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附則

第１章 総則
第１節 通則

（趣旨）
第１条 この規程は、北海道公立大学法人札幌医科大学情報セキュリティ対策規程（令和

年 月 日規程第 号）（以下「対策規程」という。）及び北海道公立大学法人札幌
医科大学電子情報の格付及び取扱制限に関する規程（令和 年 月 日規程第 号）（以
下「格付規程」という。）に規定するものの他、電子情報の基本的な取扱方法を定める
ことで、北海道公立大学法人札幌医科大学（以下「本法人」という。）における電子情
報の取扱いの適正化及び統一化を図り、もって、本法人における情報セキュリティ対策
の基盤を形成することを目的とする。



（非公開）
第２条 この規程は、本法人の構成員以外には非公開とする。
（定義）

第３条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1) 電子情報 対策規程第２条第17号及び第31条第１項に規定する学内データをいう。
(2) 情報取扱者 次に掲げる者で電子情報を取り扱う者をいう。
ア 本法人の教員及び職員（いずれも非常勤その他の任用形態の者を含む。）並びに
派遣契約職員

イ 本法人又はアに規定する者に代わって学内データを取り扱う者
(3) 暗号化等 データを読み取り可能な状態から一定の方式により他の形式に変換する
ことで、元の状態に復元しなければ読み取り不能な状態にすることをいい、次に掲げ
る例示を含むものとする。
ア 共通鍵暗号又は公開鍵暗号の方式による暗号化
イ パスワードの設定を伴うデータの書庫化
ウ アプリケーションプログラムが有するパスワード設定等の機能を用いたデータの
秘匿化

(4) 復号鍵等 前号アにおける復号鍵並びに同号イ及びウにおけるパスワード等をい
う。

２ 前項の規定の他、この規程で用いる用語の意義は、対策規程第２条の規定を準用する。
（人的適用範囲）

第４条 この規程は、情報取扱者に適用する。
（物的適用範囲）

第５条 この規程は、電子情報並びに当該情報の印刷物及び転記物に適用する。
２ 前項の規定にかかわらず、情報システムのサーバー等及びその附帯機器に保存された
電子情報には、この規程は適用しない。
（運用の統括）

第６条 この規程の運用の統括は、対策規程第13条に規定する情報セキュリティ統括責
任者が所管する。
（運用の分掌）

第７条 この規程の本法人全体に係る事項の運用は、附属総合情報センターが所管する。
２ この規程の各所属等内における運用は、当該各所属等の長及びその指示を受けた者が
所管する。
（情報取扱者の責務）

第８条 情報取扱者は、次の各号に掲げる責務を負う。
(1) この規程及び格付規程並びにこれらの下位規程の内容を本法人の構成員以外の者に
漏えいしないこと。

(2) 電子情報の正確かつ安全な取扱いに努めること。
第２節 電子情報の取扱主体

（電子情報の取扱主体）



第９条 情報取扱者は、電子情報の取扱いに当たり、次の各号に規定する要件を満たして
いなければならない。
(1) 当該電子情報を取り扱う職務上の権限を有すること。
(2) 当該電子情報を取り扱う必要性があること。
（特定機密情報の取扱主体）

第10条 特定機密情報を取り扱う情報取扱者は、前２条の要件に加えて、次の各号に規
定する要件を満たしていなければならない。

(1) 前条第１号の職務上の権限が、書面により定められていること（決定権者による決
裁又は確認を経た情報取扱者名簿、事務分掌、議事録その他の文書を含む。）。

(2) 前号の書面による定めが、包括的な権限付与ではなく、特定の関係者に限定されて
いること。

(3) 当該特定機密情報の内容につき本法人、本法人の構成員及び第三者に不当な不利益
をもたらすおそれのある利害関係を有しないこと。

（権限の分離）
第11条 情報システムを管理又は運用する権限を付与されている者は、当該権限をもっ
て前３条の取扱主体たる資格とすることができない。

第２章 一般的取扱方法
第１節 取扱方法の原則

（一般原則）
第12条 情報取扱者は、対策規程、格付規程及びこの規程に規定する取扱方法の他、取
り扱う電子情報の内容及び性質を考慮し、必要に応じ適切な追加措置を講じなければな
らない。
（特定機密情報の提供又は開示）

