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特　集 特定個人情報保護評価の実施について
「社会保障・税番号制度（以下、番号制度）」の導入は、社会保障給付の申請・届出の際の住民負担の軽減、より公平

で正確な年金給付や税負担など、住民にとってもさまざまなメリットがあるとされています。
これらの対象事務を取り扱う地方公共団体様においては、業務システム等で取り扱う個人情報について、新たな取り

組みが必要となり、その一つが「特定個人情報保護評価」です。
番号制度で導入される「個人番号」と紐付く個人情報は、「特定個人情報」となります。「特定個人情報」を取り扱う

事務について、地方公共団体様では、特定個人情報ファイルを保有しようとする前に、取扱い事務の概要、取り扱う体
制、情報を保護するための措置等を評価しなければならないとされています。

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、
─行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、
次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。─

と記載され、評価対象となる事項は以下の通りです。
１．特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者

の数
２．特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定

個人情報の量
３．行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの

取り扱いの状況
４．特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
５．特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子

情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等の方式
６．特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を

保護するための措置
７．その他、特定個人情報保護委員会規則で定める事項

今後当社は、自社製品について新たな法制度に対応し、
地方公共団体様の「特定個人情報保護評価」をご支援し
ます。

当社の「特定個人情報保護評価」への取組みに関するお問い合わせは、営業推進部までお願いします。

～ＩＣＴによって目指す復興、地域活性化～

開催日：平成26年６月６日㈮

会　場：岩手県民情報交流センター（アイーナ）

市町村システムの番号制度対応
市町村のビックデータ活用
マルチデバイス対応ソリューション　他

アイシーエス出展内容

いわてＩＣＴフェア２０１４いわてＩＣＴフェア２０１４

地方公共団体等における
特定個人情報保護評価の流れ（しきい値判断）

特定個人情報保護評価と番号制度に対応するためのシステム改修・構築スケジュール

アイシーエスは
今年もフェアに出展します。
多くの皆様のご来場をお待ちしています。
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産学官共同で製作したスマートフォン向けアプリケーション「ｅ！いわて」をご紹介します。

「ｅ！いわて（いわてつながり情報局）」のご紹介

岩手県様、岩手県立大学様、アイシーエスは、復興に関するニュースや最新情報を提供するスマー
トフォン向けの無料アプリ「いわてつながり情報局」を産学官共同で製作しました。

東日本大震災から３年が経過し、被災地においてはようやく復興の動きが本格化しようとしていますが、全国
的には次第に記憶が薄れ、このまま、大震災そのものの風化が進んでしまうおそれがあります。

全国には、あのとき岩手を支援してくれた、そして今でも岩手に思いを寄せてくださるたくさんの人たちがい
ます。それは私たち岩手に住む者にとってかけがえのない大切なものです。

そんなみなさんに、岩手の今をお届けしたい。このよ
うな思いから、昨年７月に産学官の連携によるスマート
フォン向けアプリ研究会を発足し、岩手にゆかりのある
人が自発的に復興に関心を寄せ交流できるプラット
フォームとして、スマートフォン向けアプリケーション

「いわてつながり情報局」（愛称は「ｅ！いわて」）を製
作しました。

復興支援で岩手を訪れたことのある人に、地元に帰っ
た後も関心を持ち続けていただけるための一助になれば
幸いです。

アプリケーション概要
「ｅ！いわて（いわてつながり情報局）」は、復興に関する岩手のニュースや情報を知ることができるアプリケー

ションです。
自治体、ボランティア団体や観光協会など、団体のブログやホームページの最新情報を定期的に収集し、一覧で

表示します。新着情報をお知らせする機能もあります。また、入手した情報はTwitterやFacebookに投稿しシェア
することができます。

２月からAndroid版を公開していますが、iOS版につきましては、４月に公開予定です。iOS版の公開時期につき
ましては、サポートサイト（http://e-iwate.info）でご案内させていただきます。

【主な機能】（Android版、iOS版共通）
・サイト選択
・新着チェック
・新着通知
・事務局からのお知らせ
・共有（Twitter、Facebook、メール連携）
【利用推奨環境】
・Android版：Android OS 4.0以上
・iOS版（予定）：iOS 6.0以上
【サポートサイト】
・http://e-iwate.info
【Android版ダウンロード】
①直接「Google playストア」からダウンロード
「Google playストア」で「ｅ！いわて」と検索します。

②QRコードからダウンロード
下記のQRコードを読み込むと「ｅ！いわて」のダウンロー
ド画面に遷移します。

Android版画面

気になった情報を
タップすると情報
の詳細を確認でき
ます。
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東北歴史紀行

在庁官人として陸奥国に派遣され、安倍氏一族の娘（お有）を嫁とした藤原経
つねきよ

清の最後は、まことに悲惨であった。
源氏に捕えられた経清は、「鋸

のこぎり

引き」にされ、その苦痛を少しでも長引かせようとした源頼義は、経清に対して、
あらゆる悪口雑言を経清に浴びせかけている。

経清は、自分の運命を悟っていたものか、居丈高になって罵
ののし

り叫
さけ

ぶ頼義に対して何の反応も見せず、静かに自分の
運命の死を迎えたという。

このような情景を経清の妻の「お有」や、その頃の年齢が六つか七つであった清衡が、心ならずも見ていたのかも
知れないのである。

─経清の妻のお有は、安倍頼時の娘であり、貞任の妹であった。この
お有は、夫の死と共に、強制的に再婚させられるのである。しかもその
相手は、源氏に協力して安倍氏を討ち滅ぼした清原武則の嫡男である武
貞だったのである。

