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特　集

岩手県一関市様で本年７月19日より新たな住民情報システムが稼働を開始しました。
このシステムは、公共事業本部が中心となって総力を結集し開発を推進してきた

Web型のシステムであり、製品名は「INSIDE６」です。前バージョンの「INSIDE5.2」
は、CS型システムで「平成の合併」に対応した製品でしたが、新バージョンでは大
きく機能向上を図っています。

一関市様では平成17年９月の市町村合併時からINSIDE5.2をご利用頂きましたが、
稼働から５年が経過し処理能力や操作性の更なる向上を目指し、新システムを採用し
て頂きました。INSIDE６の稼働は一関市様がファーストユーザであり、INSIDEをご
利用のお客様の中では人口規模も最大級です。その様なことから準備には十分な期間
を頂いて作業を行って来ました。お客様には本年１月よりテスト稼働として新システ
ムの感触を掴んで頂き、システムへの要望なども頂きました。また６月からは仮稼働
として操作に慣れて頂く期間を設けました。

システムの切替えは７月15日～17日の３日間で行いましたが、一番重要な作業はデー
タ移行になります。この作業を確実に行うためリハーサルを何度も行い、スケジュー
ルの見直しを行い、切替え当日はほぼ時間どおりに作業が進みまし
た。切替え最終日は一関市役所の職員様にも立会いをお願いし、動
作確認を行っていただき終了しました。

７月19日当日は連休明けで、窓口には朝から多くの住民の方が来
庁し混雑した状況でしたが、本庁を始め各総合支所（６ヶ所）の住
民窓口もスムーズにご利用いただきました。

この新システムINSIDE６は、本年度内に複数の自治体様でリ
プレースが予定されているほか、秋田県内３市（男鹿市様、北秋
田市様、にかほ市様）でも新規導入が決定し、現在稼働に向け準
備作業を進めているところです。

アイシーエスでは地方自治情報化推進フェア2011に、
弊社最新のソリューションを出展いたします。皆様の来
場をお待ちしております。

地方自治情報化推進フェア2011への出展 地方自治情報化推進フェアは、地方自治体において、利用者視
点と費用対効果の視点に立った先進的な情報システムや利便・効
率・活力を実感できる電子自治体を実現するために役立つ、最新
システムの展示とデモンストレーションを行う場として開催され
ます。
【内容】
●利用者視点と費用対効果の視点に立った先進的な情報システム

や利便・効率・活力を実感できる電子自治体の実現に資する最
新システムの展示とデモンストレーション

● 講演会及びトピックスセミナー

～弊社の出展内容～
●住民情報統合システム「INSIDE」
（住民記録、税務情報、福祉）

●内部情報トータルシステム「Bestside」
（財務会計、人事給与、文書管理、電子決裁、職員ポータル）

■開催　2011年11月１日（火）～２日（水）
■場所　東京ビッグサイト　（東京都江東区）
　　　　西展示棟　西２ホール
■主催　（財）地方自治情報センター
■後援　総務省、全国知事会、全国市長会、全国町村会他

新住民情報システム「INSIDE6」 一関市様で稼働
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開会式 緊張のスタート 戦い終えて

厳しい車検の様子 ソフトウェアの要求分析走行体（ロボット）

健
康
ひ
と
く
ち
メ
モ

産業流通ソリューション部組込みソフト開発グループでは、昨年度から若手の組
込みソフト開発での技術力向上を目的とし、ETロボコンに参加しています。今年は、
４名（内３名が初参加）でETロボコンプロジェクトを発足させ、ETロボコンに参
加しました。

しかし、プロジェクトは困難の連続でした。特に苦労した点は、担当業務とETロ
ボコン開発の時間調整です。ETロボコンは通常の担当業務と並行し、作業を行いま
したが、コースが開発現場に無く、開発したソフトの検証がすぐには行えませんで
した。テスト走行コースは参加者が使えるように一般公開されているのですが、開
放時間が限られています。そのため、時間調整が可能なメンバ同士で、協力し動作
確認を行いました。また、難所と呼ばれるシーソーや階段、ルックアップゲートを
自作し、一般公開コースに行かずとも軽い検証が可能な環境を整備しました。

