健康部　市民課　相原課長、加藤様

くらい申請にかかる時間を短縮できるかを体感してみたく、
実証実験に協力することにしました。」

　厚木市様でのマイナ・アシスト２の実証実験は、普段マ
イナンバーカードの交付会場として利用されている本庁舎
1 階の特設ブースの一角で行われました。交付ブースは全
4 席ありそれぞれ仕切りで区切られた半個室状になってい
るだけでなく、市民と職員の間に透明なパーティションが
設置されているため、感染症対策がしっかりととられてい
ます。申請に必要な顔写真撮影の際はマイナ・アシスト２
より追加された新機能である USBカメラ（オプション）接続
機能を活用し、パーティション越しでの顔写真撮影を実施
していました。なお、交付の希望者が多いときは交付ブー
スとして利用し、申請サポートの利用希望があった際には
申請サポートブースとして利用するなど、スペースが限ら
れる中うまく切り替えながら対応されています。

加藤様
　「USBカメラが接続できることによって、飛沫対策として
職員と市民の間に設けているパーティション越しに顔写真
の撮影ができます。そのため、コロナ禍ではありますが市
民にとっても職員にとっても安心感のある中で申請サポー
トを実施できているように感じています。」

厚木市役所 加藤様（左）、相原様（右）

も検討しているといいます。

相原様
　「マイナ・アシスト２を利用することによって、職員も自
信をもって申請サポートの利用を市民に促せるようになり
ました。結果として良いサービスが提供できていると実感
しています。ですので、是非とも市民の皆様全員にマイナ
ンバーカードを持っていただけるように、“申請を待つ” の
ではなく職員が積極的に前に出ていく “攻めの姿勢” を大
切にして、申請していただきやすい環境を構築していきた
いと思っています。」
厚木市では、政府目標達成に向け、80 件/日の申請サポー
トを実施していく予定です。

1件あたりの申請時間短縮で業務スケジュール
が容易に

2021年10月︓4 台
2022年 8月︓2 台追加
(2022年10月時点情報 )

実証実験を終えて、厚木市様の導入台数状況

加藤様
　「今回実際に利用してみて、今までの方法に比べて 1/5
の時間で申請が完了できることがわかりました。厚木市で
は、交付円滑化計画に沿ってスケジュールを組んでいるの
ですが、１人当たりにかかる申請サポートの時間が短くな
ることによって１日に対応できる人数も多くなるため、費
用をかけてでもマイナ・アシスト２を導入したほうがメ
リットがあると考え導入を決めました。」

なお、厚木市様では今回導入するにあたって、【マイナン
バーカード交付事務費補助金】を活用する予定だといいま
す。

®
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製品紹介

DNP券面プリントシステム

自治体窓口における、住民の転入・転居などによるマイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書

住民基本台帳カードの記載情報を変更する追記業務をサポート

DNP券面プリントシステム

転入・転居、氏名変更などによる各種カードの追記を効率よく、キレイに印字︕
追記内容の誤字や書き間違い、はみだしなど手書きの煩わしさから解放されます。
マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードに対応します。

印字後のインクリボンに残る個人情報を識別
しにくくする機能を新たに搭載しました。

溶融型（インクリボン方式）なので、印字
後すぐに交付が可能です。インクジェット
方式（液体を用いた印字）ではないため、
乾燥までの時間が不要です。

1行に2倍の文字を印字できる2行印字サポート機能により、マイナンバーカードなどサイン
パネル領域の行数が少ないカードに多くの文字を印字することができます。

インクリボン方式を採用高品質安心 便利

券面プリントシステムは、業務フローや設置環境などにあわせ3タイプからお選びいただけます
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清瀬市　市民課　並木様（左）、須田様（右）

導入事例

マイナンバーカードの交付率が増加することで、自治体窓口での転入・転居、氏名変更によるマイ
ナンバーカードの追記業務も増加すると予想されます。
今回取材にご協力いただいた東京都清瀬市様（以下、清瀬市様）では、2020 年 10 月から DNP
券面プリントシステム一体型をご導入いただいております。導入後の感想や気に入っていただいて
いる機能、具体的な活用方法などについておうかがいしました。

