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創立50周年を迎え、
私たちは「これからも未来を予測し、新分野にも
果敢に挑戦しながら、暮らしに根付き、暮らしに

株式会社アイシーエス
代表取締役社長

役立つ『ＩＣＴ時代』の一翼を担ってまいります。」

法貴 敬

当社は、おかげさまで、昭和41年（1966年）に設立し本年
で創立50周年となります。
その歴史をたどれば、当時、事務の機械化、経営の合理化

また、インターネットの普及により、今や、社会インフラと
してのIT浸透の時代に変わり、クラウドコンピュータやビック
データ分析技術の深化により、ITが経済社会の構造の変革を

に対する機運が全国各地で盛り上がり、国の情報処理推進政

もたらすまでに至り、また、お客様のニーズも大きく変化し、

策の方向性と相まって、地方に電子計算センターの設立が相

情報産業自体も正にサービス産業として、企画提案力を強化

次いでおりました。

しながら、システムの利用型産業へ業態が転換していくことが

その際、単独で中型コンピュータ以上のコンピュータを導入
できる企業団体は首都圏に集中しており、他の地域にはほとん
どなかったのが実情でした。
地方では共同利用の計算センターの設立方式か、または、

迫られております。
時代の変化が激しく、また、スピードが増す中で、当社は
常に最新技術によるシステムを提供し続け、平成の大合併に
よりユーザー数が激減したことを契機に、全国への営業を展開

独立の計算センターを利用するかの２方式によるコンピュータ

し、岩手県のみならず北東北、更にはシステムによっては全国

の導入が考え出されており、主として、各地にある商工会議

区で、多くのお客様にご愛顧いただけるまでに発展・成長す

所や、民間放送会社、県庁・市役所並びに地元財界などを推

ることができました。

進母体として電子計算センターが設立されていました。

そしてここに創立50周年を迎えることができましたことは、

このような情勢の下で、当時の地方自治体では独自の電子

ひとえにお客様の永年にわたるご愛顧とご指導、更には株主

計算組織を自前で持つことも多かったのですが、岩手県にお

の皆様方のご支援、メーカー各社からのご教示の賜物と、衷

いては、広く官民の電算処理需要に対応して、県勢の発展に

心より厚く御礼を申し上げます。

寄与することを目的に、アウトソーシングの先駆けともいえる、

当社は、今後とも未来を予測し、その兆しに敏感に対応し

県、市町村、民間の共同出資による、いわゆる「第三セクター」

ながら「お客様本位」の基本理念のもとに、満足していただ

の株式会社として「岩手電子計算センター」が創設されました。

ける品質の良い製品の開発とサービスを提供し続けながら

今、情報産業ユーザーの主流は自前のシステムを持たず、

ユーザーの皆様と固い信頼関係の構築をより強固に保ち続け

クラウドでのシステム利用あるいは徹底したアウトソーシング

て参りたいと考えています。

の流れになっていることを思えば、その当時からアウトソーシ

また、IoT、M2Mなど新分野にも果敢に挑戦しながら、暮

ング型での方式を採用した先人の先見性に改めて敬意を表し

らしに根付き、暮らしに役立つ「ICT時代」の一翼を担い、地

たいと思います。

域社会の発展にさらに貢献するよう、社員一丸となって努力す

当社は、創立以来、30周年には「株式会社アイシーエス」

べく決意を新たにしているところであります。

と社名を変更しており、社会へのコンピュータの利用拡大に伴

お客様各位の皆様に

い、情報産業の歴史が情報処理の時代からソフトウエア開発

は、今後とも、なお一

拡大の時代へ、また、急成長とSIの時代から分散型システム

層のご支援、ご指導を

への転換の時代へと発展し、そしてネットワーク化とアウト

賜りますようお願い申

ソーシング時代へと変遷していく過程の中で、自治体業務や医

し上げ、挨拶といたし

療さらには流通などの各分野で専門的な業務知識を活かしな

ます。

がら、情報社会の進展に努力してまいりました。
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◆東日本大震災被災者健康診査データ入力およびイメージ化
平成28年度から岩手医科大学様の東日本大震災被災者健康診査業務で使われる健康調査票のデータ入力およびイ
メージ化を受託しました。この業務は平成23年度から継続して行われており、岩手県沿岸の釜石市（平田地区）、陸
前高田市、大槌町、山田町の住民を対象とした健康調査となっています。
岩手医科大学様が各自治体と協力して、住民の東日本大震災の健康影響を明らかにし、必要な方に支援を行うため
に実施されています。

ICS

◇調査項目は

岩手医科大学様

調査票は、健康調査票と追加調査票（65
歳以上用）の２種類があります。
健康調査票の項目は、健康状態や食事、

文書管理システム

喫煙・飲酒、こころの元気さ、住居の状況、
生活場所の移動状況など多岐にわたり、お
よそ200項目となっています。

調査票
データ入力

追加調査票（65歳以上用）の項目は、介
護認定状況、日常生活の状況などおよそ40
項目となっています。

健診結果参照

◇データ入力の品質確保
健診項目のデータ入力は、同一データを
２名で入力と検証を行うことで品質を確保
しています。

調査票確認
調査票
PDF化

調査票検索キー
作成

◇調査票原票（イメージ）の検索が可能
原票は複合機にて画像データ（ＰＤＦファイル）を取得します。
画像データにＩＤ番号、氏名、調査票名の検索キー項目を付加して文書管理システムに登録します。それにより健康調
査票の調査項目と原票の画像データを同時に参照することが可能となり、
保管されている原票を探す手間がなくなります。

