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岩手県新給与システム稼働！

平成27年９月24日、当社が岩手県殿より受注した「岩手県新給与システム」が稼働いたしました。このシステムは、岩手県の
知事部局・企業局・教育委員会・警察本部等の一般職員・非常勤職員・臨時職員約25,000人の給与計算業務を行うシステムです。
アイシーエスと岩手県給与計算業務の歴史は古く、会社設立の翌年、
昭和42年に大型汎用機を使用した「県職員給与計算」業務として受託計
算を開始しました。これまで財務会計システムによる給与情報の端末入
力や、総務事務システムによる発生源入力、帳票の電子化など、入出力
方法の変更はありましたが、大型汎用機を使用する計算部分の方式に変
更はありませんでした。しかし時間の経過とともに、制度改正等による
処理の複雑化や、関連業務の増加などが要因となり、近年では業務の維
持に多くのコストが必要となって来ていました。

業務関連図

この度、当社が保有する、他県で安定稼働の実績があるJava言語で開
発したパッケージシステムをベースに、トータル的に岩手県殿の業務を
実現する提案を採用いただき、これまで個々に行っていた７つの業務も
集約したシステムとして開発を行うとともに、関連する約10システムとの
連携も、従来通り行える様対応を行いました。
このシステムの導入によって業務の運用方式も一部変更となりました。これまで加減イメージの入力で行っていた遡及手続
きは、パッケージの有する自動遡及機能により自動化が行われ、また、これまで当社担当者が行っていた計算実行・各種帳票
出力についても適時ユーザ側で行うことが可能となりました。

ネットワーク図

ログイン画面

システム画面

開発期間中に大きな制度改正への対応が必要で、稼働時の
10月月例計算においては、各共済組合における標準報酬制が
スタートする月でもあり、この対応についても並行して開発を
行いました。また、平成28年よりスタートするマイナンバー制
度対応については、運用と並行しながら順次対応を行っている
ところです。
今回の開発期間は約16ヶ月と非常に短い期間でしたが、仕
様決定や確認作業において岩手県殿の多くのご担当者のご協
力もあり、稼働を実現することができました。この場をお借り
して深い感謝とともに御礼申し上げます。
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大学教育学会2015年度課題研究集会への出展
大学教育学会主催の「大学教育学会2015年度課題研究集会」は、毎年１回全国の大学を会場として開催されますが、
今年は11月28日、29日の２日間に渡って、岩手医科大学、岩手大学それぞれの会場で開催されました。統一テーマは『
「連
携」から広がる新たな時代の大学教育』で、全国の国・公・私立大学から、高等教育の改革・質保証・新たな教育方法
の実践等に取り組む教職員の方々が参加されました。

◆統一テーマ『「連携」から広がる新たな時代の大学教育』
第１日

11月28日（土）

第２日

11月29日（日）

＜会場：岩手医科大学矢巾キャンパス＞

＜会場：岩手大学＞

・ポスターセッション・コアタイムⅠ
・基調講演「多職種連携と徳育」
岩手医科大学理事長・学長 小川 彰 様
・ポスターセッション・コアタイムⅡ
・開催校企画シンポジウム
「多様な連携による大学教育の質向上の可能性」

・課題研究シンポジウムⅠ
「学士課程教育における共通教育の質保証」
・課題研究シンポジウムⅡ
「発達障害学生への学生支援・大学教育の役割」
・課題研究シンポジウムⅢ
「アクティブラーニングの効果検証」

当社では、岩手医科大学矢巾キャンパス内に設けられた展示会場に出展しました。
当社としては「課題研究集会」への出展は初めてでしたが、展示ブースに来られた教職員の方々に、興味深く展示品
をご覧いただきました。

＜出展内容＞
・ビックデータ分析ツールQlikView
	大量データを簡単な操作で自由に分析し、
"問題解決の気づき"を得られる新しいタイ
プの分析ツール「QlikView」を紹介

展示会場

・StarTech.com社製品
	ノートPC用ドッキングステーション、ノー
トパソコン接続KVMコンソールを紹介

・Cytrix社製品
展示ブース

	VDIソリューション製品を紹介

VMware パートナーエリアコンテスト受賞
2015年４月～2015年９月期に実施されたVMwareパートナーエリアコンテストで、東日本エリアにてトップ受賞を
いたしました。
VMwareパートナーエリアコンテストは、日本の地域ごとにエントリーしているVMwareパートナー各社の中から、
見積提案、案件受注などの営業活動について、選考基準に基づきポイント制により審査されます。今回の受賞は、お
客様からの信頼のもと様々なシステム構築をまかせていただいた結果と受け止め、今後もさらなる満足度の高いシス
テム構築、サービス提供を目指してまいります。
＜IT価値創造塾VMwareパートナーエリアコンテスト 2015年４月～2015年９月期＞
http://vmware-juku.jp/areacontest2015fh/
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東北歴史紀行

