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特集１

青森県十和田市様 住民情報統合システムINSIDE稼働

青森県十和田市様の新基幹システムとして、弊社住民情報
統合システムINSIDEが令和２年７月１日に本稼働しました。
当日は朝から多くの住民が来庁し窓口が混雑した状況でし
たが、スムーズな対応をされていました。

導入業務
住民情報、 税務、 福祉の18業務が他社システムから
INSIDEへと切り替わり、さらに今年度中に総合窓口も追
加導入予定です。
総合窓口システムを起点とした連続処理により、十和田
市様の事務分掌に合わせた業務の効率化と住民の利便性の
向上が期待されております。

十和田市役所

新庁舎

サポート体制
システム開発・構築・稼働後の運用サポートにおいて、一貫して弊社ＳＥが作業することで、きめ細かいサポー
トを実施しております。全ての導入システムを自社開発している弊社だからこそ可能となる対応です。
お客様からは「導入時の担当ＳＥが稼働後も継続してサポートしてくれているので安心できるし心強い」との評
価をいただいております。

クラウドサービス
自治体クラウドなど共同利用の実績がある
弊社データセンターから、クラウドサービス
としてINSIDEをご利用いただいております。
他市町村様のサーバと論理的に分離し、性能
とセキュリティを考慮した構成です。
さらに、大規模災害に備えて障害時証明書発
行サーバを十和田市様へ設置し、障害により主
回線／副回線が両方不通になった場合も、業務
を継続できる構成となっております。

アウトソーシング
今後、ご要望に応じて大量印刷から帳票加工、封入封緘にいたるまで、大量出力に係る一連の処理をお請けする
ことも可能です。データエントリーから検品まで一貫して弊社内で作業するため、第三者委託時のリスク（情報漏
えいなど）が回避できます。
十和田市様の情報基盤を支えるベンダーとして、満足していただけるサービスの提供に努めるほか、業務の効率化
や住民サービスの向上に寄与できるご提案をさせていただくなど、ご期待に添えるよう引き続き努力してまいります。
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宮城県石巻市様 住基・就学・住居表示システム稼働

令和２年７月27日に宮城県石巻市様において、弊社住民情報統合システムINSIDEが稼働いたしました。稼働した
業務は住基（住民記録・印鑑登録）システム、就学（学齢簿・就学援助）システム、住居表示変更証明書発行システ
ムです。
石巻市様は、業務システム構築にAPPLICが定義する地域情報プラッ
トフォームの考えを取り入れた先進的な取り組みをされています。業務
システムを業務ユニット単位に分離して取り扱うことと、業務ユニット
間の情報連携を仲立ちする共通基盤システムが構築されており、稼働す
る業務ユニットが情報連携する際には、原則として共通基盤システムを
経由します。INSIDEは、以前より地域情報プラットフォームへの対応
を進めているため、現在までに住基・印鑑をはじめとする14業務ユニッ
トを相互接続確認製品として登録しており、石巻市様の仕様にも十分に
対応することができました。
また、プロポーザルでは、窓口業務の一部を民間に委託する際の課題
となる、公権力の行使についての誤りや委託先による偽装請負を起こさ
ないための仕組みとして、委託先が入力し職員が決裁する「多段式決裁
機能」の実現を重視されていたことから、INSIDEの機能拡張として実
現いたしました。このほかにも、先進的な取り組みをされている石巻市
様からのご意見・ご要望を頂戴しております。今後の参考にさせていた

【宮城県石巻市様】
人口：14.2万人（令和２年６月現在）
対象業務：住基（住民記録・印鑑登録）
就学（学齢簿・就学援助）
住居表示変更証明書発行

だきINSIDEのさらなる改善に繋げてまいります。
宮城県内第二の人口を有する石巻市様に弊社INSIDEをご利用いただき、大変身が引き締まる思いです。
ご採用いただいたいずれのシステムも住民サービスに直結するものであり、石巻市様のご期待にお応えするため、
引き続き細心の注意を払いながら安心・確実なシステム運用に取り組んでまいります。