◆地方自治情報化推進フェア２０１６
地方公共団体情報システム機構が主催する「地方自治情報化推進フェア
2016」が11月８日、９日の２日間にわたって開催されます。昨年度は番号
制度施行に向けた準備のために開催休止となりましたが、２年ぶりの開催
となる今年は前回よりも多い75社が出展する予定となっています。
弊社も引き続き出展いたします。例年実施しているINSIDE、Bestside
のデモンストレーションに加え、今回はINSIDEの新たなラインナップと
なる総合窓口や、GUI機能を強化したBestsideの新バージョンをご紹介い
たします。また、スマートフォンを活用した住民向け自治体アプリ「まち
サポ」を体験できるコーナーもご用意しています。
ご来場の際はぜひ弊社ブースへもお立ち寄りください。お待ちいたして
おります。（弊社は４番ブースです）
【開催概要】

【 弊社出展システム 】

■日

時

平成28年11月８日（火）、９日（水）9：30～17：00

■場

所

東京国際展示場「東京ビッグサイト」
西展示棟

■テ ー マ

西３、４ホール

ICTで創るスマートな未来社会

■ サブテーマ

電子自治体推進セミナー～電子行政総合展～

■主

地方公共団体情報システム機構
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【前回の様子】

■ 住民情報統合システム「INSIDE」
（住民情報、税務情報、総合窓口 等）
■ 内部情報トータルシステム「Bestside」
（財務会計、人事給与、庶務管理、文書管理、
電子決裁、職員ポータル）
■ 住民向け自治体アプリ「まちサポ」

東北歴史紀行

後三年合戦（六）
―金沢の柵の終焉―

「金沢の柵」 が落ち、 城中の主なる武将が次々に引き
出され、処刑された。
ろう
さまざまな策を弄し、 自ら命乞いをした清原武衡も、
ついに殺された。源義家は、大宅光房に命じてその首を
斬らせたのである。
武衡は、斬られる間際にも、義家の弟の義光に向かっ
て「どうぞ、お助けください。」と願ったが、義家はこ
れを許さなかった。
次に義家の前に呼び出されたのは、千任である。彼は
おん ぎ
「義家父子」 は、 清原武則に「名簿」 を提出し、 恩儀を
尽くして清原家の応援を得て「前九年合戦」に勝利を得、
安倍氏を討つことが出来たのだ、と広言している。
義家は、この千任に「先日、矢倉の上で言ったことを、
ここで言ってみよ！」という。
しかし千任は、一言も発しなかった。懸命に命乞いを
した武衡よりは、覚悟ができた潔い態度であった。
だが義家は、その舌を切らせることにした。その切り
ただし
手は源直という者であった。この者が千任の口をあけさ
せ、手で舌を引き出そうとしたところ、義家は怒って、
「虎の口に手を入れるようなものだ。おろか者めが・・」
と言い、この者を追い払ってしまった。別の兵士が出て
来て、金箸を取り出して舌をはさもうとしたが、千任は
歯を食いしばって口をあけない。
そこで金箸で歯を突き破って舌を引き出して、ついに
これを切った。そのうえ、しばりつけて木の枝に吊るし、
その足の下に、なんと武衡の首を置いたのである。
千任の主君は武衡である。千任は、自分の主君の首を
あし げ
足下にしてはならじと、けんめいに足を縮めて踏むまい
と努める。
だが気力も体力も尽き果てて、とうとう主君の首を踏
んでしまう。
義家はこれを見て近くにいる部下たちと共に、
「二年間の愁眉が今日、 やっと開けた・ ・ ・、 ただ、

家衡の首を見ないのが残念だ。
」
と独り言のように言ったという。
こうして源義家の前回の「前九年合戦」以来の清原氏
に対する深い負目、それも衆目の中で誇張され、暴露さ
れていたことに対する清原氏への恨みは、はらされたこ
とになる。
さて、清原家の実質上の当主となった家衡は、最後は
どうであったろうか。 彼の父は武則の子の武貞であり、
母は安倍氏の娘で「前九年合戦」後、特に請われて夫藤
原経清との間に生まれた清衡を連れ子として清原家に再
婚した女性である。
しかも再婚後、夫武貞との間に生まれたのが家衡であ
る。その家衡は、清原氏の後継者たることは当然のこと
として、このことについては何人に対しても、はばかる
ことはなかった。
その当主であった家衡の最期はどうであったろうか。
あがた
「県小次郎という者あり。当国に名を得たる強者なり。
城中の者の逃げ去らんとする道を知りて、遠く退きて道
を固めたり。戦いの場を逃げてのがるる者、みな小次郎
に得られぬ。
4 4
その中に家衡、あやしのげす（怪しげな下郎）の真似
をして逃げんとするを、小次郎これを見て、討ち殺して
その首を斬りて、将軍の前に持ち来たれり。
将軍、これを見て喜びの心骨に徹る。自ら紅の衣を取
りて小次郎に授ける。また、上馬一匹に鞍置きて引く（
「奥
州後三年記」
）
」
県小次郎次任という者が、戦場を逃れようとする者を
待ち受けていたので、これに次々に討たれた。
そこへ家衡が卑しい下郎のなりをして出て来た。小次
郎は、これを直ちに見破って首を討ち、さっそく義家の
ところへ持参した。
「今ぞ、家衡の首を持って来た 」
と大声で怒鳴る声がしたので、将軍義家はうれしさの余
り、
「誰が持って来たのか」と聞き返すと、次任の郎党が、
ほこ
家衡の首を鉾に刺して、義家の前にひざまずき、
「県小次郎次任殿の“手づくり”にございます・ ・」
と答えたという。義家は、家衡を切った県小次郎次任

