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地域未来牽引企業に認定
地域未来牽引企業に認定

当社は、平成
29 年 12 月 22 日に地域経済牽引事業の担い手の候補となる
当社は、平成29年12月22日に地域経済牽引事業の担い手の候補となる地域
地域の中核企業
「地域未来牽引企業」
として経済産業省から認定されました。
の中核企業「地域未来牽引企業」として経済産業省から認定されました。
地域経済牽引事業とは、企業立地促進法の後継として、平成
29 年 7 月に
地域経済牽引事業とは、企業立地促進法の後継として、平成29年７月に施
施行された
「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関
行された「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関す
する法律」
（通称：地域未来投資促進法）に基づき策定された岩手県及び市
る法律」（通称：地域未来投資促進法）に基づき策定された岩手県及び市町村
町村の基本計画に沿って、
事業者が行う地域の特性を生かして高い付加価値
の基本計画に沿って、事業者が行う地域の特性を生かして高い付加価値を創
を創出し、
地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすような事業のこ
出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすような事業のことで
とです。県知事から地域経済牽引事業計画の審査・承認を受けることで、
す。県知事から地域経済牽引事業計画の審査・承認を受けることで、地域未
地域未来投資促進法に基づく各種支援策を受けることができます。
来投資促進法に基づく各種支援策を受けることができます。

地域未来牽引企業の選定は、企業情報のデータベースから高い付加価値を創出していること等の定量的な指標
地域未来牽引企業の選定は、企業情報のデータベースから高い付加価値を創出していること等の定量的な指標に加
に加え、自治体や商工団体、金融機関等の関係者から今後の地域経済への貢献等が期待される企業の推薦という
え、自治体や商工団体、金融機関等の関係者から今後の地域経済への貢献等が期待される企業の推薦という２つの方
２つの方法により、外部有識者委員会の検討も踏まえ客観的に行われたものです。
法により、外部有識者委員会の検討も踏まえ客観的に行われたものです。
当社は、IoT
や AI、ビッグデータ、ロボット、ブロックチェーンなどの技術革新へも、これまで積極的に取り
当社は、IoTやAI、ビッグデータ、ロボット、ブロックチェーンなどの技術革新へも、これまで積極的に取り組ん
組んでまいりました。また、自治体や医療、文教など各分野の専門的な知見を活かし、県内経済界、全国、北海
でまいりました。また、自治体や医療、文教など各分野の専門的な知見を活かし、県内経済界、全国、北海道・東北
道・東北エリアの同業種とのネットワークを通じて、コネクテッド・インダストリーズの実現に向けた取り組み
エリアの同業種とのネットワークを通じて、コネクテッド・インダストリーズの実現に向けた取り組みも進めており
も進めております。この度の認定は、これらの取り組みをご評価いただいた結果と考えております。
ます。この度の認定は、これらの取り組みをご評価いただいた結果と考えております。
地域未来投資促進法及び岩手県の基本計画では、次の６つが地域の特性を生かす事業分野に掲げられています。
地域未来投資促進法及び岩手県の基本計画では、次の６つが地域の特性を生かす事業分野に掲げられています。

①成長ものづくり分野
（自動車・半導体・
①成長ものづくり分野（自動車・半
医薬医療機器関連産業等の集積を生
導体・医薬医療機器関連産業等の
かした成長ものづくり等）
集積を生かした成長ものづくり等）
②農林水産業・地域商社分野
（農林水産
②農林水産業・地域商社分野（農林
水産品・加工品・伝統工芸品を活
品・加工品・伝統工芸品を活用した
用した農林水産業・地域商社等）
農林水産業・地域商社等）
③第４次産業革命分野（IT関連産業

③第 4 次産業革命分野（IT 関連産業の
の集積を活用した第４次産業革命）

集積を活用した第 4 次産業革命）

④観光・スポーツ・文化・まちづく

り分野（世界遺産等を活用した観
④観光・スポーツ・文化・まちづくり分野
光、公民連携手法を活用したまち
（世界遺産等を活用した観光、公民
づくり等）
連携手法を活用したまちづくり等）