トピックス

アイシーエス 本社新社屋建設中です

弊社は長年にわたりお客様から大切な情報資産をお預かり
し、情報サービスを提供してまいりました。このたび、社員

【新社屋イメージ図】

数の増加に伴う狭隘化の解消や、クラウド推進による設備の
増強の必要性等から、新社屋の建設を計画し、令和４年秋の
竣工に向け、現社屋の隣接地に建設工事を開始しております。
新社屋は、地上８階、延床面積約13,000㎡、免震構造のRC
建物であり、災害時の事業継続性の確保、一層の堅牢化した
情報セキュリティ対策、社員の労働環境の向上等を目指した
社屋となっています。
新社屋のデータセンターは一新され、新データセンターは、
最新技術を採用した業界指標最高レベル（JDCCデータファ

令和４年秋竣工予定

シリティスタンダード ティア４）に適合する施設となり、お客様の情報資産のセキュリティの向上、また、事業継
続性を更に強力に支援いたします。
これからもお客様のご期待にお応えし、より一層お客様の満足度の向上に努めてまいります。
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1180年の富士川の戦いで、源頼朝が陣を置いた場所とされる。
創建年は不明。

は、これを攻めることは難事。よって陸奥の秀衡を以て、
か
彼の国の史判に任ぜらるべきの由云々……」
と論じているのである。
（岩手県文化財愛護協会顧問 金野 靜一氏）

富士川の戦いの折、
源頼朝と奥州から駆けつけた義経が対面した
ときに腰かけたといわれる。

奥州藤原氏と平泉文化（十五）

この提案は容易には賛意を得られなかったが、結
局は宗盛の主張どおりに決定した。
この人事は、 恒例にはない特別なものであった。
かねざね
そのため、九条兼実は
ぎょくよう
「天下の恥（
『玉葉』
）
」
とばかりに、盛んに書き立てている。当時、平氏の
つねふさ
きっ き
信任の厚かった藤原経房も、その日記の『吉記』に
さ たん
「人を以て嵯嘆（嘆くこと、 感心して褒めることの
あた
二意あり）す。故に記録するに能わず」
と記している。
だが平泉の秀衡の実力は、批判や妬みを超越して、
都の貴族の間でも厳然と確立していたのである。
いてき
朝廷の公家達は、 秀衡を表面上は「奥羽の夷狄」
などと侮蔑していても、暗にその実力を認め、自分
達の脅威となる勢力を抑止する存在との期待も大い
に持っていた。
九条兼実の日記の養和元年（一一八一）四月二一
日の項。
ひたちのくに
「常陸国（茨城県）から、わざわざ北陸道を回って上
京した下人の話によれば、いま噂されている『秀衡
死亡説』は事実ではない。また、頼朝が秀衡の娘を
めと
娶る約束を相互にしたが、婚儀はまだあげていない」
政治情勢の不安定な都の噂話には、平氏の対極に
ある源氏と共に、
平泉の秀衡の名がしばしば出てくる。
同年七月一日の項。秀衡が陸奥守に就任したとき
に、同時に越後守に任用された越後の城資永は、平
氏に忠勤を励んで、信濃（長野県）の源氏と合戦し
ているが、秀衡はその騒乱に乗じて
ろうじゅう
つか
「郎従を遣わし、 押領せんとす（力をもって横取り
しようとしている）
」
とも記している。
同年八月六日の記事では
「摂政、 関白のもとに院の仰せを申し渡す使者が来
ぞく と
て言うには『関東の賊徒（源氏勢力）は、なお未だ
に追討に及ばず』ということである。京都の官兵で

