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製品紹介

会計年度任用職員システムのご紹介

令和２年４月から会計年度任用職員制度が施行されました。
その結果、非正規職員の給付体系が見直され、各給付の計算に
際し職務内容や職務に関する知識および経験等の要素が考慮さ
れることとなり、自治体の報酬計算業務が複雑化しています。
本システムはパートタイム職員を対象としたシステムで、職
員の勤務実績に応じて、それぞれ異なる報酬計算に対応可能で
す。加えて、各種システムおよび関係機関・団体とのデータ連
携により報酬支払業務の効率化・高度化を実現します。

システムの特長
複数県においてご利用いただいている「県向け給与システム」
会計年度任用職員システムイメージ

の設計思想・計算エンジンをベースにし、本制度に特化して製
品化したシステムです。

業務効率をUPする豊富なアシスト機能
誤操作を防ぐ機能やデータチェック機能等の豊富なサポート
機能により、入力ミスや誤支給を防止します。
一括データ登録により、一件ずつ職員情報を手入力する手間
が無くなります。

データチェック機能により
入力ミス防止!

職員の任用情報から期末手当の計算に必要な期間率を自動で
判定でき、必要に応じて修正することもできます。

小回りの利く充実した計算機能
勤務実績を登録したタイミング等で何度でも報酬計算を行
い、リアルタイムで計算結果を確認できます。
職員全体はもちろん、選択した職員のみを対象とした報酬計
算もできます。

職員を選択して
計算可能!

過去の勤務実績等を遡って更新した場合、再計算により差額
を自動で算出することができます。

上：勤務実績登録画面

＜主な機能＞

下：報酬計算画面

１．人事機能

２．控除機能

３．手当機能

４．支給機能

・職員情報管理
・任用情報管理
・振込口座管理

・社会保険料情報管理
・所得税情報管理

・通勤情報管理
・期末手当情報管理
・勤務実績情報管理

・報酬計算
・例外報告
・給与改定対応

５．運用機能

６．便利機能

７．EUC機能（オプション）

・帳票作成
・データ取込
・外部システム連携

・画面ハードコピー
（HTML形式で保存）

・検索条件作成、保存
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秋田県町村共同利用型情報システム本稼働

ICS Network第77号（2020年１月発行）で予算編成システム

システムの稼働開始日程

の先行稼働についてお知らせしておりました秋田県町村共同利
用型情報システムが、2020年10月１日に全業務稼働しました。
対象業務は、財務会計・人事給与・庶務管理・文書管理・グルー
プウェアを含めた内部情報系システム全般であり、弊社自社開
発製品であるBestsideで構築いたしました。2019年４月25日に
秋田県町村電算システム共同事業組合様（以下、「電算組合様」
と記載）と契約を締結してから、１年７ヶ月の期間を経て本稼
働となる大きなプロジェクトでした。
新型コロナウイルスの影響によるさまざまな制限の中、打ち合わせの
オンライン会議への変更や、操作研修を一般的な集合研修からフォロー
型研修に代替するなどの対策を講じました。フォロー型研修とは、事前
にシステムの操作練習ができる環境をご用意し、操作方法に関する疑問
点を個別にご質問いただく形式の研修です。このように状況に応じた手
法を検討しながら進めてまいりました。
予定通り作業を進めることができたのは、12町村の皆様、事務局の電
算組合様が「全体で同じシステムを共同利用する」という意識を強く持
ちながら、さまざまな課題解決へ向けてご協力いただいたおかげと大変
感謝しております。
弊社はシステム稼働後のサポートにも力を入れております。2020年11
月には12町村を対象とした年末事務（年末調整の変更点やシステム操作
方法）についての説明会を実施しました。12町村の各担当者様向けに法
改正対応や新制度の説明会を開催するなど、情報共有や意見交換の場を
持つことで、共同利用のメリットを生み出せるよう努めております。
構成町村