後三年合戦（三）

− 清衡・家衡と源義家 −

清衡・家衡の兄弟は、清衡の親族である重光の強い主張により、陸奥守である源義家と戦うことになる。
しかし、たちまちにして二人は義家軍の前に屈し、敗退してしまった。
一方、清原家の筆頭たる眞衡は、陸奥守源義家を十分に接待して誠意を示したうえ、本家の総領である自分（眞衡）
に叛意を持って挙兵した吉彦秀武（きみこのひでたけ）を討つべく、出羽に向けて進軍した。
とん し
ところが、この眞衡は持病のなせる業か、突如として頓死してしまったのである。これにより、もはや戦う必要も
なくなった二人の兄弟（清衡と家衡）は、「こと、ここに至った理由は重光にある」として、直ちに義家に降参した。
義家は、これを善意として許したのである。そのうえ、この兄弟を自分の今後の奥州地方における立場を考え、
「奥
六郡」を二人に分け与えたのである。
すなわち南半分－胆沢・江刺・和賀の三郡を清衡に、北半分－稗貫・紫波・岩手の三郡を家衡に与えた。
おだや
北三郡より南三郡のほうが肥沃なので、二人の兄弟は、内心はいずれも穏かではなかった。
清衡は、安倍氏の孫として、しかも苦労を重ねた年月も多く、また兄として六郡全部を与えられても、おかしくは
う
ないと考えていた。また家衡は、安倍・清原氏を享ける孫として子として、自分こそ六郡すべてを受領してもよい筈
だと考えたようである。要するに、この二人の兄弟は、二人とも不満であった。
特に家衡は、大いに不満で「清原家の正統な後継者は、自分であるのに、不利な北三郡を当てがわれ、半ば族外者
たる清衡が、南三郡を手にしたことは、まことに不満であった。
ざんげん
その不満さは、やがては源義家に清衡の讒言をすることになる。だが義家は、それを取り上げないばかりか、逆に
清衡に賞を与えた。清原氏の騒動に功ある働きをしたという言い分である。
さらに、家衡と清衡を豊田館（岩谷堂）に「同居」させたのである。義家の〝事あれかし〟の一つの策略であった
つも
とも言われる。不満を持つ二人の兄弟は、互いに不満が積り、やがてはそれが爆発することを計ったものと言えよう。
そしてその計略通りに、家衡が清衡に対して夜襲をかけてきた。清衡は、その計略を知っていたのか、どうか。と
にかく妻子にもそれを告げず（告げる暇もなかった）、予定の行動でもあったかのように、近くの池の中に潜み、密
林を駆け、濁流を泳ぐ等の苦労を重ねつつ、ついに源義家のもとにたどりつき、状況を訴えたのであった。
義家は、これを待っていたかのように、直ちに数千騎を率いて、弟の家
衡を討ちに向かったのである。
清原家の後継者であることを自認している家衡は、兄の清衡を討ち損じ
ぬまのさく
たと知ると、すぐに出羽の本拠に移動し、「沼柵（秋田県平鹿郡雄物川町）」
こも
ほん
にたて籠った。家衡は、陸奥国に居領を所有していたが、出羽山北にも本
がん
貫（本拠地）を持っていて、その中心的な館が沼柵であったものと考えら
れる。
沼柵は、その周辺に城下の集落があり、かなりの兵力を集めるだけの広
がりがあり、その後背地には、兵力や糧食を保持するだけの有形、無形の
力があったものと思われる。
この沼柵を義家の軍勢が取り囲み、包囲網を作ったが、それをかいくぐっ
ひょうろうまい
て兵糧米を運び入れたので、柵内の勢力は容易に弱まらなかった。
逆に温暖地から奥羽にやって来た源氏の方が、疲労の気配が濃厚であっ
た。季節が秋になり冬になると、いっそうその傾向が大になり、
うえ
「軍兵多くは寒さに死し、飢に死す…」
と、記録されるような事態となったのである。柵を攻めてから三ヶ月経っ 沼柵は、現在の横手市の雄物川町にあり、当時は、四方を水
で囲まれた水城と呼ばれました
ても陥落などの様子は伺えず、攻撃側の源氏の方が吹雪の荒ぶる北奥羽の
こご
厳しい寒気に凍え死ぬ者も多く、手のほどこしようがない状況であった。
き ない
畿内の河内あたりから従って来た兵士にとっては、経験したことのない
寒さに耐えかねているのを、大将たる義家が自分の体温で暖めて辛うじて
そ せい
蘇生させた、という「美談」に仕立てられたエピソード（挿話）も伝えら
れている。
この年は大雪で、源氏は飢と寒さで戦力を失ない、凍死するものが続出
した。名将義家といえども、ついに撤退せざるを得なくなった。
時に、応徳三年（1086）、冬のことであった…。
（岩手県文化財愛護協会 顧問 金野 靜一氏）
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旬を味わって健康に
● おいしい牡蠣の選び方 ●●●