（2022 年 6 月 17 日取材）

今後増加する追記業務も
DNP券面プリントシステムで効率化︕ 
市民サービス向上をめざす清瀬市での活用方法を紹介

東京都清瀬市様

記載事項変更時に発生する追記業務の
必須ツール︕

　清瀬市様では、マイナンバーカードをはじめとする本人
確認書類（在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カー
ドなど）の記載事項変更時に発生する追記業務の効率化を
目的にDNP券面プリントシステム一体型をご活用いただい
ています。そこで、導入に至った背景や本機を選定してい
ただいた経緯などについておうかがいしました。

須田様
　「清瀬市では毎年、転入の方が 3,800名前後、転居の方
も 1,000～2,000名程度いらっしゃいます。その他にも氏

マイナンバーカードのICチップに格納されている住所や
氏名情報を読み出して印字する機能です。マイナンバーカー
ドを挿入後、券面に記載されている照合番号（有効年、生
年月日、セキュリティコード）を入力することで読み取り
が可能になります。
追記業務の前にICチップの書き換えを行うことで、ICチッ
プに格納されている最新の住所や氏名の情報が読み出せる
ので入力する手間が不要になります。さらに、ICチップ内
の情報が正常に書き換わっているかの確認を行うことがで
きます。 マイナンバーカードのICチップ情報読取機能

ワンクリックで追記欄1行に対して、2行印字することが可能となる機能です。マイナンバーカードの追記欄は4行しかな
く、満欄となってしまうと既存のマイナンバーカードが無効となり、マイナンバーカード自体の作り変え（再作成）をしなけ
ればなりません。
その場合、再申請から交付までどうしても数週間程度を要してしまいます。追記欄1行分のスペースに2行印字することで可
能な限り、満欄（再作成）にならないよう行数の節約が可能です。

この他にも、すでに追記欄に印字されている行を認識し、
印字を開始するべき行を自動的に判別する【自動改行機能】
や文字のサイズやフォント、印字濃度など印字するカード
ごとに簡単に変更可能でありアプリケーションの操作性に
ついても扱いやすい仕様になっております。

アプリケーションの画面が見やすく、操作性が分か
りやすい作りであり満足している。
プリンターの構造自体シンプルであり、目立ったト
ラブルも発生しておらず稼働状況は安定している。
対象者が高齢者などの場合は追記する文字のサイズ
を大きくし、見やすくするなどの工夫ができている。
印字品質も綺麗なので仕上がりにおいてクレームが
発生したことはない。

DNP券面プリントシステム導入の反応

マイナンバーカードの普及とともに
追記業務は増加︕

須田様
　「2023年3月末までに全ての国民がマイナンバーカード
を保有することを目標に、市内各所で出張申請サポートを
実施するなど普及促進の活動をしています。現在（2022年
6月17日時点）、マイナンバーカードの交付率は全国平均
44.7%に対して、清瀬市は48.0%です。引き続き、普及促
進活動は積極的に実施していく予定です。
ただし、マイナポイント第2弾に関する市民からのお問合
わせや交付時の対応など、職員の業務負担増加が課題とし
てあります。当然、交付率が増える分だけ、追記業務の頻
度も増加していきますので市民サービスを維持しつつ、引
き続きDNP券面プリントシステムを活用して業務効率化を
図っていきます。」

東京都清瀬市様データ

人口︓74,775人（2022年6月1日現在）
DNP券面プリントシステム︓一体型　1台導入
取材にご協力いただいたご担当者様︓
　清瀬市　市民課　須田様、並木様機器設置イメージ

DNP券面プリントシステムは使い勝手の良い機能が充実している︕

個人情報保護機能
　使用済みのインクリボンに残存する個人情報を含んだ印字跡を、特殊な印刷方式で物理的に攪乱し、識別しづらくする機
能です。これにより使用済インクリボンの廃棄はもちろん、印字する度に攪乱する方式のためプリンターの中に搭載されて
いる使用中インクリボンの盗難や紛失などのリスク管理も容易にできます。
※プリンター本体やアプリケーションにも個人情報は残りません。

