
対象事業
等分野

所管府省 名称 URL
苦情処理窓口
の電話番号

所在地 認定年月日 ガイドラインの名称

警備業 国家公安委員会 一般社団法人 全国警備業協会 http://www.ajssa.or.jp/ 03-3342-5821
東京都新宿区西新宿1-9-18 永和
ビル7階

平成20年11月21日
警備業における個人情報の保護に関
するガイドライン

指定自動車教習所業 国家公安委員会
一般社団法人 全日本指定自動車教習
所協会連合会

http://www.zensiren.or.jp/ 03-3556-0070
東京都千代田区九段南2-3-9 サン
九段ビル4階

平成26年10月9日
指定自動車教習所業における個人情
報保護に関する指針

証券業 金融庁 日本証券業協会 http://www.jsda.or.jp/ 03-3667-8427 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 平成17年4月1日 個人情報の保護に関する指針

生命保険業における個人情報保護の
ための取扱指針
生命保険業における個人情報保護の
ための安全管理措置等についての実
務指針
損害保険会社に係る個人情報保護指
損害保険会社における個人情報保護
に関する安全管理措置等についての
実務指針
損害保険会社に係る個人情報保護指
損害保険会社における個人情報保護
に関する安全管理措置等についての
実務指針

銀行業 金融庁 全国銀行個人情報保護協議会 http://www.abpdpc.gr.jp/ 03-5222-1700 東京都千代田区丸の内1-3-1 平成17年4月15日 個人情報保護指針

0120-817335

03-6206-3988

投資信託委託業 金融庁 一般社団法人 投資信託協会 http://www.toushin.or.jp/ 03-5614-8400
東京都中央区日本橋兜町2-1 東京
証券取引所ビル6階

平成17年7月1日 個人情報の保護に関する指針

証券投資顧問業 金融庁 一般社団法人 日本投資顧問業協会 http://www.jiaa.or.jp/ 03-3663-0505 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8 平成17年7月1日 個人情報の保護に関する取扱指針

貸金業 金融庁 日本貸金業協会
http://www.j-
fsa.or.jp/association/protection_gro
up/index.php

03-5739-3011
東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪
ビル2階・3階

平成22年3月31日 個人情報保護指針

金融先物取引業 金融庁 一般社団法人 金融先物取引業協会 http://www.ffaj.or.jp/ 03-5280-0881
東京都千代田区神田小川町1-3
NBF 小川町ビルディング

平成26年8月1日 個人情報の保護に関する指針

放送 総務省 一般財団法人 放送セキュリティセンター http://www.sarc.or.jp/ 03-5213-4714
東京都千代田区平河町2-9-2 エス
パリエ平河町ビル

平成17年4月12日
受信者情報取扱事業における個人情
報保護指針

総務省

経済産業省

総務省

経済産業省

製薬業 厚生労働省 日本製薬団体連合会 http://www.fpmaj.gr.jp/ 03-3270-1810 東京都中央区日本橋本町3-4-18 平成17年10月20日
製薬企業における個人情報の適正な
取扱いのためのガイドライン

医療 厚生労働省 公益社団法人 全日本病院協会 http://www.ajha.or.jp/ 03-5283-7445
東京都千代田区猿楽町2-8-8 住友
不動産猿楽町ビル

平成18年2月13日
全日本病院協会における個人情報保
護指針

医療 厚生労働省 一般社団法人 日本病院会 http://www.hospital.or.jp/ 03-3265-0077
東京都千代田区三番町9-15 ホス
ピタルプラザビル

平成19年3月26日
病院における個人情報保護法への対
応の手引き（日本病院会編）

医療・介護 厚生労働省
特定非営利活動法人 医療ネットワーク
支援センター

http://www.medical-bank.org/ 03-6438-2852 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-12-1-302 平成18年3月24日
個人情報の適正な取扱い確保のため
の指針

医療・介護・福祉 厚生労働省
特定非営利活動法人 患者の権利オン
ブズマン

http://www.patient-rights.or.jp/ 092-643-7577 福岡県福岡市東区馬出2-1-22 平成18年3月24日 個人情報保護方針