（経済産業省作成資料より抜粋）
（経済産業省作成資料より抜粋）

⑤環境・エネルギー分野（木質バイオマス、地熱等を活用した環境・エネルギー）

⑤環境・エネルギー分野（木質バイオマス、地熱等を活用した環境・エネルギー）

⑥ヘルスケア・教育サービス分野（温泉等を活用したヘルスケア、ITを活用した教育サービス等）

⑥ヘルスケア・教育サービス分野（温泉等を活用したヘルスケア、IT を活用した教育サービス等）
当社は、上記のうち主に③の第４次産業革命分野を中心に、IoT、AI、ビッグデータなど先進的技術を用いて取り

当社は、このうち主に③の第
4 次産業革命分野を中心に、IoT、AI、ビッグデータなど先進的技術を用いて取り
組むこととしており、具体的には健康・ヘルスケア産業や、東日本大震災で大きな被害を受けた水産加工業の省力化
組むこととしており、具体的には健康・ヘルスケア産業や、東日本大震災で大きな被害を受けた水産加工業の省力
に繋がるロボット活用事業などへの取り組みを進めています。この取り組みを通じて今後一層地域の産業振興に寄与
化に繋がるロボット活用事業などへの取り組みを進めています。この取り組みを通じて今後一層地域の産業振興に
し、経済の活性化につなげてまいりたいと考えております。
寄与し、経済の活性化につなげてまいりたいと考えております。
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互助会システムのご紹介

「互助会システム」は互助会様の事業形態に沿ったパッケー

互助会システム全体イメージ

ジシステムで、全国複数の都道府県の互助会様にご利用いた
だいています。
【主な標準機能】
機能

対応事業等

会員管理機能（被扶養者管理）

会員に関する基本情報の管理

給付管理機能

給付事業

レセプト計算機能

療養給付金の自動計算

保険管理機能

保険事業

貸付管理機能

貸付事業

パッケージシステムは継続的に機能の充実を図っており、
制度改正等に柔軟に対応できる変化に強いシステムとなって
います。
システム導入にあたっては要件整理からお手伝いさせていただき、互助会様の業務改善の提案を行うことで将来の
運用まで見据えた導入を行っています。
今後も互助会様の声に耳を傾け日々の業務にお役立ていただけるシステムとなるよう取り組んでまいります。
【直近の導入事例】
新潟県教職員互助会様
これまで事業ごとに複数のシステムで情報を管理
していましたが、互助会システム導入により、ひと
つのシステムで情報管理が行えるようになりました。
会員情報の一元管理、
給付金データの一括取り込み、
入金管理機能の強化により業務効率が向上しました。

製品紹介

奈良県職員互助会様
これまで会員情報の連携元が多岐にわたるた
め、手作業による情報管理を余儀なくされてい
ましたが、互助会システムを現状の業務運用に
合わせてカスタマイズを施して導入することで、
情報連携を自動化し業務効率が向上しました。

はかりゃんせシステムのご紹介

「はかりゃんせ」は漁業協同組合様の水揚受付業務を自動

漁業協同組合〇〇支所
はかりゃんせシステム

化し、省力化に貢献するシステムです。
システム導入前は、アワビ、ウニなどの品種を計量する

計量器

場合には水分が含まれるため、計量者の目分量で水分を引

ハンディ器

伝票

いて計量していましたが、「はかりゃんせ」は品種データに
水分率を持ち自動で水分量を引いて計量する事ができます。
また、計量データは計量器からBluetooth（※） でハンディ
ターミナルへ送信され、その場で伝票を印刷し、生産者に
渡す事ができます。
伝票データはハンディターミナルから無線LANで、株式
会社JFit様が開発した漁協システム「オスパー」に転送され、
漁協職員が伝票を漁協システムへ入力する手間を省く事が

漁業協同組合本所
漁協システム（オスパー）

できます。
「はかりゃんせ」は、1994年より新おおつち漁業協同組合
様（旧：大槌町漁業協同組合様）で稼動しており、システ
ムの最新バージョンが2017年11月より三陸やまだ漁業協同
組合様で稼動しました。各支所様（山田湾支所、大沢支所、

漁協ネットワーク

織笠支所、大浦支所）に導入され活用されています。
これからも地域の産業に、より一層貢献できるよう取り組んでまいります。
（※）Bluetooth：近距離無線通信の規格のひとつで、機器間でデータのやり取りができます。
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水揚受付の現場