ETロボコンは競技部門と設計内容を問うモデル部門の２つで審査されます。その
ため、計画当初から要求仕様書や設計書はモデルを用いて記述し、各メンバの認識
合わせを容易にしました。今回モデル設計には、UMLを使用しましたが、UMLを
詳しく知らないメンバに対しての指導も行うことで、各メンバの技術力の向上も果
たせたと思います。

９月３日に行われた東北地区大会本番では、アウトコースとインコースの２コー
スを走行し、完走タイムから難所クリアポイントを減算して競われます。

出走後はソフトウェア任せになるため、操作といえば電源ボタンを押すだけなの
ですが、力の入れ具合を誤るとすぐに転倒してリタイアとなる可能性があるので、
大変緊張します。アウトコースは無事スタートが決まり、見事完走できました。（完
走後に待っていた難所は転倒のためクリアできませんでしたが）。次のインコース
では、走行中に転倒しリタイアとなってしまいました。自分達が作ったソフトが、
完走するかリタイアするかという緊張感はETロボコンの醍醐味と言えます。

結果は残念ながら15位（順位は去年よりは上です）となりましたが、今年の反省
を生かし、来年も参加したいと考えています。来年はすごい走りを見せたいと思い
ますので、応援よろしくお願い致します。

（戸張看護師より）
お米で上手にエネルギー補給

新米のおいしい季節になりま
した。米の主成分である炭水化
物は、脳や筋肉などを動かすエ
ネルギー源となります。また消
化・吸収のスピードが遅く、体
脂肪になりにくい、腹持ちが良
いといった利点があります。ま
た、炭水化物以外にも蛋白質や、
鉄分などのミネラル、食物繊維
も含まれています。

米（うるち米）は、精米の度
合いによって栄養価と味わいが
変わります。精米度が高い順に、
精白米、胚芽精米（胚芽米）、
玄米と分類されています。精米
度が低いほど栄養価は高くなり
ますが、玄米は消化・吸収され
にくく、食物繊維も多いので、
おなかがゴロゴロする場合が
あります。よくかんで食べるの
はもちろん、白米に混ぜたりや
わらかめに炊くなどの工夫で食
べやすくなります。ひえ、あわ、
きびなどの雑穀類を混ぜ合わ
せたものも市販されています。
米と一緒に炊くだけでご飯の栄
養価をアップさせることがで
き、手軽なのでお勧めです。
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土鍋で炊くご飯

① 米１合を洗い、水けをきる
② 土鍋に米と水カップ１を入
れ、浸水させる（夏は30分、
冬は１時間）
③ 土鍋に蓋をして強火にか
ける
④ 煮立ってきたら弱火にして
約８分加熱する（２合なら
12分くらい）
⑤ 再び強火にして20秒から１
分加熱する（おこげができ
るパチパチという音が聞こ
えてきます）
⑥ 火を止めそのまま15分ほど
蒸らして炊き上がり

こんなところにICS

日本の産業競争力に欠くことのできない重要な「組込みシステム」分野における
技術教育をテーマに、決められた走行体で指定コースを自律走行する競技です。
2002年にUMLロボットコンテストとして始まり、2005年よりETロボコンと名称を
変え、今年で10回目の開催となりました。

