
あごらデータセンターの概要あごらデータセンターの概要

ＮＰＯ法人あごらは、母子家庭の母への就労支援に積極
的に取り組んでいます。
就労支援を担っているあごらデータセンターでは、デー

タエントリー業務、ファイリング業務などを受託します。
入力素材となる伝票、図面・原稿などの編集、在宅オペ
レータへの仕事の配分、データチェック、品質の確保、納
品などの一連の業務を行い、発注者に対して責任を持った
業務執行体制を整備しています。在宅オペレータ（母子家
庭の母）にはインターネットを使って在宅業務ができるよ
う、個人情報保護のためのセキュリティ対応が万全なＶＰ
Ｎ遠隔画像エントリーシステムを使ってデータ入力の仕事
を行っていただきます。

■あごらデータセンターの業務
■ＶＰＮ遠隔画像エントリーシステム
■データ入力業務の種類
■データのセキュリティ・品質保証
■受注と就労支援の実績
■母と子支援議員連盟発足

あごらデータセンター
データエントリー受注
業務進捗管理
資料編集、入力業務実施、検収・納品
オペラータへの指導管理・技術審査

インターネット回線

ＶＰＮ遠隔画像エントリーシステム
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ＶＰＮ遠隔画像エントリーシステムＶＰＮ遠隔画像エントリーシステム

あごらデータセンターでは、自宅のパソコンを使って、ＶＰＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ）というネット
ワーク方式を使って、在宅で好きな時間に仕事ができるシステムを採用しています。このシステムは次
のような特徴をもっています。

・在宅オペレータに対しても社内ネットワークと同様のセキュリティを維持できる。
・個人情報保護法（2005年4月1日施行）にも対応した方式である。
・多数の在宅オペレータが従事しているため、大量の業務量を短期間でこなすことができる。

ＶＰＮ遠隔画像エントリーシステム データの切り貼りによる入力方式

サーバー高速スキャニング入力原票

＜特徴＞＞
・自分のスキルにあった仕事が選べる。
・空いた時間に仕事ができる。
・画像も文字データも暗号化されており、
ＶＰＮに 接続されているときだけ画面に
表示される。
・入力済みの画像やデータは自動的に
削除される。

＜特徴＞

・データを分割・分散入力することによって、個

人情報が流出するのを防ぐ。

・同じ項目を集中的に入力できるので初心者で
も生産性が上がる。

分割・分散入力

例）名前

住所

注文品
ＶＰＮ

［伝票］

センターで集約
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ＶＰＮの特徴ＶＰＮの特徴

ＶＰＮ遠隔画像エントリーシステム
管理サーバ

インターネット回線

入力したデータを
アップロード（納品）

登録オペレータ自宅

入力原票画像、
マニュアル、
入力画面を
ダウンロード（受注）

個人情報保護のために
暗号化等のセキュリ
ティー対策は万全！！

全国どこでも
入力作業が可能

働きたくても
働けない人たちの
就労支援に貢献

入力原票は、画像デー
タなので輸送時の事故
の心配はありません。
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データ入力業務の種類データ入力業務の種類

あごらデータセンターでは、データエントリー（帳票、レセプトなど）、ファイリング、画像データディジタ
ル化作業、アンケート調査、データエントリーに関連する各種業務など、様々な業務を受託しています。

　業務種別 業務内容

●申請書・伝票・台帳などの各種データの整理、電子化作業（パソコン入力）

●レセプト　社会保険庁、国民健康保険、組合保険など

●通販の申込書など

●システム設計書、マニュアル、各種文書のワード、エクセル入力

●各種帳票の文字・数値データ入力業務

●データベースの構築、システム開発業務

●図面・文書のスキャニング作業

●ファイリング用データの入力、ファイリングデータベースの構築

●国、公団公社、地方自治体、民間企業等で利用する図面、地図などのディジタル化（電子
化作業）

●図面入力（画像データ入力、ＣＡＤデータ入力、マーケティング用地図・属性入力）

●アンケート調査の企画・実施

●アンケート調査に実施

●アンケートデータ入力業務・分析

●メーリングサービス

●資料請求・発送代行サービス

●印刷サービス（各種帳票、リスト、宛名ラベル等の出力）

データエントリーに関
連する各種業務

データエントリー

画像ファイリング・
ディジタル化作業

アンケート調査
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受注と就労支援の実績受注と就労支援の実績