とも言えるのである。
そのうえ、 中央でも藤原清衡を、 かつての陸奥
の安倍氏や出羽の清原氏の継承者として、 認めざ
るを得なかった。 つまりは、 奥州の白河以北につ
いては、 清衡の支配を容認せざるを得ないといっ
た状況になったのである。
清衡は平泉に至って、 次々に造寺・ 造仏などの
業務を推進したが、 何と言っても触れねばならぬ
ことは「金色堂」の造営のことである。
しゃ
永久四年（一一一六）、清衡が六十一歳の時「釈
か
迦堂」の造営に着手した。「中尊寺経」と呼ばれる「写
経」 も並行して行われた。 高野山所蔵の「中尊寺
金銀字経」 の奥書によれば、 この仕事は、 永久五
年（一一一七）の二月十五日から始められている。
清衡の後半生は、 中央との交流を緊密にしなが
ら、 陸奥国の安定と支配力の強化に終始した。 仏
教の興隆を根底に、 生産の向上を図りながら人心
の掌握に努めたのである。
この時代になると、 奥羽の山地にも郡が置かれ
るようになっていた。例えば津軽には平賀・鼻和・
田舎・ 川辺の四郡、 その先には外浜、 日本海側に
は西浜との「浜」の特別区が置かれた。
天治元年（一一二四） 五月四日。 この日に「金
色堂」が竣工した。清衡が六十九歳のときであった。
「奥州平泉」 と言えば、 やはり金色堂を思い浮
かべる。 まさに平泉文化の象徴と言い得る存在で
ある。
今日では、 清衡の造営にかかる堂塔と言えば、
わずかに金色堂と、 毛越寺庭園の一部のみが残さ
れている。 だが金色堂には、 失われたものの全て
が凝縮されて伝えられているとも言い得る。
現今の技術でも復元が困難とされる技法を駆使
して、 造営された荘厳さは筆舌に尽くし難いもの
がある…。
（岩手県文化財愛護協会顧問 金野 靜一氏）

中尊寺の表参道「月見坂」
（中尊寺）

「金色堂」
（中尊寺）

標高１３０メートルほどの中尊寺本堂・金色堂へと続く坂道。樹齢３００年
～４００年の大杉が両側にそびえ立つ。
この老杉の並木道は、坂道に
沿って約８００メートル続く。

金色堂は中尊寺創建当初の姿を今に伝える建造物で、藤原清衡公
によって上棟された。往時の工芸技術が集約された御堂で国宝に指
定されている。
この金色堂には藤原氏三代
（清衡、基衡、秀衡）
の御遺体が安置され
ている。

東北歴史紀行

奥州藤原氏と平泉文化（五）
―金色堂・中尊寺・毛越寺︵一︶―
せんぼく

「後三年合戦」 の終了後、 清衡は出羽山北の金沢
から帰った後、 江刺郡の豊田館を本拠として暮ら
していた。
今の奥州市江刺区餅田の地で、現在も「豊田館跡」
などの遺跡が残されている。 清衡は、 ここに十年
ほど滞在した。 亡父経清も、 かつてはここに居住
していたのである。
その清衡が、 平泉に宿館を移住したのは「康保
年中（九六一～九六八）」と、
「吾妻鏡」にはある。
「康
保 」 は 、 清 衡 が 生 ま れ る 前 の 年 号 な の で 、「 嘉 保 」
か「康和」 の誤りと思われる。 最近では「康和年
中（一○九九～一一○四）」とする説が有力だ。
この頃、 都から藤原実宗、 基頼らが陸奥守や鎮
守府将軍として赴任した。 だが、 長い間の騒乱が
収まったばかりの時なので、 荘園の整理、 郡や郷
の再編成など大変な難事業の連続であった。
―このような情勢の中で清衡は何故に、 ここ平
泉へ居を移して本拠地にしたのか。
平泉は北上川に面し、 衣川を北にひかえている
など、 古来軍事上の要地であった。 小高い山と河
岸段丘の上に位置する平泉は、 陸路の大道と北上
川の水路が交差する交通の要衝でもあった。
衣川から北の地域が、 いわゆる俘囚長が統率す
る「奥六郡」との境界で、「衣関（ころものせき）」
が設けられ、小高い山は「関山（かんざん）」とも
称された。
しかし清衡は、 それほど軍事上の問題を考慮す
る必要はなくなっていた。 以前は、 衣川を越えて
南へ進めば、 あたかも国境を侵したようにさえ思
われたが、 今やそのような心配はなくなっていた。
それほど清衡の存在が大きい地位を占めたから、