2行印字サポート機能

マイナンバーカードの ICチップ情報読取機能

名変更などで本人確認書類の記載事項のお手続きの際、新
しい情報を追記する必要があります。この追記業務を手書
きするとなると間違えられないというプレッシャーから慎
重にならざるを得ないため、時間も手間もかかります。マ
イナンバー制度が始まってから追記業務の頻度は日々増加
しており、当然これに比例して業務負荷も増えてきていま
す。これらの業務をシステム化することで効率化につなが
ると考え導入を決めました。また、印刷方式もインクリボ
ンを使用するということで以前の課題であった滲みやカス
レ等もなく、品質が安定しているという点やインクリボン
自体に個人情報を含む印字跡を残さない【個人情報保護機
能】という点も本機を選んだ理由のひとつです。」

2行印字サポート機能
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補足

小田原市　市民部戸籍住民課住民異動係　常盤様

導入事例

追記プリンターを検討する中、より効率的に間違いなく追記を行うため「住基システムと連携が可
能であること」を前提としている自治体が増加しています。
2022年 4月にDNP券面プリントシステムを導入いただいた神奈川県小田原市様に、導入のきっ
かけやお気に入り機能、住基システム連携のメリットなどについてうかがいました。
（2022年 9月 9日取材）

忙しい時期の追記業務をサポート︕
住基システム連携×IC読み込み×インクリボンで
素早く・綺麗な印字を実現︕

神奈川県小田原市様

他社製品から切り替えたきっかけとは︖

　2022 年 2月頃デモンストレーションにお申込みいただ
いたきっかけを教えてください。

評価いただいている機能

インクリボンでしっかり印字

　乾かす時間が必要ないので、すぐにカードを市民の方に
お渡しできます。

住基システムと連携可能
　自治体様でお使いの住基システムと連携し、変更情報を
住基システムから券面プリントシステムへ流し込み、素早
く・間違いなく印字できます。
※連携可能な住基システムについては、DNPアイディーシ
ステムまでお問合わせ下さい。

マイナンバーカードの ICチップからの変更情報読み取り機能

　あらかじめ ICチップ内の情報を変更しておけば、マイナ
ンバーカードを挿入し、照合番号を入れるだけでデータの
読み出し、変更情報を手入力なしで印字できます。また、
ICチップ内の情報が変更されているかの確認にもなりま
す。

連続印字機能で引っ越ししたご家族の追記もラクラク
　変更内容を再度入力することなく、複数のカードに同一
の情報を連続して印字することができます。

公印も印字可能

常盤様
　「印字の方法をその時の状況によって選択できることも
DNP券面プリントシステムの大きなメリットだと感じてい
ます。例えば、普段マイナンバーカードの追記は ICチップ
の読み取り機能を使用していますが、万が一マイナンバー
カードの ICチップが破損していて ICチップが読み取れな
いといった場合でも、住基システム連携機能で素早い印字
が可能です。

　公印のデータ（印影）も印字することができます。また、印刷画面で自由に印字位置を変更することができます。

常盤様
　「元々インクジェットタイプのプリンターを使用して追記
業務を行っていたのですが、カードにインクが乗りにくく、
乾きにくいことを課題に感じており、インクリボンタイプ
のプリンターを探していました。当時のインクジェットプ
リンターは当市で使用している住基システムと連携してい
たので、次に導入するプリンターも住基システムと連携で
きるものを検討しており、住基システムのベンダーに相談
したところ、DNP券面プリントシステムを紹介されました。
実際にアプリケーションの動きと印字の品質を確かめるた
め、デモンストレーションに申込みました。」