第13条 情報取扱者は、特定機密情報を第９条及び第10条に規定する以外の者に提供し、
又は開示してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、情報取扱者は、特定機密情報を前項に規定する者に提供し、
又は開示することが業務等の遂行上必要不可欠な場合は、最高情報セキュリティ責任者
に書面による許可を得なければならない。ただし、他の規程等により提供又は開示の決
定権者が定められている場合はこの限りでない。
（適用除外）

第14条 特定の者に提供し、又は開示しようとする特定機密情報が次の各号のいずれか
に該当する場合で、当該提供又は開示によっても本法人に不利益を及ぼさないときは、
前条の規定は適用しない。
(1) 自らが作成し、かつ、自らの処分権限に属する電子情報
(2) 自らを含む複数人の共同により作成し、かつ、当該共同作成者の処分権限に属する
電子情報であり、当該情報の提供又は開示について当該共同作成者及びその承継人全
員の同意がある場合

(3) 提供又は開示の時期が到来した次に掲げる電子情報
ア 学会等発表のための研究に関する電子情報
イ 入学試験要項、入学試験問題、合格者の受験番号を記載した文書等、入学試験に



関する電子情報
ウ その他、性質上あらかじめ提供又は開示が予定されている電子情報

２ 前項第２号の場合において、共同作成者及びその承継人が、保管方法を知りつつ異議
を述べなかったときは、同号の同意があったものとみなす。
（機密性３情報の取扱い）

第15条 情報取扱者は、機密性３情報を第9条に規定する者以外の者に提供し、又は開
示してはならない。

２ 前項の規定にかかわらず、情報取扱者は、特定機密情報を前項に規定する者に提供し、
又は開示することが業務等の遂行上必要不可欠な場合は、情報セキュリティ責任者の
許可を得なければならない。ただし、他の規程等により提供又は開示の決定権者が定め
られている場合はこの限りでない。
(１) 情報セキュリティ責任者
（機密性２情報の取扱い）

第16条 情報取扱者は、業務等遂行上の必要性なく機密性２情報を本法人の構成員以外
の者に提供し、又は開示してはならない。

第２節 暗号化等の取扱方法
第１款 通則

（暗号化等の処理）
第17条 情報取扱者は、本節の規定に従い特定機密情報に暗号化等の処理をしなければ
ならない。

２ 前項の情報取扱者は、第９条及び第10条に規定する者のうち、業務等の遂行上復号
鍵等を必要とする者に当該復号鍵等を告知しなければならない。

３ 前項の情報取扱者は、自ら以外に復号鍵を保持させる者を、当該電子情報の内容及び
性質に鑑み、必要最小限の者に限定しなければならない。

４ 前３項の情報取扱者は、第９条及び第10条に規定する以外の者に復号鍵等を告知し
てはならない。
（秘匿保持及び記録管理）

第18条 前条第２項の規定により、暗号化等の処理を行った情報取扱者から復号鍵等の
告知を受けた者は、他の者に復号鍵等を漏えいしてはならない。

２ 暗号化等の処理を行った情報取扱者及び当該情報取扱者から復号鍵等の告知を受けた
者は、当該復号鍵等を適切に記録管理しなければならない。

３ 復号鍵等の記録方法及び保管場所は、暗号化等の処理を行った情報取扱者及び前条第
２項及び第３項の復号鍵等保持者の協議により定めなければならない。

第２款 暗号化等の基準
（格付別の暗号化等）

第19条 情報取扱者は、情報処理のための作業中を除き、特定機密情報を常に暗号化等
の処理をした状態に保たなければならない。

２ 情報取扱者は、機密性３情報の記録媒体等を自ら監視可能な状態にない場合は、当該
機密性３情報を暗号化等の処理をした状態に保つよう努めなければならない。
（機密性４情報の暗号化等の例外）



第20条 前条第２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報
取扱者は、情報処理作業を行う期間中に限り、機密性４情報に対し暗号化等をしない取
扱いとすることができる。
(1) 復号鍵等の保持者にアクセス権限が限定された共有ディスク等の記録媒体に当該機
密性４情報を保存する場合