「八幡神社
（静岡県清水町）
」

―義経と平泉（５）―
頼朝の宿舎の前に立った義経一行は、旅の埃にま
みれて怪しまれるほどであったという。
そこで頼朝の警固の武士達と押し問答を交わして
いるさなか、これを伝え聞いた頼朝は、弟の義経では
ないかと直感し、直ちに義経を引見したのであった。
たった二人きりになった頼朝と義経は、互いに涙を
流しながら喜び合い、今までのお互いの苦難を語り
合って、源氏再興の決意を新たにしたものという。長
兄の頼朝と九男の義経は、
実に初めての会見であった。
かくして、 義経は頼朝に従って鎌倉にとどまり、
数年後には頼朝の代官として平氏討伐に抜群の功を
立てるのである。
一方、京都や平泉でも、この時期に大きな政治上
よう わ
の変革が行われていた。養和元年（一一八一）二月
四日、平氏の大黒柱である平清盛が熱病により病没
してしまった。平氏一統の緊急事態であった。
平氏は、関東の頼朝の軍勢が西上してくることを
恐れ、これを阻止するため、背後の奥州平泉の藤原
氏を、そして木曽の義仲を阻止するため、北越の城
氏を、それぞれ味方に引き入れる必要があったので
ある。
むつのかみ
このため平氏は、
「陸奥守」に平泉三代の秀衡を、
えちごのかみ
すけなが
それと同時に「越後守」には地元の城資永を任用し
たといわれる。
せん じ
城資永は、宣旨によって信濃において木曽義仲と
とん し
戦ったものの、 戦力が劣り頓死してしまった。 平
むねもり
宗盛は
「城氏の忠節を賞し、 後輩らを励ます意からも、 越
後を与えてもよいではないか」
と、
平泉の秀衡の陸奥守任命に絡んで提案したという。

「対面石
（八幡神社境内）
」
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血圧対策を食事でも
− カリウムでおいしく減塩 −
高血圧のある人は、塩分を控えめにした
食事にすることが大切です。でもそのため
に味が物足りなくて満足感が得られにくい
ことも。毎日のことですから塩分控えめで
もおいしく食べられる工夫をしてみましょう。
野菜や果物などに含まれるカリウムは、塩分に含まれる余分な
ナトリウムを体外に排出する働きがあります。高血圧のある人は、
塩分を控えるとともにカリウムを積極的にとりましょう。
カリウムは不足しやすい栄養素ではありませんが、水溶性のた
め調理の過程で失われてしまいます。野菜をゆでるときに電子レ
ンジを利用することや、薄味にして汁ごと食べる料理にするなど
工夫しましょう。果物もカリウムが豊富で生で食べることができ
手軽で効率的ですが、糖質も多く含まれているので食べ過ぎない
よう注意が必要です。
たまに無性に食べたくなる納豆の天ぷら。納豆にもカリウムが
含まれていますが、これにさらにカリウム豊富な人参の千切り、
カリウムが含まれ香り豊かな三つ葉のざく切りを加えてかき揚げ
にすると天つゆも塩もいらないおいしさです。
なお、腎臓の機能が低下している人ではカリウムの摂取が制限
される場合がありますので、主治医に確認してください。

トピックス

カリウムが多い食品
ニラ
カロテンも豊富
香りの減塩効果も期待
水菜
さっと加熱すると食べやすい
小松菜
カルシウムも豊富
かぼちゃ
ビタミンA・C・Eもとれる
里芋
いも類の中では低エネルギー
長芋
生で食べられて手軽
納豆
イソフラボン、ビタミンKもとれる
などなど

プログラミング体験会のご案内

2020年度から小学校において論理的思考や創造性、問題解決能力等を身につけ、第４次産
業革命やグローバル化に対応する人材を育成することを目的にプログラミング教育が始まっ
ています。
弊社は、プログラミングの楽しさや興味を醸成しプログラミング教育導入の一助になれる
ように、ソフトバンクロボティクス株式会社の人型ロボットPepperを利用したプログラミン
グ体験会を開催しています。
体験会では、小学校のプログラミング教育で使用される「Scratch（スクラッチ）」をベー
スに開発されたロボット・ プログラミングツール「RoboBlocks（ロボブロックス）」 で、
Pepperに言葉をしゃべらせたり、タッチセンサーと連携して手や腕を動かしてみたり、ルー
ルに従ってマス目を移動させるといった初歩的なプログラムを作成してもらっています。今
後は、高度な技術を取り入れたコースを設定し、プログラミング教育をご支援してまいります。
編集後記

９月上旬は残暑と言うには厳しすぎる
暑さが続きましたね。今年岩手県は立秋
を過ぎてから暑さが増しましたが、本号
がお手元に届く頃には暑さも落ち着き、
秋の気配を感じられるようになっている
のではないでしょうか。
気温の変化で体調を崩すことのない
よう、皆様ご自愛ください。
次号Networkは１月発行予定です。
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