有は、自分の夫経
つねきよ

清を殺した清原家へ、無理矢
や り

理と言ってよいほど強
引に嫁がされたのであった。経清の忘れ形

がた

見
み

である清衡は、お有の〝連
れ子〟として清原家に行ったのである─

おそらく「お有」は、清原家に嫁がされることに対しては、必死に抵
抗したものと思われる。

だが「ならば、汝の子である清衡の生命は保証出来ない」と、迫られ
た場合、母として女性としてあくまでも抵抗することが出来るものであ
ろうか。

藤原経清の妻であったお有は、自分の身を夫を殺した敵の清原武貞に、
己の身を任すことによってのみ、わが子清衡の命が保持されるという悲
劇に翻

ほんろう

弄されるのであった。
こうして経清の子の清衡は、再婚させられた母の連れ子として清原家

において育てられることになったのである。
さて一方、厨川の決戦の様子はどうであったのか。

「城中の美女数十人、みな綾
りょうら

羅を衣
き

、ことごとく金
きんすい

翠を粧
よそお

う。煙りに
まじって悲泣す。これを出して各軍士に賜わる。」

源氏・清原の連合軍の厨川の柵に対する火攻めは、きわめて有効であっ
た。火はあちこちに飛び火し、柵内にいた安倍氏の子女は、その猛火を
そのまま受け、大混乱に陥ったのである。

柵中にいた女性数十人は、みな綾
あや

織
お

りの衣を着てその上に薄
うすもの

物をまとい、金翠を装っていた。
─翠とは翡

ひ

翠
すい

のこと。翡
ひ

というのは「かわせみ」の雄で、翠はその雌
めす

という意味であるが、要は「かわせみ」の羽
色のように美しく装っていた─というのである。

安倍氏側の女性たちも、最後の決戦の時を迎えたので、それぞれ盛装をし化粧をして、その時を待つことにしたも
のであろう。

そのような健
け な げ

気な女性たちであったが、柵内はまさに火の海で、煙に巻かれてなす術
すべ

もなかった。ただただ、うず
くまって泣いているのを、攻撃の軍勢は、あたかも鬼のように次々と引きずり出して各兵士に〝恩賞〟として与えた
のである。

実は、この厨川の柵の落ちる三日前、すなわち康
こうへい

平五年の九月十五日の夕刻、この柵を目
め ざ

指して北上してきた官軍
（源氏・清原の連合軍）に対して、柵の上に集まった丈勢の女たちが、卑猥な歌で囃し立てて、挑発したのであった。

その女たちが攻撃軍の火攻めにより、いまや次々に、身を引きずり出されて「戦利品」として、源氏清原氏の軍兵
に与えられる結果となったのである─。

（岩手県文化財愛護協会　顧問　金野　靜一氏）

前九年合戦（十七）
− 厨川の戦い　その３ −

盛岡市厨川地区には安倍館、前九年などの地名が残る

安倍館があったとされる跡地
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新年度がスタートしました。気持ちを新
たに、今年度もよろしくお願いします。

震災後３年が経過しながら、復興はいま
だ道半ばですが、少しでも我が社が復興に
寄与できるよう願っています。

いよいよ番号制度に向けて動き出しま
す。番号制度への対応について不明点等が
ございましたら、弊社にお問い合わせいた
だければと思います。

次号Networkは７月発行予定です。

編集後記

日ざしが柔らかく、風も心地よくなってくる４月。

菜の花がおいしい季節です。

菜の花の独特のほろ苦さは、春の息吹を感じさせて

くれますね。野菜の中でも栄養価はトップクラスの優

等生。β－カロテン、ビタミンC、ビタミンB1、B2、

カルシウム、鉄などが豊富で、免疫力を高めてがんを

予防したり、動脈硬化の予防、皮膚や目の健康を保つ

効果が期待できます。

中でも最近注目されているのが「イソチオシアナート」という成分です。

菜の花の独特の香りや辛味の成分ですが、これが私たちの体の免疫力を高め、

発がんのリスクを下げたり、風邪などの病気の予防効果につながります。菜

の花と同じアブラナ科の和がらしもイソチオシアナートが豊富。一緒にとれ

る「からし和え」もお勧めです。

また、β－カロテンは体内に入るとビタミンAとして働き、免疫の働きを

高めたり、体内で発生する活性酸素を抑制したりします。皮膚や粘膜を丈夫

にしたり、肌を若々しくする効果も期待できます。さらには動脈硬化を予防

する働きもあるといわれています。

私たちの健康維持に欠かせない栄養素が豊富に含まれる菜の花。からし和

えのほかにもパスタや炒めものなど様々な料理で美味しく食べましょう。

季節の野菜で健康に
─菜の花─ 菜の花の選び方

菜の花は、

・つぼみが小さく揃っている

・茎や葉が柔らかくみずみずしい

・切り口が新鮮で葉や茎が濃い緑色

が良品です。

花が開いているものや茎の中が

白っぽくなっているものは鮮度が落

ちています。

保存するときは、束ねてあるもの

はばらけさせてから濡らしたキッチ

ンペーパーで包み、ビニール袋に入

れます。日持ちしないので、早めに

食べましょう。

プライバシーマーク制度貢献事業者として表彰されました

当社は、平成13年10月22日より「プライバシーマーク使用許諾事業者」
としてプライバシーマークの使用が認められ、２年ごとに更新審査を受け
ておりますが、この度、第７回目の付与認定を受けました。

また、プライバシーマーク付与事業者としての個人情報保護レベルの維
持・ 向上に努めたとして、 一般財団法人日本情報経済社会推進協会

（JIPDEC）から「プライバシーマーク制度貢献事業者」として表彰されま
した。

今回の表彰は、平成25年１月１日から平成25年12月31日の間に、７回目
の付与認定を受けた82の事業者が対象となっています。

（戸張看護師より）