秋田県町村電算システム共同事業組合構成町村様

トピックス

今後も、各町村様のご期待に添えるよう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。

大学生への支援活動

弊社は『新型コロナウイルス感染症で学生生活に影響を受けた学生への支援』として、
「岩手大学イーハトーヴ基金」
と「岩手県立大学未来創造基金」へ寄附をさせていただきました。
岩手県立大学様からは千葉理事長より寄附への感謝状を
贈呈いただきました。また、岩手大学様には大学構内に設
置されている基金寄附者顕彰銘板へゴールドプレートを顕
彰いただきました。
新型コロナウイルス感染症はいまだに終息が見えず、多
くの方々が不安な日々を送られていることと思います。弊
社は少しでもその方たちのお役に立ちたいと願っておりま
す。
今後とも地域社会の創造と発展に貢献できるよう努力し
てまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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岩手県立大学様からの感謝状贈呈の様子

東北歴史紀行

が持ちかけた」 という噂がしきりに行われていたので
ある…。

江の島の頂上に位置し、安らかに海を守る多紀理比賣命
（たぎり
ひめのみこと）
を祀っている。入口の石鳥居は源頼朝が寄進したも
のといわれる。

（岩手県文化財愛護協会顧問 金野 靜一氏）

昭和45年に法隆寺の夢殿を模して造られた八角の堂。源頼朝が
奉納した八臂
（はっぴ）
弁財天が安置されている。

奥州藤原氏と平泉文化（十六）

に寄せる。秀衡に対する頼朝の調伏祈願の的を射て
いたことになる。
「判官義経の東下り」を秀衡は温かく迎え入れる。
だが、頼朝はこれを「義経隠匿」とし、奥州征伐の
理由の重要な一件としてあげていることは、大方の
ご承知の通りである。
しかし、頼朝の奥州征伐の真意は、すでに七年前
の「江之島弁財天」 の勧請の折に行われた「密議」
で決まっていたものと思われる。
平氏が健在、木曽義仲も勢いを誇っていて、鎌倉
（頼朝） の勢力は、 未だ定まらぬ時点において、 早
のろ
くも秀衡を「呪いながら殺す密議」を行っていたの
である。
一方、後白河法皇は、鎌倉において御家人一統を
束ねる頼朝の上京をしきりに促していた。だが、頼
朝は次の理由でこれを拒んでいた。
「鎌倉を留守にすると、 平泉の秀衡や常陸の佐竹氏
らが侵入する恐れがある」
「自分が数万の兵力を率いて上洛したなら、 京中の
負担が重くなり、大変な迷惑をかける」
というのである。
頼朝は、 奥州平泉の秀衡に対して明確に敵意を
持っていたことが分かる。 また、 一面においては、
秀衡の持つ勢力に大きな「不安」と「不心」も抱い
ていたのであろう。
かねざね
朝廷の公家九条兼実は、寿永二年（一一八三）十
月十七日頃の風聞をして、日記に次のように記して
いる。
「驚くべきことには、 源頼朝の家来、 郎従は続々と
平泉の秀衡のもとに馳せ参じている。しかし、秀衡
は頼朝の士卒たちには異心あることを知っていたの
で、内々に飛脚を義仲に遣わして『東西呼応して頼
朝を攻めようではないか』と勧請したという」
つまり、「鎌倉にいる頼朝を西方に居る義仲と東
方の自分（秀衡） とではさみ撃ちにしようと秀衡