医療・介護・福祉 厚生労働省 特定非営利活動法人　検定協議会 http://kentei.npo-npo.com/ 078-393-5117
兵庫県神戸市中央区江戸町85-1
ベイ・ウィング神戸ビル9階

平成27年3月13日
医療・福祉・介護サービス事業者に係
る個人情報保護指針

介護・福祉 厚生労働省 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 http://www.okishakyo.or.jp/ 098-882-5704
沖縄県那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター内

平成18年2月2日
福祉・介護サービス事業者に係る個
人情報保護指針

介護・福祉 厚生労働省 社会福祉法人 岐阜県社会福祉協議会 http://www.winc.or.jp/ 058-278-5136 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 平成18年3月30日
福祉・介護サービス事業者に係る個
人情報保護指針

厚生労働省

経済産業省

厚生労働省

経済産業省

ギフト用品に関する事
業

経済産業省 一般社団法人 全日本ギフト用品協会 http://www.all-japan-gift.or.jp/ 03-3847-0691
東京都台東区寿3-15-10 ペンギン
ビル3階

平成17年5月13日
個人情報の保護に関する法律につい
てのギフト分野を対象とするガイドラ

クレジット事業 経済産業省 一般社団法人 日本クレジット協会
http://www.j-
credit.or.jp/association/protection_
center.html

03-5645-3360
東京都中央区日本橋小網町14-1
住生日本橋小網町ビル 6階

平成21年7月1日 個人情報保護指針

印刷・グラフィックサー
ビス工業

経済産業省
公益社団法人 東京グラフィックサービス
工業会

http://www.tokyographics.or.jp/ 03-3667-3771
東京都中央区日本橋小伝馬町7-
16

平成17年12月7日
印刷・グラフィックサービス工業個人
情報保護ガイドライン

小売業 経済産業省 一般社団法人 日本専門店協会 http://www.jsa-net.or.jp/ 03-5411-5351 東京都港区北青山2-12-8 平成17年12月7日
専門店における個人情報保護法ガイ
ドライン

経済産業分野 経済産業省
特定非営利活動法人 日本個人・医療情
報管理協会

http://www.japhic.jp/japhic/ 03-6809-2777
東京都港区浜松町1-10-13 福岡ビ
ル３階

平成18年2月10日 個人情報保護指針

経済産業分野 経済産業省
公益社団法人 日本消費生活アドバイ
ザー・コンサルタント相談員協会

http://nacs.or.jp/ 03-6450-6631
東京都渋谷区渋谷1－17－14 全国
婦人会館２階

平成18年2月13日
公益社団法人日本消費生活アドバイ
ザー・コンサルタント協会における個
人情報保護ガイドライン

経済産業分野 経済産業省 長野県個人情報保護協会
http://www.jpp-
m.com/page/gaiyou.html

026-267-6077
長野県長野市若里7-7-2 オフィスリ
ンク内

平成18年8月4日
長野県個人情報保護協会における個
人情報の保護に関する法律について
のガイドライン

結婚情報サービス業 経済産業省
一般社団法人 結婚相談業サポート協
会

http://www.mcsa.or.jp/
03-6233-2915

東京都新宿区新宿5丁目18-20
ルックハイツ新宿1105

平成20年7月7日
結婚相談業サポート協会における個
人情報保護指針

結婚情報サービス業 経済産業省 結婚相手紹介サービス協会 http://www.mcsa.gr.jp/ 03-5689-8769
東京都文京区本郷3-32-6 ハイヴ
本郷401

平成20年12月15日
結婚相手紹介サービス協会における
個人情報保護指針

結婚情報サービス業 経済産業省 株式会社ＩＢＪ(日本結婚相談所連盟) http://www.ibjapan.com/ 03-5324-5658
東京都新宿区西新宿1-23-7　新宿
ファーストウエスト12階

平成21年4月20日 個人情報保護指針

結婚情報サービス業 経済産業省 ナノライセンス結婚専科システム協議会
http://nlb-
conference.sakura.ne.jp/

075-361-8858
京都府京都市下京区高辻通り新町
西入ル堀之内町272-7 京都3号館

平成22年2月24日 個人情報保護指針

新聞販売業 経済産業省 大阪毎日新聞販売店事業協同組合 http://mainet.ne.jp/about.html 06-6346-8160
大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日
新聞ビル内

