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開設式での様子
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「青森県がん情報サービス」サイトが
スタートしました。

特　集

平成２３年３月１日に「青森県がん情報サービス」サイトが開設されまし
た。平成２２年９月に提案競技によって青森県様から弊社が協業体制で受注
し平成２３年度まで続く２ヶ年の事業です。

当日は、青森県健康福祉部長室にて開設式がとり行われ、すべてのテレ
ビ局や新聞記者が集まる中、一瀬篤健康福祉部長の操作によって無事開設
されました。その後、医療薬務課の宮崎主査からサイトの概要説明が行わ
れました。

一瀬部長が挨拶の中で、構築業者である“アイシーエス”の社名を挙げて
関係各位へ謝辞を述べられたことは大変印象的でした。平成２３年度も段階
的に各種機能をリリースするため、気を引き締めて取り組んで参ります。

弊社としては単にシステムを提供するだけではなく、コンテンツに関して
もITの専門家として積極的に関わって参りました。例えば、東京大学様で
行われている「青森県がん体験談データベース構築プロジェクト」のミーティ
ングにオブザーバーとして参加しているのもその一つです。

お客様も我々も、地域に特化した情報を多く提供することによって、より
身近な情報として県民にとって役に立つサイトを目指しています。また、患
者さんや家族、友人の方など様々な立場の方が見やすいように心がけて構築
しています。そのため、青森県内の関係者からのアドバイスを動画で公開し
ていますし、平成２３年度はＱ＆Ａ集も作成されます。さらに、がん患者の
体験談が文字ばかりでなく音声も交えて今後公開される予定です。

弊社は今後も、構築のノウハウを活かしたシステム開発に取り組み、地域
社会に貢献するシステムを提供して参ります。 

この度の東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
弊社ではお客様の１日も早い復旧に全社をあげて取り組んでまいります。
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菊池雄介様
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今回は、社会福祉法人岩手県社会福祉事業団事務局の主
事である小林理（さとし）様、菊池雄介様にお話しを伺い
ました。（以下事業団様とお呼びします）

事業団様では、平成20年10月から会計、給与、ケース記録、
給食管理、グループウェア等をお使いいただいています。
◇小林様、菊池様のご担当は？

各施設の運営を統括する事業団事務局におり、小林は給
与、私菊池は会計を担当しています。
◇システムを利用されて感じられることは？

以前利用していたシステムは、会計、給与、ケース記録などが１社のパッケージ
で提供されるオールインワンのシステムでした。月次などでまとめの処理を行う際
に他の機能の利用を制限したり、事業団の特殊な給与体系に対応しきれなかったり
と、なにかと苦労が多かったです。

新システムを導入する際に事業団が求めたのは、各機能について著名なパッケー
ジを選定し、それぞれがスムーズに連携することというものでした。アイシーエス
さんの提案は、自社の給与システムを中心として、各社のパッケージと連携を取る
というものでしたが、見事に事業団の要求に応えてくれたと思います。
◇弊社の対応はいかがでしょうか？

これまで２年間利用しましたが、問合せやトラブル対処など、アイシーエスに電
話するとすぐ対応いただけるので非常に助かっています。リプレース前は事業団施
設にサーバを置いていましたが、カミナリが鳴ると不安になったりもしました。現
在はアイシーエス施設内にサーバがあるので安心していられます。また、遠い出先
の施設にでも駆けつけてくれるのでありがたいです。
◇今後のシステム利用に対してのお考えは？

事業団の給与は、事業団職員の給与、派遣である岩手県職員の給与を同時に処理
するなど、特殊です。岩手県職員の給与計算を担当しているアイシーエスさんにし
かできないものと思いますので、引き続きお願いしたい。会計基準が変わるなど、
他社のパッケージに変更が生じることが予定されているが、連携機能についてもこ
れまでと同様スムーズにできるようにお願いしたいです。

お客様Now!

社会福祉法人岩手県社会福祉事業団様のご紹介

岩手県社会福祉事業団様は、多様な福祉サービ
スがその利用者の意向を尊重して総合的に提供さ
れるよう創意工夫することにより、利用者が、個
人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成
され、又はその有する能力に応じ自立した生活を
地域社会において営むことができるよう支援する
ことを目的として設立されました。
経営事業

（１）第一種社会福祉事業
児童養護施設、知的障害児施設、救護施設、肢体不自由児施設、障害者支援施設の経営

（２）第二種社会福祉事業
視聴覚障害者情報提供施設運営の受託、児童厚生施設の経営、子育て短期支援事業、発達障
害者支援センター運営事業他

（３）公益を目的とする事業
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業、居宅介護支援事業、障害者就業・生活支援セ
ンター事業、社会福祉研修事業