(2) 当該機密性４情報を記録した媒体を施錠保管する場合
（機密性２情報の暗号化等）

第21条 情報取扱者は、電子情報の内容及び性質に照らし必要と認める場合は、機密性
２情報に対し暗号化等の処理を行うことができる。

２ 第17条及び第18条の規定は、前項の暗号化等の処理を行う場合に準用する。
（通信時及び持ち出し時の暗号化）

第22条 情報取扱者は、機密性３情報について、次に掲げる取扱いを 行う場合は、当
該機密性３情報に対し暗号化等の処理を行わなければならない。
(1) 通信手段を用いた送信及び転送等を行うとき。
(2) 次条第２項の許可を得て持ち出すとき。

２ 前項の規定は、前条の機密性２情報に準用する。
第３節 電子情報の持ち出し
第１款 通則

（電子情報の持ち出し許可）
第23条 情報取扱者は、特定機密情報及び機密性3情報を法人外に持ち出してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、当該機密性情報を法人外に持ち出すことが業務遂行上必要
不可欠な場合は、情報取扱者は、次の各号に掲げる格付区分ごとに、当該各号に定める
許可権者の書面による許可を得なければならない。ただし、他の規程等により持ち出し
の決定権者が定められている場合はこの限りでない。
(1) 特定機密情報 最高情報セキュリティ責任者
(2) 機密性３情報 情報セキュリティ責任者

３ 情報取扱者は、職務上の正当な権限なく機密性２情報を法人外に持ち出してはならな
い。

４ 情報取扱者は、電子情報の持ち出し先で第９条及び第10条に規定する以外の者に当
該電子情報を提供し又は開示する場合は、第13条第２項並びに第14条第2項並びに第15
条第2項に基づく許可を得なければならない。

第２款 運搬時の取扱方法
（運搬時の記録媒体）

第24条 情報取扱者は、特定機密情報を持ち出す場合は、書換不能な光学ディスクを持
ち出し用の記録媒体としなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、前項の方法によることができない正当な理由がある場合は、
情報取扱者は、情報セキュリティ責任者の許可を得て、他の記録媒体を使用することが
できる。
（パソコン等による持ち出し）

第25条 情報取扱者は、特定機密情報及び機密性3情報をパソコン等に保存した状態で持



ち出してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、業務等上の必要性及び正当な理由がある場合は、情報取扱
者は、第23条の許可を得て、当該機密性情報をパソコン等に保存した状態で持ち出す
ことができる。ただし、当該特定機密情報が機密性５情報である場合はこの限りでない。

３ 第23条の許可権者は、パソコン等に保存した電子情報に対して第28条第１項の方法
を適用することが不可能であることを十分に勘案し、より安全な他の手段が存在しない
場合等、やむを得ない事情がある場合でなければ、パソコン等による特定機密情報の持
ち出しの許可をしてはならない。
（外部ネットワークへの接続禁止）

第26条 前条第２項の場合において、情報取扱者は、特定機密情報を保存したパソコン
等を外部のネットワークに接続してはならない。
（安全確保措置）

第27条 第24条及び第25条第２項の情報取扱者は、特定機密情報の持ち出し及び運搬に
際して、次の各号に例示する安全確保措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(1) 施錠可能なキャリーケースを用いる等、第24条の記録媒体又は第25条第２項のパ
ソコン等を容易に取り出せない状態に保つよう努めること。

(2) ラッシュ時の電車、バス、その他の公共交通機関及び繁華街等、不特定多数の者で
混み合う場所を可能な限り避けること。

(3) 記録媒体又はパソコン等をあらかじめ予定していた用務先その他必要最小限の場所
以外で取り出さないこと。

(4) 特定機密情報を持ち出している際の飲酒は避けること。
第３款 廃棄及び再利用

（情報記録媒体等の破棄）
第28条 特定機密情報の持ち出しを認められた情報取扱者は、予定されていた用途が終
了した後は、遅滞なく物理的破壊、シュレッダー処理その他のデータの復元及び再利用
が不可能な方法をもって記録媒体、記録用紙等を処理の上廃棄しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、第25条第２項の規定により電子情報を持ち出した場合は、
内部の記録装置からの通常の削除をもって、前項の処理及び廃棄があったものとみなす。
（再利用の許可）

第29条 前条の規定にかかわらず、電子情報の持ち出しを認められた情報取扱者は、業
務等の遂行上、これらを再利用する必要がある場合は、第23条の許可権者による再利
用の許可を申請することができる。