        追記プリンターの種類

印字イメージ

住基システム連携イメージ

「連続印刷する」のイメージICチップ読み取り

公印印字のイメージ

インクリボンタイプ インクジェットタイプ
プリンターヘッドの熱により、イ
ンクリボンのインクをカードに転
写して印字する

プリンターヘッドのノズルから、
インクの小滴をカードに吹き付け
て印字する

DNPはこちら

　当市の使い方としては、マイナンバーカードは ICチップ
の読み取り機能を使用し、その他のカードは住基システム
連携を活用して印字を行っています。導入前は、住基シス
テム連携機能ですべてのカードの印字を行う想定でしたが、
使ってみると ICチップ読み取り機能で素早く印字ができた
ので、マイナンバーカードについてはこの機能を活用する
ことにしました。カードごとに一番効率的な方法を選択で
き、より追記業務が捗っていると感じています︕」
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実際にアプリケーションの動きを
ご覧いただけます。

ご参加を希望される方は各製品ペー
ジ下部「お問合わせ」からお申し込
みください。

オンラインデモ実施中！

各製品ページへのリンクはこちら

https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/1190586_1567.html https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/10158056_1567.html

https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/10161716_1567.html https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/1190577_1567.html

神奈川県小田原市様

導入事例

神奈川県小田原市様データ

人口︓187,451 人（2022年9月1日現在）

DNP券面プリントシステム︓
　一体型 本庁 1 台、本庁外 1 台導入

住基システム連携︓あり

取材にご協力いただいたご担当者様︓
　市民部戸籍住民課住民異動係　常盤様

　DNP 券面プリントシステム導入後、以前追記業務で感じ
ていた課題は解決できましたか︖

常盤様
　「以前のインクジェットタイプでは、約 3 ～ 5 分卓上扇
風機の前でインクを乾かしていました。その後、市民の方
にカードをお返ししますが、市民の方もしっかり印字され
ているものだと思い、印字部分に触れてしまい消えてしま
うことがありました。その際は、再度印字し乾かす時間を
さらに長くして対応します。ですが、今回導入した DNP
券面プリントシステムはインクリボンタイプなので、高耐
久な印字ですぐに印字部分を触っても消えることはありま
せん。すぐにカードをお返しできるのは、乾かすために市
民の方をお待たせしていた時間を削減でき、非常に助かっ
ています。」

「また、過去に印字をした市民の方が再度印字して欲しいと
来庁することがあります。というのも、時間が経つとだん
だん印字が薄くなって、本人確認書類として認められなく
なってしまうことがあるからです。そうなると『印字不良
のため』と書き添え、追記欄の次行に印字します。そして
再発防止のため、ケースを持っていない方にはケースを付
けてカードをお返ししています。再印字のために来庁しな
くてはいけないこと及び印字不良分の追記欄を埋めてしま
うことは、市民の方にとっても煩わしい点だと感じていま
した。
ですが、DNP 券面プリントシステムはインクリボンタイプ
のため、印字が薄れにくく、印字不良になってしまうこと
はないと思います。過去にインクジェットタイプで印字し
て、印字不良で DNP 券面プリントシステムで再印字した
カードは市民の方が見ても印字の乗り具合の差が一目瞭然
でした。」

高品質・高耐久印字で市民も職員も安心

　年々マイナンバーカードの交付率が増加し、窓口での転
入・転居、氏名変更によるマイナンバーカードの追記業務
も増加してきているかと思いますが、それに対する対策は
ありますか︖

追記業務の繫忙期も DNP 券面プリントシステム
で万全の対策を︕

常盤様
　「追記業務の頻度が特に多くなるのは、3 月下旬から 4 月
にかけてです。4 月中旬という繫忙期真っ只中に DNP 券面
プリントシステムを導入しましたが、十分に機能してくれ
ました。当市は、技能実習生を受け入れている工場があり、
国外からの転入・転居も多くあります。4 月頃その工場か
ら技能実習生約 20 名が来庁し、一度に全員の追記をする
時も同じ情報であれば連続印字機能を活用して対応しまし
た。今よりもさらに使いこなし、イレギュラーな状況でも
素早く対応していきたいと思います。また、本庁にて使用
しているこのシステムが予想以上に業務を効率化してくれ
たので、本庁以外の住民窓口でも導入していきたいと思っ
ています。」