●●

─牡蠣─
「海のミルク」と称される牡蠣。生で食べても過熱し
ても、和食でも洋食でも、とにかくおいしい海の恵み
です。旬を迎えたら牡蠣のオイル漬けを作るのが個人
的には冬の風物詩となっています。
さて、そんな牡蠣には現代人に不足しがちなミネラ
ルが豊富に含まれていますが、その代表格が皆さんご
存じ「タウリン」です。タウリンは、貝類やイカ、タ
コなどの魚介類に多く含まれるアミノ酸の一種で、牡
蠣独特のうまみのもとでもあります。心臓の機能を高めて血流を促す働きが
あり、動脈硬化、高血圧の予防につながります。また、タウリンは肝臓の働
きを助けたり、コレステロール値を下げたり、疲労回復にも役立ちます。加
熱しすぎると効果が落ちるので、牡蠣がふっくらする程度に火を通すと良い
でしょう（ただし加熱用の牡蠣はしっかり火を通す）。
牡蠣には、皮膚や粘膜の健康維持を助ける「亜鉛」も含まれています。亜
鉛は通常の食事で十分摂取できますが、加工食品をよく食べる人や、玄米や
豆類を多く食べる人では不足することもあります。亜鉛が不足すると「味覚
障害」が起こりやすくなります。普段加工食品やインスタント食品をよく食
べる人などは、牡蠣などの魚介類で亜鉛を補いましょう。
意外にも牡蠣には「鉄分」も含まれています。鉄は血液の成分で、体の隅々
に酸素を運ぶ役割をしています。不足すると貧血や冷え性、倦怠感などの不調
を引き起こします。
特に女性は不足しがちなので積極的にとりたい栄養素です。
牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品と合わせると吸収率が高まります。
牡蠣のグラタンやチャウダーに、これまた今が旬の寒じめほうれん草などを
加えると、牡蠣のパワーを効果的にとれ、なおかつ身も心も温まりそうですね。

いまどきのICS

新鮮な牡蠣は貝柱の部分が透
明です。 鮮度が落ちると乳白色
になりますので目安にしてくださ
い。 身は、 少し黄色みがかって
いるものがお勧め。こちらも時間
経過とともに白さが増します。
ひだの色が濃いのも新鮮な証
です。
殻つきのものは鮮度が見分け
にくいのですが、 全体的にずっ
しりとしていて丸みが深く、 傷
が少ないものを選ぶと良いで
しょう。

技術論文発表会 開催

11月16日、入社５年目以上の技術職を対象として技術論文発表会を行いまし
た。
「論文作成を通じて、業務に対する研究心および創意工夫を養成する」、
「成
果をまとめ、公式の場において発
表する事により、発表技術（プレ
ゼンテーション） を実体験する」
ことを狙いとして、毎年行ってお
ります。
今年度も７名の発表者が、実務
で体験した業務についての改善成
果報告、改善提案について発表しました。
今まで培った研究心と創意工夫は、今後の業務で発揮され、お客様の
お役にたてるものと思います。
http://www.ics.co.jp/
E-mail : sales@ics.co.jp

編集後記

新年明けましておめでとうございます。
新しい年がスタートしました。
今年は岩手では国体が開催されます。ま
ず、１月27日から冬季国体がスタートし、
10月の本大会、障がい者スポーツ大会と続
く、まさに国体年となります。大会が無事
成功するように、出場される方、関係者の
方々に声援をお送りいたします。
次号Networkは４月発行予定です。
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