２ 前項の許可権者は、当該電子情報を再利用することに業務等遂行上の必要性及び合理
性があり、かつ、当該再利用によってもなお、情報セキュリティが十分に確保できると
認められるときは、前項の申請に対して書面により許可をすることができる。
（許可の条件）

第30条 前条の許可に当たり、許可権者は、再利用の回数、期間、利用目的、その他の
必要な事項を許可の条件として付さなければならない。

２ 前項の許可権者は、必要かつ適切な条件を付すことなく、無限定な再利用を招くおそ
れのある許可をしてはならない。



第３章 個別的取扱方法
第１節 電子情報の複製

（特定機密情報の複製）
第31条 情報取扱者は、業務遂行上の必要性なく電子情報を複製してはならない。
２ 前項の規定により特定機密情報を複製する情報取扱者は、必要最小限度を超えた複製
を 行ってはならない。

第２節 電子情報の送信
（情報の送信）

第32条 情報取扱者は、特定機密情報及び機密性3情報を電子メールその他の通信手段を
もって送信してはならない。

２ 情報取扱者は、機密性２情報を職務上の正当な権限なく電子メールその他の通信手段
をもって送信してはならない。
（特定機密情報の送信）

第33条 前条第１項の規定にかかわらず、情報取扱者は、特定機密情報を送信すること
が業務等の遂行上必要不可欠で、かつ、代替的手段がない場合は、最高情報セキュリテ
ィ責任者の書面による許可を得て送信することができる。

２ 前項の規定は、機密性５情報である場合には適用しない。
（機密性３情報の送信）

第34条 第32条第１項の規定にかかわらず、情報取扱者は、機密性３情報を送信するこ
とが業務等の遂行上必要不可欠な場合は、情報セキュリティ責任者の許可を得て送信す
ることができる。
（送信相手の要件）

第35条 第33条第１項及び前条の規定により特定機密情報を送信する相手方は、次に掲
げる全ての要件を満たしていなければならない。
(1) 情報取扱者及び本法人と共同の利益を有する者であること。
(2) 本法人及びその構成員その他の関係者に不利益を及ぼさないこと。
(3) 秘密の保持が確実に確保される者であること。
（適用除外）

第36条 第32条第１項、第33条第１項及び第34条の規定にかかわらず、次の各号のいず
れかに該当する場合は、情報取扱者は、許可の手続を経ることなく特定機密情報を送信
することができる。
(1) 情報セキュリティインシデント、その他情報セキュリティ対策上の緊急の必要性が
生じた場合で、サーバーその他の機器のログデータその他の必要な電子データを委託
事業者等に送信するとき。

(2) 情報システムの開発、改修、更新その他の事由により電子データを一時退避させる
必要がある場合で、やむを得ない理由により本法人内に退避する環境が用意できない
とき。

(3) 対策規程第106条第２項及び第３項の規定による許可を得てインターネット外部サ
ービスを利用した情報処理を行う場合で、当該情報処理に用いる電子データを送信す
る必要があるとき。



２ 前項の規定により特定機密情報の送信を行う情報取扱者は、当該送信時の技術水準に
対応した十分な情報セキュリティ対策を講じなければならない。
（準用規定）

第37条 第14条の規定は、第32条第１項、第33条第１項及び第34条の場合に準用する。
（送信の付帯条件）

第38条 取扱制限が付された特定機密情報又は取扱制限以外の条件を付す必要性のある
特定機密情報を第９条及び第10条に規定する以外の者に送信する情報取扱者は、当該
取扱制限その他の必要な条件の適用について、あらかじめ送信相手の同意を得なければ
ならない。

２ 情報取扱者は、前項の送信者の承認を得る場合は、文書、電子メール、その他の証拠
が残る方法を用いなければならない。

第３節 電子情報の転送
（特定機密情報の転送禁止）

第39条 第32条から前条までの規定は、電子情報の転送の場合に準用する。
（元の送信者の同意）

第40条 前条の規定により電子情報を転送する情報取扱者は、あらかじめ当該電子情報
の元の送信者の同意を得なければならない。
（準用規定）

第41条 第38条第２項の規定は、前条の場合に準用する。
第４節 電子情報の印刷及び転記

（特定機密情報の印刷及び転記）
第42条 情報取扱者は、業務遂行上の必要性なく電子情報の印刷及び転記（以下「印刷
等」という。）をしてはならない。

２ 前項の電子情報が特定機密情報である場合は、情報取扱者は、印刷等をする項目を業
務等の遂行上必要不可欠な項目に限定するとともに、可能な限り匿名化に努めなければ
ならない。
（複写機への準用）