「江島神社 奥津宮」

―義経と平泉（６）―
むつのかみ

八月十五日には、秀衡が正式に「陸奥守」に任命
された。
すると、「秀衡は平氏に加担するとの承諾書を執
筆した」との噂が飛んだ。秀衡の動向がいかに注目
されていたか、隠然たる勢力がいかに絶大であった
かを物語るものであろう。
だが、平氏や一部貴族らのただならぬ期待にもか
かわらず、秀衡は終始動かなかった。少しも動ずる
ことはなかったのである。
後に源頼朝と木曽義仲とが争うと、義仲が頼朝を
牽制するために、何かと働きかけた。
この時は無論秀衡に対しても何かと呼びかけが
あったが、秀衡は微動だにしなかった。
このような呼びかけに秀衡はかたくななまでの対
応であったが、それは何故であったろうか。
寿永元年（一一八二）、 秀衡が陸奥守に任ぜられ
た翌年のこと。
秀衡が平氏の意向で陸奥守に就任したことは、頼
朝側にとってまことに心穏やかならぬものがあっ
た。よほど憎悪の念を抱いたようである。
もんがくしょうにん
頼朝は、信頼する文覚上人のすすめに従い、江の
べん ざい てん
かんじょう
島に「弁 財 天」 を勧請することになった。 これは、
文覚上人が頼朝の「御願い」を祈祷するためといわ
れる。
あ づま
同年四月五日のことであった。 しかるに『吾妻
かがみ
鏡 』には、この供養の会は
ちょうぶく
「密議なり。 このこと藤原秀衡を調伏のためなり
云々」
と記している。秀衡を「祈り殺す」という願いだと
いうのである。義経はやがては敗残の身を再び平泉

「江島神社 奉安殿」
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血圧対策を食事でも
− たまには汁も味わいたい −
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。
寒い季節に食べたくなる温かいうどんやそば、ラーメンなどの
麺料理は、汁に塩分が含まれているうえに麺そのものにも塩分を
含むものがあるため、塩分のとり過ぎになりがちです。
外食では汁は残し、たまには汁も味わいたいというときは、お
うちで汁の量を少なめにして作り、市販のめんつゆを使うなら表
示より水を多くして薄めます。薬味をたくさん添えたり、少量の
ごま油やオリーブオイルで風味をつけたりするのもお勧めです。
減塩調味料も上手に活用しましょう。調味料はきちんと計量して、
塩分を控えた味加減を覚えていくことが大切です。
冬に食べる鍋焼きうどんほど美味しいものはありませんが、作る
際には野菜やきのこなどの具材をたっぷり入れて、ボリューム感を
出しつつ塩分を控えるのがポイントです。かまぼこやちくわのような
塩分を含む具材は避け、副菜は塩分を含まない酢の物や果物がいい
でしょう。なお、料理酒や粉末のだし、酢には塩分が含まれている
ものが多いので、
購入する際には成分表示もチェックしてみましょう。

トピックス

一食当たりのおよその塩分摂取量
ラーメン
・汁を残す・・・・・・・・・・ 1.6g
・汁を半分残す・・・・・・・・ 3.8g
・汁を飲み干す・・・・・・・・ 6.0g
ざるそば
・少しだけ汁をつける・・・・・ 0.9g
・多めに汁をつける・・・・・・ 1.5g
・蕎麦湯で割って飲み干す・・・ 3.5g
市販の麺つゆは、多めの豆乳で割り、ラー
油をたらし、海苔やゴマを混ぜても美味。

技術論文発表会開催

11月30日に入社５年目の技術職社員11名による技術論文発表会が
開催されました。
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、論文執筆やプ
レゼンテーションに関する集合研修を実施することができませんで
したが、オンライン形式の研修で知識とスキルを学び、発表会に向
けて準備を進めました。11月に入って岩手県内の感染者数が増加す
るなど心配な状況でしたが、当日は会場環境整備や参加者の感染症
対策を徹底して行い、無事に発表会を催行することができました。
今回は感染症対策に関係する論文テーマが複数あり、今年の世相
を表す内容でした。急激な世の中の変化に対し、自分たちの技術や
知識で何ができるか考察したことは、貴重な財産になると思います。
この経験を活かして、より一層技術や知識の習得に励み、自己研鑽
に努めてまいります。
編集後記

新年あけましておめでとうございま
す。昨年はコロナ禍に終始した１年でし
たが、今年は明るい話題が多い年になっ
てほしいものです。
今年の干支である辛丑（かのとうし）
は「芽が種の中で眠る状態」を意味しま
す。新しい芽を伸ばすために、急がずと
も止まらずに努力することが大事なのだ
と思います。
次号Networkは４月発行予定です。

令和２年度の技術論文発表者

https://www.ics.co.jp/
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社： 〒020-8544 岩手県盛岡市松尾町17番8号
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三交ビル
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