小田原市　市民部戸籍住民課住民異動係　常盤様

設置イメージ

マイナ・アシスト２マイナ・アシスト２ DNP券面プリントシステムDNP券面プリントシステム

安全運転管理アプリケーションmamoru安全運転管理アプリケーションmamoru 安全運転管理サポートシステム (VD-3)安全運転管理サポートシステム (VD-3)

DNP券面プリントシステムマイナ・アシスト 2 安全運転管理アプリケーション mamoru・安全運転管理サポートシステム (VD-3)

https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/1190586_1567.html
https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/10158056_1567.html
https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/10161716_1567.html
https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/1190577_1567.html


製品紹介
スマートフォンで運転免許証・アルコール・体温チェック

安全運転管理サポートシステム
（VD-3）

運転免許証の確認、アルコールチェックから鍵の管理まで効率よくサポート

安全運転管理アプリケーション
mamoru

安全運転管理サポート
システム（VD-3）

✓運転者に対し運転前後の酒気帯びの有無をアルコール
　検知器を使用して確認
✓アルコール検知器を常時有効に保持
✓確認内容を記録し、その記録を1年間保存

✓運転者に対し運転前後の酒気帯びの有無を目視等で確認
✓確認内容を記録し、その記録を1年間保存

2022年10月1日から施行（当面延期）2022年10月1日から施行（当面延期）

2022年4月1日から施行2022年4月1日から施行
道路交通法施行規則改正内容道路交通法施行規則改正内容

アルコールチェックが義務化されます

・アルコールチェックの結果（数値）確認
・記録作業や記録（紙・データ）の管理 
　→負担が大きいことで確認漏れや形骸化のリスクに繋がる

確認業務が大きな負担に… 確認業務が大きな負担に… 

  運転免許証
有効期限切れ
不携帯防止

  運転免許証
有効期限切れ
不携帯防止

なりすまし防止なりすまし防止 体温計測体温計測アルコール
チェック
アルコール
チェック

アルコール検知器の
共有利用でお得に運用
アルコール検知器の
共有利用でお得に運用

履歴保存履歴保存
コンプライアンス

遵守
コンプライアンス

遵守
複数の

管理者へ通知
複数の

管理者へ通知

のチェックが可能なアプリ！のチェックが可能なアプリ！
直行直帰に対応！運転免許証・アルコール・体温直行直帰に対応！運転免許証・アルコール・体温

スマートフォンとアルコール検知器があれば時間や場所を問わずチェックを行えます
→管理者への通知機能でタイムリーな確認が可能
（最大5名まで通知先を設定可能）

いつでも/どこでもチェック可能いつでも/どこでもチェック可能

①① かざすかざす ②② 各項目に回答各項目に回答 ③③ 体温を計測体温を計測 ④④ 吹く吹く 乗車乗車

運転免許証チェック 健康状態等をチェック
（項目は任意で設定可）

アルコール検知器で
体温をチェック

アルコールチェック

操作フロー操作フロー

 運転免許証確認 運転免許証確認 セルフチェックセルフチェック 重要物管理機と連携重要物管理機と連携  アルコールチェック  アルコールチェック

車両情報管理車両情報管理 運転者管理運転者管理 CSVデータ出力CSVデータ出力記録の1年間保存記録の1年間保存

①①かざすかざす ②②吹く吹く ③③各項目の確認各項目の確認 ④④ ⑤⑤⑤⑤ 鍵受け取り鍵受け取り 乗車乗車

運転免許証チェック アルコールチェック 健康状態等をチェック 
（項目は任意で設定可） 

チェックが完了した 
免許証をかざして 
車の鍵を受け取り 
（オプション） 

操作フロー操作フロー

・確認項目も自由にカスタマイズ可能

誰でも簡単操作誰でも簡単操作●●アルコールチェック、鍵管理可能アルコールチェック、鍵管理可能●●

免許証不携帯、有効期限切れの防止免許証不携帯、有効期限切れの防止●●

・各種アルコール検知器に対応 
・重要物管理機との連携 

・免許証をタッチするだけで有効期限など有効性を確認 
・有効期限切れ注意、警告などのアラート 
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導入事例