競技は、タイムトライアルで競う「走行競技」、審査基準に基づくソフトウェア
の「モデル審査」の総合評価で競われます。

ロボットのハードウェアは各チーム同一規格ですので、純粋に制御するソフト
ウェアの内容で評価されるのです。

ETロボコン2011 東北地区大会出場

ETロボコンとは
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１万余兵が集合した営岡

社内HPで公開した表示

東北歴史紀行

この国の奥六郡の主たる安倍氏を討つ
のは、容易なことではなかった。源頼義・
義家父子も、終始、苦戦の連続であった。

それを打開するためには、源氏の兵力
だけではどうにもならず、強力な助

す け だ ち

太刀
が必要であった。

その助太刀として白羽の矢の立ったのは、出羽国の豪族、山
せんぽく

北の雄清
きよはら

原氏で
あった。

だが、その清原氏は再三の要請にもかかわらず、なかなか腰を上げる様子がな
かったのである。

しかし源頼義は、なりふり構わず、必死に懇願したのであった。
「しこうして甘言をもって出羽山北の俘

ふしゅう

囚の主、清原光
みつより

頼、舎弟武
たけのり

則らに説き、
官軍に与力せしむ。将軍はつねに贈るに奇

き ち ん

珍をもってす。光頼、武則らようやくもっ
て許諾す。」（「陸

む つ わ き

奥話記」第四章より）
将軍源頼義は、貞任らを討つために、秋田城にいる出羽守に、援兵を出してく

れるよう頼んでみたが、容れられず途方に暮れ、ついに出羽山北の豪族である清
原氏を口説いたのである。

―「出羽山北」とは、今の横手方面にあたる。
また俘囚の主とは―「俘囚」は、もともと地方に住んでいた土着の人を指す。

実は、中央とは言葉も通じ、文字も読める同化した人たちを、俘囚と称していた。
これは日本古来からの政府側の言葉であった。―

清原氏は出羽山北の人たちで、安倍氏と同様に俘囚と見られていた。源氏は、
この清原氏を甘言で口説き、官軍（源氏）に協力させた。かくして甘言や贈物攻
勢により、ついに清原氏が応じてしまったのである。

清原武則は、一万有余の大軍を率いて、陸奥国を攻める段取りになった。将軍
頼義の最後の手だてが効を奏することになったのである。
「将軍は大いに喜び、三千余人を率いて七月二十六日をもって国を発し、八月九

日、栗原郡営
たむろがおか

岡に至る」
源頼義は喜んだ。自分の部下はわずかに三千人、これに対して清原武則の軍勢は、

その三倍以上の一万有余。主力となる軍勢は、どう見ても清原軍である。
営岡というのは、宮城の県北で一関の南に位置する。康平五年（1062）八月九日。

将軍頼義は清原軍の総領武則と、ここで会った。
武則は、先に来て一万有余の軍を待機させて源頼義の来るのをまっていた。

頼義は、やっと長い間の無念さを晴らすことが出来るという思いでいっぱいで
あった。

源氏と清原氏の軍が合流して、安倍氏を討伐する連合軍を編成して「押領使」
を決めた。押領使は、地方の内乱や乱行の鎮定、盗賊の逮捕などの任務を持つも
ので、平安時代以降、全国的に配置された「令

りょうげのかん

外官」であった。「同月十六日、将
軍押領使を定む」とあるが、源・清原の連合軍を第七陣までに編成、それぞれの
長たる押領使を任命した。いよいよ「前九年合戦」後半の決戦が差し迫ってきた…。