■受注実績
あごらデータセンターでは以下のような受注実績があります。

レセプトデータ入力
通信販売申込書等データ入力
ナンバープレート入力
帳票データ類の入力
その他民間企業からの受注多数

■就労支援実績
あごらデータセンターでは、現在１４０名（２００５年８月現在）のオペレータが登録し、ＶＰＮシス

テムを利用して在宅で業務を行っています。今後さらに稼働オペレータ数を拡大していきます。
初心者の方は最初はパソコンによるデータ入力に慣れないため十分な収入をあげることができませ

んが、経験と訓練によって収入を増やすことができます。
たとえば、最初は月１万円程度の収入の方でも、６ヶ月ぐらいの経験を積みますと、４万円から５

万円程度の収入をあげる方が多くなってきています。経験を積みますと、通常のサラリーマン程度の
収入を上げている人もいます。
上達のコツは
・経験と時間をかけること
・熟練者は連想方式による入力方式を用いている

日本語の単語、熟語を少ないタッチ数で入力しスピードアップできます
また、入力専用キーボードを利用し、スピードアップしています。

などで、技術のスキルアップもデータセンターで行っています。

あごらデータセンターでは、さらに業務受注を進め、多くの母子家庭のお母さんを支援していきます。
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登録オペレータの業務状況登録オペレータの業務状況

あごらデータセンターでは、現在１４０名体制（2005年8月現在）で入力の仕事を行っています。業
務の受託拡大に伴い、在宅オペレータ数を大幅に増員しつつあります。初心者の人でも、がんばっ
てスキルをあげれば、収入の増加に結びつけることができます。

　

１位 258 （千円)
２位 245
３位 203
４位 160
５位 140

１位 82 （千円)
２位 64
３位 63
４位 54
５位 38

経験３年以上の熟練者（2005年7月支払実績上位５名）

経験８ヶ月以内のオペレータ（2005年7月支払実績上位５名）
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上達と収入アップのこつ
　・経験と時間をかけること。
　・連想方式による入力方式を用いています。
　　　（カナ文字２文字で漢字を表す方式）
　・入力専用キーボードを利用しています。
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従来からデータ入力業務を行っているベテランの方の中に
は、入力専用ボードや連想方式を使って、月額２０万円以
上の収入の方がいます。

あごらデータセンターが発足しＶＰＮ方式による入力業務を
開始後、初心者の方でも経験を積んでスキルアップし、収
入を上げている方が多くいます。

多くの方は徐々に収入を増やしていますが、一
方で、働く時間が少ない、十分慣れてないなど
で、収入が月額１万円以下の方もいらっしゃいま
す。

今後ともスキルを向上してい
ただき、データ入力スピード
を速めるため、専用キーボー
ド、連想方式などを使ってい
ただくと、さらに収入をあげる
ことができます。

データ入力があまり得意でな
い方は、収入は十分にあがり
ませんが、空いた時間を有効
に活用して収入を得ていただ
きたいいと思います。

Ａさんの場合
データ入力業務の経験： なし
１ケ月の内稼働日数： ２７日
曜日： 関係なくいつでも
従事の時間 ： ８時間ぐらい
目標月収 ： １０万円ぐらい



母と子支援議員連盟発足母と子支援議員連盟発足

母子家庭の母に対する就業支援策等の充実を目指すことを目標として、与野党の国会議員約
80人が2005年８月21日、「母と子支援議員連盟」の設立総会を開きました。一般世帯に比べて失
業率が高かったり、所得が低かったりする状況を改善するため、ＩＴ（情報技術）を使った在宅就労
などを進めていくことを申し合わせました。

議連の会長には自民党の丹羽雄哉元厚相が就任。公明党の坂口力前厚生労働相や民主党の
円より子参院議員など、共産、社民を含めた５党から議員が参加しました。

この議連では、母子家庭の就業機会の拡大（業務の受注機会の拡大、ＩＴを活用した在宅就労
等の多様な職域の開発）、就職支援の充実、能力向上機会の拡大、子育て支援の充実、その他
関連する施策などを推進していくとしています。
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