今回、安全運転管理サポートシステム（VD-3）の実証実験を2022年 6月から約 1ヵ月間行い、
使用感や導入後の運用方法について茨城県大子町様にお話をおうかがいました。
大子町様には実際に安全運転管理サポートシステム（VD-3）をご導入いただき、2022年 10
月 26日から運用を開始していただきました。
（2022年 8月 30日取材）

時間のかかる公用車管理をシステム化︕
チェック漏れ防止で法令順守

茨城県大子町様

重要物管理機

確認した内容で自動帳票作成

① アルコールチェックや鍵の貸出、運行記録簿管理（紙台
帳）などに人手と時間が割かれる。

② 一部の公用車管理を各課に任せているため、安全運転管
理者がその状況を把握するのが困難となっている。

公用車管理業務で感じていた課題とは︖

実際に公用車を管理する担当者様に使用して
いただきました︕

大子町様
　「約1ヵ月間使用してみて、アプリケーションの点呼画面
が非常に見やすく、運転免許証の有効期限チェックやアル
コールチェック時の画面遷移がスムーズで操作性に優れて
いるため、運転管理の効率化が図れていると感じています。
紙ベースで管理をしていた記録簿も自動作成され、必要に
応じて PDF 等で出力できるため、1 年間の記録保管徹底や
データ抽出の簡略化へ繋がると思います。さらに、今まで
各課に任せていた公用車の管理方法も、システム導入によ
り運用が標準化され、安全運転管理者が車両や運転者の状
況を管理しやすくなると期待しています。

車両の鍵管理については、重要物管理機とアプリケーショ
ンの連動により、運転免許証チェックやアルコールチェッ
クが正常でないと鍵を取り出すことができない運用を取り
入れたいと思っています。そのため、運転してはならない

　確認した項目およびアルコールの計測結果を自動で帳票化できます。
紙での管理だと、記入する手間や紛失などのリスクがあるため、帳票出力機能をご活用いただくことで記録の効率化が図
れます。
　記録は改ざんができないため、厳格な法令順守が可能です。
400 日前までのデータが記録されているため、法令で定められている「1年間の記録の保管」に対応しています。

帳票出力可能︕

重要物管理機で鍵も ETC カードも管理︕

　ドライバーに貸与する車両の鍵、ETC カード等の授受を重要物管理機で管理することで、「正常に点呼完了しないと持ち出
しができない」「間違いない持ち出し管理」を実現できます。

安全運転管理サポートシステム（VD-3）の
導入決定︕

・安全運転管理サポートシステム（VD-3）︓1台
・アルコール検知器（ハンディタイプ）︓1台
・重要物管理機︓2台

茨城県大子町様の実証実験に関するデータ

使用者︓大子町役場　総務課、各事業所の担当者
使用台数︓1 台
車両数※︓43 台（本庁舎のみ）
ドライバー数※︓約 200 人（本庁舎のみ）

取材にご協力いただいたご担当者様︓
　大子町役場　総務課　皆川様、結城様

状態での乗車防止に繋がることはもちろん、職員による鍵
の受け渡しが不要となるため、業務負荷の軽減にも繋がり、
非常に有用的だと感じました。その結果、導入することを
決めました。」

大子町様が重要視した機能

※2022年 8月30日の取材時点の情報です。

袋田の滝キャラクター　たき丸

大子町様導入予定の製品イメージ
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いかなる形式でも本紙の一部または全部の複
製、および無断転載をお断りいたします。内容
は2022年11月現在のものです。お断りなしに
変更することがあります。
2022.11.1

〒160-0022  東京都新宿区新宿四丁目3番地17号
FORECAST新宿SOUTH 6F
TEL 03-3350-4612 
URL https://www.dnp.co.jp/group/
      dnp-idsystem

自治体様向け

DNPの業務効率化ソリューションのご案内