【中尊寺所蔵写真、使用許可済】

【使用許可済】
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生活習慣病と食事
― 基本はバランスの良い食事―

だしからミネラルをとりましょう

健康診断を受けたときや医療機関に行ったと

和食といえば「だし」ですが、だしに

き「バランスの良い食事をとりましょう。」と

は昆布やかつお節などのミネラルが溶け

言われたことのある方は多いかもしれません。
「バランスの良い食事」とは、「健康を維持
するために必要な栄養素をしっかりとれる食事」のことです。
1回の食事の中に「糖質」
「蛋白質」
「脂質」
「ビタミン・ミネラル」
を含むメニューを取り入れることが基本です。主食で糖質を、主
菜で蛋白質や脂質を、副菜やデザートでビタミン・ミネラルをと
ります。たとえば、ご飯（糖質）、焼き魚（蛋白質、脂質）、野菜
のお浸し（ビタミン、ミネラル）といった具合です。
おかずをひとつにして、お味噌汁を具沢山にするなどの工夫も

出します。
自分でだしをとれば余計な添加物も食
塩もとらなくて済みます。気軽にだしを
とってみませんか？
〈水だし〉
寝る前に麦茶ポットなどに 水1ℓ
と昆布やかつお節、 煮干などお好み
の材料20gを入れて冷蔵庫へ。朝に

良いでしょう。
買って食べることが多い人は、カップ麺＋おにぎりのような糖
質ばかりのメニューではなく、おにぎり＋おでんのように糖質以
外の栄養素もとれるメニューを選びます。
外食が多い人は、丼や麺などの単品メニューには野菜のサイド

は「だし」のできあがり。
中身を取り出したら、冷蔵庫で数
日保存できます。

メニューを追加するなどの工夫がお勧めです。
1日3食として、1年で1,095食を私たちは口にします。
何を食べるかで1年後の体は大きく変わります。

当社のセキュリティ教育
当社は、マネジメント基本方針の中で情報セキュリティ基本方針、個人情報保護方針等を定め、その確立と維持運
用に取り組んでいます。その中で、社内における個人情報保護を含む情報セキュリティの知識向上と意識浸透を目的
に、全従業者（社員・臨時社員・派遣社員等）を対象として毎年ｅラー
ニング教育を実施しています。
平成29年度はマイナンバー取扱業務の実運用が本格化し、平成29年
５月30日の改正個人情報保護法施行に伴い年度初めに講義形式の集合
研修も実施しました。
ｅラーニングによる研修は２部構成となっており、第１部は「基礎編」
「マ
イナンバー編」
、第２部は業務遂行の様々な場面で順守すべき事項をまとめ
た「順守事項編」から構成されています。全ての受講を終えると「理解度
テスト」を実施する流れとなっており、満点をとるまで繰り返し受験します。
これからも全ての従業者が協力し、安全で安定した情報サービスの
提供に努めてまいります。
編集後記

岩手山は雪解けが進むと、春を告げ
る「ワシ形」が現れます。岩手山の山
頂付近が翼を広げた鷲の形に見えるた
め、巌鷲山（がんじゅさん）とも呼ばれ
ます。この鷲が現れると、寒さ厳しい
岩手の地にも春を感じます。
新年度がスタートしました。春の息
吹をいっぱいに吸い込み、気持ちを新
たに、お客様へのサービスに努めて参
ります。今年度もよろしくお願いします。
次号Networkは７月発行予定です。

https://www.ics.co.jp/
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
TEL：018-865-6171 FAX：018-865-6121

三交ビル

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

AQUA古川2丁目ビル

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
TEL：022-722-7622 FAX：022-722-7644

東北王子不動産ビル4階
※掲載記事等の無断転載を禁じます。
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