第43条 この節の規定は、電子情報の印刷物及び転記物を複写機により複写する場合に
準用する。

第４章 電子情報の保存及び保管
第１節 保存及び保管

（特定機密情報の保存）
第44条 情報取扱者は、特定機密情報を保存する場合は、第２章第２節の規定に従い暗
号化等の処理を行った上で、次の各号のいずれかの方法により、保存しなければならな
い。
(1) 書換不能な光学ディスク
(2) 取り外し可能なハードディスク又はこれに類する機器
(3) 復号鍵等の保持者にアクセス権限が限定された共有ディスク又はこれに類する機器

２ 前項の規定にかかわらず、前項各号のいずれかによることができない正当な理由があ
る場合は、情報取扱者は、情報セキュリティ責任者の許可を得て、他の方法により保存



することができる。
（保管場所の安全確保措置）

第45条 前条の情報取扱者は、特定機密情報の保管に際して、次に例示する安全確保措
置その他情報の内容、性質及び情報量に応じた適切な措置を講じなければならない。
(1) 施錠可能な保管場所を定め、常時施錠をすること。
(2) 使用記録簿等の記録等により特定機密情報の使用状況を管理すること。
(3) 特定機密情報の保管場所がある部屋が無人の状態になる場合は施錠すること。
（機密性５情報の加重要件）

第46条 機密性５情報を保管する情報セキュリティ責任者は、機密性５情報管理者を指
名し、前条第２号の使用状況を管理させなければならない。
（パソコン等による保管）

第47条 情報取扱者は、機密性５情報をパソコン等に保存した状態で保管してはならな
い。

２ 前項の規定にかかわらず、機密性５情報をパソコン等に保存した状態で保管すること
が必要不可欠であり、かつ、他の代替手段がない場合は、情報取扱者は、情報セキュリ
ティ責任者の許可を得て、機密性５情報をパソコン等に保存した状態で保管することが
できる。

３ 前項のパソコン等は、有効な不正プログラム対策ソフトウェアが導入された、外部に
持ち出すことのないパソコン等でなければならない。
（適用除外）

第48条 第14条第１項第１号及び第２号並びに同条第２項の規定は、前条の場合に準用
する。
（特定機密情報以外の電子情報の保存及び保管）

第49条 情報取扱者は、特定機密情報以外の電子情報の内容及び性質を勘案し適切な保
存方法及び保管方法を講じなければならない。

第２節 確定した電子情報の取扱い
（確定した電子情報の改変）

第50条 情報取扱者は、確定した特定機密情報に対して書換その他の改変を行ってはな
らない。

２ 前項の規定にかかわらず、情報取扱者は、確定した電子情報に次の各号のいずれかの
事由がある場合は、あらかじめ情報セキュリティ責任者による許可を得て特定機密情報
の改変を行うことができる。ただし、第三者の著作権その他の権利に抵触する場合及び
法令若しくは慣習等により改変が禁じられている場合はこの限りでない。
(1) 事実の誤認、錯誤その他の瑕疵
(2) 技術的又は物理的原因による消失又は原形の損壊
(3) 不正な改変
(4) その他、原状を保持することが不適当な事由
（特定機密情報以外の電子情報）

第51条 情報取扱者は、確定した特定機密情報以外の電子情報について、職務上の正当
な権限なく改変を行ってはならない。



（改変の伝達）
第52条 第50条第２項により特定機密情報の改変を行った情報取扱者は、第45条第２号
の使用記録簿等に記録された利用者に対し当該改変を伝達しなければならない。

２ 前条により特定機密情報以外の確定した電子情報の改変を行った情報取扱者は、当該
電子情報の改変を必要に応じ関係者に伝達しなければならない。

附 則
（施行期日）
この規程は、令和■年■月■日から施行する。
（経過措置）


