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特

集

くらしに役立つ住民向け自治体アプリ
「まちサポ」

昨今のスマートフォンの普及拡大を背景に、自治体

標準で備えている機能は市町村様向けですが、本ア

によるスマートフォンアプリの提供が増加傾向にあり

プリから派生した希望郷いわて国体・希望郷いわて大

ます。観光、防災等、様々なアプリが提供されている

会応援アプリ「まちサポいわて」では、岩手県様が発

なか、弊社は『あなたの街を手のひらに』をコンセプ

信するイベント情報や観光情報など県民の皆様や来県

トに、自治体と住民を繋ぐスマートフォンアプリ「ま

される方々にもお役立ていただけるアプリとしてリ

ちサポ」を開発しました。

リースしております。

「まちサポ」には以下の主な機能があります。

11月８日〜11月９日に東京ビッグサイトにて開催さ

市町村のお知らせ

れた「地方情報化推進フェア2016」に出展した際には、

市町村がTwitterやホームページで発信してい

多くの来場者の方々から「まちサポ」へのご意見・ご

る地域情報の見出しを一覧表示。詳細情報をす

要望を賜り、スマートフォンアプリへの関心の高さが

ぐに表示できるオフラインモードを搭載してい

伺えました。

ます。

今後も継続的に新分野・新技術の習得を行いながら、

ごみ収集カレンダー

住民サービス向上にお役立ていただけるサービスの提

お住まいの地域を指定してゴミの種別ごとに収

供を目指してまいります。

集日をカレンダーへ表示。収集日をお知らせす
る便利なアラーム機能も搭載しています。
子育て支援マップ
保育施設やお得なサービスを提供するお店を地
図に表示。買う、食べる等の目的による検索や
保育施設の空き状況の確認が行えます。
休日当番医
休日、夜中に具合が悪くなった・ ・ ・そんない
ざという時に受診できる病院を地図に表示。内
科、外科、歯科等、診療科別に探すことができ
ます。
防災機能
避難所を確認する防災マップ、安否情報を確認
するパーソンファインダー、災害伝言ダイヤル
やＡＥＤ設置箇所まで、災害時に必要な機能を
備えております。
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グループウェアdesknet sNEOの秋田県様導入事例紹介

株式会社ネオジャパン様のホームページに、アイシーエスの導入事例が掲載されましたのでご紹介いたします。
・スペシャル対談 『秋田県様 × アイシーエス × 松尾依里佳氏』
・秋田県企画振興部情報企画課様 『導入事例』
の２本立てとなりました。
ここでは、スペシャル対談の概要をご紹介します。
desknet sNEOキャラクターの松尾依里佳氏（ヴァイオリニスト）を交え、秋田県企画振興部情報企画課様から、
導入時から導入後の感想および、アイシーエスへの要望等について以下のお話しをいただきました。
・グループウェアを初めて導入した時から今回まで、アイシーエスに構築・運用・保守について協力いただいており、
安心して任せることができた
・スケジュール管理と設備予約が一体化し利用しやすくなった事で、システムの利用数が向上した
また、朝アクセスが集中した時に動作が重くなることもなくなり、ストレスがなくなった
・サーバ台数を15台から４台へ大幅にダウンサイジングできた事で、管理の負担も減りコスト削減にもつなげること
ができた
・アイシーエスにはこれまで通り、寄り添う形でシステム導入や保守・運用のサポートをして欲しい
秋田県様に対しては、今後も秋田支店の立地条件を活かし、現場で起こっている事象についてリアルタイムにヒア
リングを行い、課題解決が迅速に行えるよう、チームメンバー一丸となって取り組んでいきたいと思います。
ぜひホームページで対談の様子をご覧ください。
スペシャル対談
密なコミュニケーションで円滑なシステム移行を実現
秋田県様×株式会社アイシーエス
https://www.desknets.com/special/akita/
秋田県企画振興部情報企画課様 「導入事例」
https://www.desknets.com/neo/casestudy/4110/