ほ

を褒め、自分で紅の絹を取り出して恩賞として与えた。
更に上馬頭に鞍をつけて引き出し、これも次任に与え
た。義家にしてみれば、あらゆる苦難を経て、ようやく
勝利をおさめたので、とにかく嬉しい限りであったもの
であろう・ ・ ・。
（岩手県文化財愛護協会顧問 金野 靜一氏）

景正功名塚
（横手市金沢）
16歳で初陣した景正が、義家の命により敵の屍
を手厚く葬り、
弔いのため塚の上に杉を植えた

金澤八幡宮
（横手市金沢）
後三年合戦の後に義家の命を受けた藤原清衡によって建立された
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検診結果を日々の暮らしに生かす

〜1日も早い禁煙も大切〜

─ コレステロール ─
★喫煙による悪影響
健康診断で測るコレステロールのうち、
「LDLコレステ
HDLコレステロールが減る
ロール」は別名「悪玉コレステロール」とも呼ばれ、120
超悪玉が増える
以上の人は注意が必要です。
「要受診」といわれたら内科
血管のしなやかさが失われる
に行き、
「要注意」といわれたら毎日の生活習慣の見直し
糖尿病を進める
をしましょう。
■運動
動脈硬化が進行して
LDLコレステロールが高い人やHDLコレステロール（善
玉コレステロール）が低い人に勧められるのが、ウォーキングなどの有酸素運
狭心症
動を少し息が切れる強さで行うことです。ウォーキングなら30分以上が目安
心筋梗塞
で、15分を２回、10分を３回というように分けても構いません。そして１週
脳梗塞
間の運動時間が180分以上になるようにします。
■控えたい食品
を引き起こす
「飽和脂肪酸」という、常温でも固まるあぶらはとり過ぎないようにしましょ
う。肉の脂身や加工肉、バターなどに多く含まれています。インスタント食品
やスナック菓子、ケーキなどの洋菓子も控えます。また、中性脂肪の値が高く
なるとコレステロールに悪い影響を与えますので、あぶらっこい物のほか中性
脂肪が上がりやすい糖質（炭水化物）のとり過ぎにも注意しましょう。
■積極的にとりたい食品
「不飽和脂肪酸」という、魚などに含まれる常温では固まらないあぶらがお
勧めです。ただしあぶらはそれ自体が高エネルギーなので、種類にかかわらず
とり過ぎには注意が必要です。また、野菜やきのこ、海藻などに含まれる食物繊維も積極的にとりたい食品です。大豆
製品も食物繊維の多い食品です。たんぱく質も豊富に含まれていますから、普段肉料理が多い人は魚や大豆製品を使っ
た料理に変えていくと良いでしょう。なお、鶏卵は健康な人のコレステロールに直ちに影響するとは限りません。ただ
しコレステロール値の高い人では影響が出る可能性があるので、栄養のバランスも考えてとり過ぎには注意しましょう。

■ 盛岡さんさ踊り
８月２日、総勢250名を超える社員と家族で盛岡さんさ踊りのパ
レードと輪踊りに参加しました。
創立50周年を迎える節目の年に、これまでの地域の皆様への感
謝を込めて、笑顔で踊りきることができました。
当日は豪雨に見舞われ開催が危ぶまれましたが、幸いパレード
開始時には雨も上がり、弊社組込みソフトの制御で人型ロボット
によるさんさ踊りも披露できました。ご観覧のお客様から沢山の
ご声援を頂き、
「パフォーマンス賞」を受賞することができました。
アイシーエスはこれからも地域への貢献として盛岡さんさ踊り
に参加してまいりますので、どうぞ来年の熱演もご期待下さい！
編集後記

今年の夏は、リオ五輪でのメダル総数史上
最多の41個獲得など、日本人の活躍に大いに
感動しました。この号が発行される頃は、希
望郷いわて国体に岩手県中が熱くなっている
ことでしょう。
もうすぐ各地で紅葉が見ごろを迎えます。
秋といえば新蕎麦も楽しみの１つです。皆様
も思う存分秋をご堪能ください。
アイシーエス「Network」
、次号は年明け１
月発行予定です。
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