※詳しくは岩手県社会福祉事業団様ホームページ
http://www.iwate-fukushi.or.jp/をご覧ください。

（戸張看護師より）
1日に350gの摂取が推奨さ

れている野菜。実際には成人の
野菜摂取量の平均は290gです。

毎日350gの野菜を食べるた
めには、一食あたり120gが目
安です。よく食べる野菜の目
安量と重量を覚えておくと便
利でしょう。

また、量だけでなくどんな
野菜を食べるかということも
大切なポイントです。野菜は、
人参、ほうれん草などの色の
濃い野菜１に対して、キャベ
ツ、玉ねぎなどの色の薄い野
菜を２の割合でとるようにす
るとバランスが良いです。

生野菜サラダは、一食分約
80gです。てっとり早く野菜
をとりたいときに便利ですが、
たっぷり食べたいときには不
向きです。いろいろな野菜を
たくさん食べるポイントは、
加熱調理をすることです。ゆ
でたり、炒めたり、蒸したり
することでおいしくたっぷり
食べられます。

また野菜ジュースをとる場
合、重量の半分を野菜量とし
てカウントします。200mlの
野菜ジュースは野菜100gに相
当します。野菜不足が気にあ
るときは上手に利用するとよ
いでしょう。 その際、 野菜
100％のものか野菜の割合が
高いものを選びましょう。
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身近な野菜の目安量

◎緑黄色野菜
・グリーンアスパラガス

 １本 40g

・トマト １個 150g

・にんじん １本 100g

・ピーマン １個 30g

・ほうれん草 １株 30g

◎淡色野菜
・キャベツ １枚 100g

・きゅうり １本 100g

・玉ねぎ １個 200g

・なす 1 個 60g

・もやし 1 袋 200g
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東北歴史紀行

天喜五年（1057）11月、源頼義は多賀城から出て、現地の国府軍千八百名を率
いて貞任を攻めてきた。

貞任は、金為行の河崎柵を根拠として、源氏を迎え撃
う

ったが、その場所は黄
き の み

海（現
藤沢町黄海）である。精兵四千余人という。
「ときに風雪はなはだ激しく、道路艱

かん

難
なん

す。官軍食なく人馬ともに疲
つか

れる・ ・」
「陸奥話記」にあるとおり、官軍は食物もなく人馬ともに疲れ果ててしまったの

であった。
一方の貞任軍は、新しい手綱をつけた軍馬が次々に繰り出され、疲労困

こん

憊
ぱい

の源
氏をさんざんに痛めつけた。

かくして源氏は大敗し、死者が数百人もあり、将軍源頼義ほかたった六騎だけ
が残り、国府（多賀城）目ざして落ちて行ったのである。

もっともこの時、将軍頼義の長男義家の絶大な働きによって安倍軍の包囲陣を
脱出することが出来たのである。義家はこの時、十九歳で、「その騎射は神の如し」
と、敵も味方もともにそれを褒

ほ

めたたえたという。
しかし、それにしても「黄海の合戦」は、安倍氏の完全勝利であり、源頼義の

完敗であった。「陸奥話記」では、この様子を次のように記している。
「将軍の従兵、あるいは敗走し、あるいはもって死傷し、残るところはわずかに

六騎あり。長男義家、修理少進藤原景道、大宅光任、藤原範
のり

季
すえ

、同範明らなり。
賊衆二百余騎、左右につばさを張り囲み攻む。飛矢雨のごとし。将軍の馬、流れ
矢にあたり倒る。」

将軍に従っている兵はわずかに六騎。それでも義家の強弓によって、やっと逃
げることが可能になった。

ところで、戦場には出ずに源氏の陣地で、将軍の安否を心配しながら、その帰
りを待っていた藤原茂頼という老武士がいた。

どうも、敗走してきた兵の情報によると、将軍の生死が気にかかって仕方がない。
そこで自ら髪を剃

そ

り、僧形となって変装し、せめて主君の遺骸だけでも、と戦場
へ捜しにきた。

戦場近くのこのありさまを見ると、源氏側の敗戦は、ありありと見える。激し
い戦いの場に入るのは容易ではなかった。

しかし僧侶であれば、戦場に入って亡骸をさがし、念仏を唱えることは、戦い
のあとであれば出来る。このような勤めをする僧を「陣

じん

僧」と称した。
将軍頼義に三十年も仕えた藤原茂頼は、衣

ころも

を着て髪を下し、大急ぎで陣僧になっ
たのだ。

そして、あちこちを探し歩いていると、何と偶然にも主従六騎で逃げ帰って来
る頼義らの一行に出会ったのである。
「ああ、将軍頼義さまが生きて帰った」と大喜びをしたことは言うまでもない。
こうして、やっと多賀城に逃げ帰った源氏は、城門を固く閉じて、何年もの間、