お知らせ

お問い合わせはこちら
アイシーエス秋田支店
TEL 018-865-6171

秋田営業グループ

『東北歴史紀行』次号から新連載がスタート

ご愛読いただいております金野靜一先生の『東北歴史紀行』は、2008年７月発行（VOL.31）の『義経伝説』から
始まり、歴史を遡って『前九年合戦』、『後三年合戦』と続き、『後三年合戦』は本号が最終回となります。
読者の方からは、
・なぜその人物がそういった行動をとったのか、心情が分かりやすく描かれている
・登場人物の性格が読み取りやすい
・今度はどんな人物が登場し、どんな展開になるかいつも楽しみだった
などの感想をいただいております。
次号（2017年４月発行（VOL.66））から新たな連載『奥州藤原氏の盛衰』がスタートします。
金野先生に、どんな展開をお考えか伺いました。
・一番強調したいことは、100年間にもわたり、戦（いくさ）がなかったこと
・後三年合戦で生き残った清衡は戦を好まず、質の高い高度な文化（仏教文化）を求め、基衡、秀衡も教えを守った
・清衡、基衡、秀衡の100年にわたる平泉の栄華を、エピソードを中心に描こうと思っている
・西行が来た時のこと、芭蕉が来た時のこと、そして義経のことなど皆さんが好むような面白い部分も書こうと考
えている
金野先生のお話しをお聞きしていると、平泉文化のいろいろな情景が頭に浮かびました。
皆様もご期待ください。新たな藤原氏の人物像や心情を発見するかもしれません。
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よいのかも知れない。
東北歴史紀行
「同絵詞」のおしまいの、残酷で異様な光景― それは、
・ ・
・ ・
物干しざおのような長いさおに、ズラリと吊るされた多
後三年合戦（七）
数の生首。 おおよその数で、 四十は下るまい。 首には、
―源家の無情―
それぞれ名札がつけられている。
寛治元年（一〇八七）の十一月十四日に、清原氏の金
「絵詞」 の説明によれば、 武衡・ 家衡の家来の主だっ
沢柵が落ちた。
た者四十八人の首であるという。まことに異様であるが、
「 そ れ は 源 氏 に 対 す る 清 原 軍 が 、 よ り 精 強 で あ っ た が 「絵詞」 の最終場面は、 義家が武衡・ 家衡の首を投げ捨
ために、その最期は悲惨を極めたものであった。
てて、都へ帰る光景で、これまた鬼気迫る思いさえする。
えことば
『後三年合戦絵詞』が記している落城後のありさまは、
どうして、そのようなことになってしまったのであろ
け う
残酷きわまりない。絵巻物としては、稀有といってよい うか？
ほど、悲惨に描かれている。
」
源義家は、苦労の末、金沢柵を落とし、清原氏を討ち
こく げ
―騎馬武者が生首を刀の切っ先に刺し抜いて疾走する 滅ぼした後、朝廷に対して国解を奉じている。
さま、その騎馬の肢先には首のない胴体が転がっている。 「清原武衡・家衡の謀反は、安倍貞任・宗任のそれを
柵から脱出してくる女たちを追いかけまわす勝ち誇った 上回るほど、激しいものであった。しかし、たまたま私
武者の群れ。
の力でこれを打ち平らげることが出来た。よって早く追
子供たちまでも皆殺しにする場面には切り離された女 討の太政官符を戴いて、賊たちの首級を朝廷に奉りたい」
の生首と胴体が噴出した血とともに、生なましく描かれ
との趣旨であった。だが結局、官符は下りなかったの
ている―
である。その理由は、この合戦は義家の「私闘」である
古代史に明るい新野直吉氏（元秋田大学学長）は、
『古 から、公の追討令は出すべきではないしと、朝議が決定
代東北史の人々』のなかで、次のように論じておられる。 したことによるものであった。
「敗戦は敗者にとっていつも例外なしに悲惨ではある
―清原氏の内乱を義家に平定させるために、彼を陸奥
が、義家の処理態度が峻厳で残酷でさえあったので、後 守に任じたのであれば、任命の際に、あるいは「金沢柵」
三年の役の結末は、史書を読めば吐気を催すほどである。 攻めが始まった時には、官符が下されていてもよい筈で
頼義（義家の父）が安倍氏を処罰したときも無残であっ ある―
たが、まだ男性的で陽性であった。哀愁のロマンが漂っ
それが合戦が終わっても、なお官符が下りなかったと
ていた。
いうことは、 源義家が勝手に争いに介入し、 ひいては
・ ・ ・ ・
だが、義家の清原氏仕置きは残忍である。陰惨で、目 みちのくの支配への野心とも受け取れるなど、朝廷では
をそむけたくなる。もちろんこれは、清原氏の側も、安 源氏の動向を正確に知っていて判断したことを示してい
倍氏の貞任・ 千世童子（貞任の子）・ 経清（清衡の父） ると、考えても間違いはないと思える。
らの態度に比べ、武衡・家衡ともに男性的に、すかっと
いやしくも陸奥守という国守になるためには、一定の
したものがないことも原因であろう。
功績や律令制の貴族としての実績が必要である。いくら
しかし何と言っても、名将の聞こえの高い八幡太郎義 望んでも勝手には就任出来ない職務である。
家らしくない処置が、この胸の悪くなるような状況を導
よって義家が鎮守府将軍となり陸奥守になったこと
き出す主要因である。
」
は、自らが工作して得たもの、その足場を作った面もあっ
「後 三年 合戦 絵詞」 に 描かれ た残 虐な殺 りく 場面 は、 たとしても、朝廷が公に認め、任命権を行使した結果と
右の文節にある義家の姿勢・態度のあらわれ、と言って して生じたものであることは確かである。