（岩手県文化財愛護協会　顧問　金野　靜一氏）

ー17.8%の削減を実現ー
今夏の電気事業法第27条に基づ

く電力使用制限においては、弊社

盛岡本社ビルが、前年同時期の最

大使用量から15％削減することが

義務付けられました。

弊社本社ビルの使用電力のう

ち、約2/3をデータセンター設備

で使っており、削減することはで

きません。また、弊社の場合、パ

ソコンが無いと仕事にならないた

め、残りの1/3の使用量の中での

目標実現には、かなりの困難を要

しました。

しかし、次のような取り組みを

行うことで、最終的には目標を上

回る17.8％の削減を実現すること

ができました。

・スーパークールビズの実施

・事務室エアコンの間引き運転と

扇風機による冷気の攪拌

・デマンド監視装置による電力使

用量の常時監視

・電気ポット、ジェットタオルの

使用禁止

・事務室電灯の間引き消灯　等

これらの中でも、デマンド監視

装置によって、時間当たりの電力

使用量を予測し、早めに対応策を

講じたことが目標達成に大きく貢

献したと考えております。また、

この予測値、 実測値を社内向け

ホームページでリアルタイムに公

開しました。これにより、社員の

節電意識がさらに高まったことも

一因と考えています。

前九年合戦（七）
～清原氏一万有余の軍勢で官軍に～

電力使用制限への取り組み



ICS ネットワーク　2011.10　Vol.44

4

このパンフレットは
FSC承認紙を
使用しています

本　　　社： 〒020-8544　岩手県盛岡市松尾町17番8号
 TEL：019-651-2626　FAX：019-651-2693

一関事業所： 〒021-0902　岩手県一関市萩荘字下中田9番地1
 TEL：0191-24-3888　FAX：0191-24-3750

秋 田 支 店： 〒010-0951　秋田県秋田市山王2丁目1番54号　三交ビル
 TEL：018-865-6171　FAX：018-865-6121

青 森 支 店： 〒030-0862　青森県青森市古川2丁目20番6号　AQUA古川2丁目ビル
 TEL：017-722-6560　FAX：017-732-3602

仙 台 支 店： 〒980-0803　宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6番18号　東北王子不動産ビル4階
 TEL：022-722-7622　FAX：022-722-7644

※掲載記事等の無断転載を禁じます。

http://www.ics.co.jp/
E-mail : ics-sales@ics.co.jp 

編集後記

秋たけなわの10月、米の収穫シーズンが
到来しました。

我が家でも少ないながら作付けし収穫しま
したが、今年は事情が違い、

国から「放射性物質調査が終わるまで出荷
しないで下さい。」との通知が来ました。

岩手県では県産米の放射性物質調査とし
て、収穫前と収穫後の検査が全市町村で行
われています。

出荷する立場としては、食べていただくお
米が安全・安心である事を消費者に伝える必
要がありますので、これ以上の風評被害が発
生しないように検査結果を待ちます。また、
豊作で高品質、高価格での買い取りも期待し
ています。

全国のコメどころでは大雨による被害も発
生していますので、今年の収穫量は減少気味
で、もしかしたら米不足にもなるかもしれま
せん。

安全・安心でおいしいお米をたくさん食べ
て、農家の皆さんも消費者の皆さんも元気に
なることを願っています。

アイシーエスNetwork、次号は年明け１月
に発行する予定です。

いまどきのICS

もりおかさんさ踊り
トピックス

■春期情報処理試験合格者発表

今回も多数の合格者がありました。

○システム監査技術者  ２名

○プロジェクトマネージャ ２名

○データベーススペシャリスト ２名

○情報セキュリティスペシャリスト ２名

○応用情報技術者 ５名

○基本情報技術者 ３名

平成23年９月１日現在の資格取得者

総数は

◇システム監査技術者 ８名

◇システムアーキテクト 20名

（旧特種、アプリケーションエンジニア含む）

◇プロジェクトマネージャ 12名

◇ITサービスマネージャ 13名

◇ネットワークスぺシャリスト 27名

◇データベーススペシャリスト 22名

◇情報セキュリティスペシャリスト 18名

◇応用情報技術者 145名

◇基本情報技術者 321名

（重複を含むのべ人数）

となりました。

アイシーエスには、このように多くの

技術資格者がいます。

８月３日18時、「がんばろう岩手」の横断
幕を先頭にアイシーエスのさんさ踊りパレー
ドはスタートしました。

昨年から採用した「福
ふ っ こ

呼踊り」で今年も
参加し、「優秀賞」をいただきました。東日
本大震災からの復興への祈りは、沿道のご
声援とともに被災者の皆さんに届いたのでは
ないでしょうか。 