ひっそりと引きこもっていた。その期間は四年近い。
―これは、前九年合戦のさ中の出来事だったのだ―

（岩手県文化財愛護協会　顧問　金野　靜一氏）

「ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス（SNS)」の代表的な
ものとして、日本最大の会員数を
持つmixi、海外で世界最大の会員
数を持つFacebook、そして昨今
話題のTwitterなどがあります。

人と人とのコミュニケーション
を目的としたもので、他人との繋
がりを通じて新たな人間関係を築
く場を提供します。

以下に代表的なSNSについてご
紹介します。

①Facebook（フェイスブック）　
ユーザ数５億人を超える世界最大の
SNS。日本国内のユーザ数は約300
万人で普及が進んでいない。実名登
録制だから日本で普及しないと言わ
れている。
様々な募集広告を出せる（Facebook 
Marketplace）、写真や動画のアップ
ロード（Facebook Video）などの機
能がある。
2010年にチュニジアで発生した
ジャスミン革命では、情報交換のた
めにFacebookが大きな役割を果た
したとされている。

②mixi（ミクシィ）　
mix（交流する）とi（人）を組み合
わせた造語で、利用者同士の交流が
深まることを願って名づけられたと
言われている。
ユーザ数は2000万人を超え日本最
大規模。最初から日記機能を持ち
2004年に日本で最大規模だった
GREEのユーザ数を１年足らずで追
い抜いた。

③Twitter（ツイッター）
個々のユーザが140文字以内で短文
を投稿し、閲覧できるコミュニケー
ション・サービスとして世界的に急
速に広がっている。チャット感覚で

「つぶやいている」ユーザも多い。
投稿が時系列に並べて表示される

（Timeline)、他のユーザの投稿を自
分のタイムラインで表示できるよう
にユーザを登録する(Follow)などの
機能がある。
2010年の日本の投稿件数は米国に
次いで世界で２番目に多い。
東日本大震災では、ボランティア活
動などに重宝されている。

前九年合戦（五）
～黄

きのみ

海の戦い～

気になるIT用語
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 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
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http://www.ics.co.jp/
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編集後記

この度の東日本大震災により被災された
皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
皆様の安全と一日も早い復旧を心よりお祈
り申し上げます。
地震が発生した３月11日から１か月が経
過しましたが、いまだに多くの方々が避難
所での生活を余儀なくされています。
弊社は、住民の生活を支える行政機関、
地域医療を支える医療機関への支援を主な
業務として、復旧に向けた作業を続けてい
ますが、被災された住民の皆さんの生活が
一日でも早く、より良くなることを願って
います。
アイシーエスNetwork、次号は７月に発
行する予定です。
よろしくお願いします。

第66回国民体育大会冬季大会スキー競技会「あきた鹿角国体2011」が
秋田県鹿角市を会場に、２月12日～２月15日までの日程で開催されまし
た。実施競技はジャイアントスラローム、スペシャルジャンプ、コンバ
インド、クロスカントリーです。

秋田県企画振興部スポーツ振興課様では、競技成績をいち早く選手の
皆様や応援して頂いている方々にお知らせできるよう「競技成績速報の
ホームページ」を作成することとし、弊社の構築サービスとサポートを
ご利用頂きました。
「競技成績速報のホームページ」は平成19年に行われた「第62回秋田

わか杉国体」でご利用頂いたものをリニューアルすることにより、短い
準備期間においてもサイトを公開でき、前回大会のノウハウも活かされ
ています。

大会期間中は秋田支店から2名が現地にて対応し、ホームページ更新
のサポートを行いましたが、専用のツールで競技成績を短時間でホーム
ページに更新できるようにしたほか、総合成績などの確認資料をご提供
することができました。

今後も各種大会において、大会本部側にとっては成績を更新しやすい、利用者側ではより見やすいホームページ運
営サービスを提供していきたいと思います。

いまどきのICS

こんなところにICS

新入社員の紹介

「あきた鹿角国体2011」ホームページ運営支援

今年度も新しい仲間が増えました。これから研修を行いそれぞ
れの部署で活躍することになります。

フレッシュな力を得て、ますますお客様のお役に立てるよう頑
張ってまいります。皆様よろしくお願いいたします。

定年退職のお知らせ
監査室　参事　水原　寛

氏名 配属先（部）

1 柴田　博樹 行政第一システム部

2 高畑　智広 行政第二システム部

3 鈴木　　景 第一開発部

4 中村　悠太 公共システム開発部

5 竹田　真弓 公共システム開発部

6 小野寺功祐 公共システム開発部

7 一戸　智史 医療情報システム部