だが、奥羽地方に勢力を有し、これを根拠として強固
なる地位を得た清原氏は、内部抗争が起きて、争乱の形
になったものの、決して朝廷に刃向かったわけではない。
よって、 これを叛乱者として取り扱うべきではなく、
特に陸奥守としては、その責務として、同国内の争乱を
鎮定することのみに専念すべきであった。
それをあたかも謀反人のように処置し、軍を率いて出
羽国まで越境して攻撃することはまさしく越権行為と言
われても仕方がない、とまで指摘されたのである。
（岩手県文化財愛護協会顧問 金野 靜一氏）

星兜石
（横手市金沢）
義家が戦勝を記念して、凱旋のおりに
着用していた兜を脱ぎ土中に埋め、そ
の上に置いた石であるという。
今でも注連縄が張られている。

兜杉
（横手市金沢）
星兜石のそばに戦勝記念のため藤原
清衡が植えた杉と言われている。
昭和５８年に失火で焼失するまで、
横手市天然記念物に指定されていた。
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検診結果を日々の暮らしに生かす
─ ＢＭＩ ─

★あなたのBMI
＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）
（理想は22）

健康診断で測定した身長と体重から算出する体格
指数「BMI」は、25以上が肥満です。
★あなたの適正体重
BMIが25以上、または腹囲が男性85cm以上、女
＝身長（m）×身長（m）×22
性90cm以上なら減量が必要です。毎日の生活習慣
の見直しをしましょう。
★あなたの1日に必要なエネルギー量
■記録をつける
＝適正体重×25〜30kcal
肥満の人は、食事以外に意識しないで余分に食べ
（デスクワークの場合）
ていることが多いようです。「何も食べてないのに太る」という人の話
をじっくり聞くと無意識に食べていることがよくあります。記録をつけ
ることによって自分を客観的にみて、肥満につながる行動パターンを把
握しましょう。体重、腹囲、歩数のほか、何を何時にどのくらい食べた
か、誰とどんな気分で食べたかも記録すると役立ちます。
■ストレスコントロール
肥満を招く大きな原因の「過食」にはストレスが深く関係しています。
食べることでストレスを発散しようとしているのですが、過食になりや
すいストレスで多いのは、日常生活の中で感じるようなストレスです。
ストレスへの対処をしないまま食事制限をすると、今度はそれ自体がストレスになりダイエットは長続きしません。
ストレス自体をゼロにすることはできません。上手にストレスに対処する術を身につけましょう。
■食べ方の工夫
食事は１日３食、ほぼ均等な量で食べるのが理想です。１日の総摂取エネルギー量が同じでも、３食の量のバラ
ンスが悪いと良い場合に比べて太りやすくなります。また、塩辛い味や濃い味付けのものは食が進んで過食しやす
くなります。外食や出来合いの弁当は味付けが濃く、野菜は不足しがちです。自宅で食べる場合には味付けの工夫を、
外食や出来合いのものを買う場合はメニュー選びにも一工夫しましょう。彩り豊かな食卓を目指すと良いでしょう。
なお、急激に体重を減らすとたいていリバウンドするので、１か月に0.5〜１kgのペースで減らしましょう。

技術論文発表会開催

11月21日、入社五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。
今年度の発表者は、６名。発表に向け、論文の書き方
やプレゼンテーションに関わる事前知識を身に付けまし
た。その後、数か月かけて技術論文を書き上げ発表資料
を作成。発表練習を何度も重ねて本番を迎えました。
当日は、幾度となく押し寄せる強い緊張に押しつぶされそうになりましたが、今までの努力が実を結び、それぞれ
の持ち味を発揮した発表をすることが出来ました。
数か月にわたり技術論文発表会に向けて真剣に取り組んできたことで、他者に文章や言葉で伝えることの難しさを
身を持って体験しました。また自分達が携わってきた業務を振り返ることで、より利便性の高いシステムを提供する
ために必要なこと、自分達の作業を改善した先にお客様にとってもより良いシステムとなることを深く考察すること
が出来ました。この体験を活かして、皆様のご期待に添えるようこれからも一層努力して参ります。
編集後記

台風10号による被害の大きさに心を痛め、
希望郷いわて国体＆希望郷いわて大会の県人
の活躍に励まされた2016年が過ぎ、新たな
年を迎え皆様いかがお過ごしでしょうか。
2017年の干支は「丁酉（ひのととり）
」運
気や有効な情報を「トリ入れ」より実りの多
い１年になる予感のある年なそうです。
今年もよろしくお願いします。アイシーエ
ス「Network」
、次号は４月発行予定です。

http://www.ics.co.jp/
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