平成18年3月9日 個人情報保護指針

葬祭業 経済産業省 ＪＥＣＩＡ 個人情報保護協会 http://www.jecia.co.jp/jpipa/ 03-5379-8101
東京都新宿区四谷4-3-20 いちご
四谷4丁目ビル2階

平成17年5月13日
個人情報の保護に関する法律につい
ての葬祭事業者を対象とする指針

葬祭業 経済産業省 全国こころの会葬祭事業協同組合 http://www.kokoro-net.co.jp/ 03-5828-3855 東京都台東区松が谷4-28-3 平成18年3月31日
全国こころの会における個人情報の
保護に関する法律についてのガイドラ

経済産業省

国土交通省

自動車登録番号標交
付代行業

国土交通省 一般社団法人 全国自動車標板協議会 http://www.n-p.or.jp/ 03-3813-5911
東京都文京区本郷2-15-13 お茶の
水ウイングビル4階

平成17年12月27日 交付代行者等個人情報保護指針

（ｆａｘ及びメール
により受付）
ｆａｘ 03-6265-
1556
info@jpm.jp

計 42団体 計 44本

東京都千代田区丸の内3-4-1 新国
際ビル３階

平成17年4月1日

保険業 金融庁 一般社団法人 日本損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/about/guid
eline/individual/

03-3255-1470 東京都千代田区神田淡路町2-9 平成17年4月1日

保険業 金融庁 一般社団法人 生命保険協会 http://www.seiho.or.jp/ 03-3286-2648

平成18年11月30日

信託業 金融庁 一般社団法人 信託協会 http://www.shintaku-kyokai.or.jp/
東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本
ビル１階

平成17年4月15日

保険業 金融庁 一般社団法人 外国損害保険協会 http://www.fnlia.gr.jp/ 03-5425-7850
東京都港区虎ノ門3-20-4 虎ノ門鈴
木ビル7階

医療・介護事業、ソフト
ウェア事業及び冠婚葬
祭事業を営む個人及
び団体の事業者

個人情報の保護と利用に関する指針

電気通信事業 一般財団法人 日本データ通信協会 http://www.dekyo.or.jp/kojinjyoho/ 03-5907-3803
東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣鴨室
町ビル7階

平成17年4月12日
電気通信事業における個人情報保護
指針

個人情報保護マネジメントシステム-
要求事項(JISQ15001:2006)

手技療法(柔道整復・
はり・きゅう・あんまマッ
サージ指圧・整体・カイ
ロプラティックス・リラク
ゼーション等)

特定非営利活動法人 日本手技療法協
会

http://www.e-shugi.jp/ 03-5296-5011
東京都千代田区神田須田町1-8
パールビル7階

平成18年3月31日

個人情報の保護に関する法律につい
ての柔道整復・はり・きゅう・あんま
マッサージ指圧・整体・カイロプラ
ティックス・リラクゼーション事業者等
を対象とするガイドライン

プライバシーマーク付
与認定事業者が行う
事業

一般財団法人 日本情報経済社会推進
協会

http://www.jipdec.or.jp/ 03-5860-7565
東京都港区六本木1-9-9 六本木
ファーストビル内

平成17年6月27日

東京都港区高輪2-15-8 グレイスビ
ル泉岳寺前

賃貸住宅管理業における個人情報保
護に関するガイドライン

個人情報保護指針

自動車販売業個人情報保護指針

平成23年8月10日（厚
生労働省認定：平成25
年12月24日）

認定個人情報保護団体一覧　（平成28年１月現在）

賃貸住宅管理業 国土交通省 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会  http://www.jpm.jp/index.html
東京都中央区八重洲2-1-5 東京駅
前ビル8階

平成19年3月16日

自動車販売業
一般社団法人 日本自動車販売協会連
合会

http://www.jada.or.jp/ 03-5733-3110
東京都港区芝大門1-1-30 日本自
動車会館15階

平成17年5月19日

一般社団法人 日本個人情報管理協会 http://www.japico.or.jp/ 03-4415-2031


