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個人情報の保護に関するガイドラインについて 

平成 27年 11月 25日現在 

 

1.民間事業者 

 

事業等を所管する各府省において、審議会の議論等を経て、27分野について 38のガイドラインを策定 

 

分野 所管府省 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 事例集、Q＆A、解説書等の名称 

医療 一般 厚生労働省 

医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取扱いのためのガイドライ

ン（局長通達）  

平成 16年 12月 24日 

平成 22年 9月 17日最終

見直し 

「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイド

ライン」に関するＱ＆Ａ（事例集）

［PDF：378 KB］ 

健康保険組合等における個人情報の適

切な取扱いのためのガイドライン（局

長通達）［PDF：171 KB］ 

平成 16年 12月 27日 

「健康保険組合等における個人情報

の適切な取扱いのためのガイドライ

ン」を補完する事例集［PDF：100 KB］ 

医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン（局長通達）  

平成 17年 3月 31日 

平成 25 年 10 月 10 日最

終見直し 

「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン 第４．２版」に関

するＱ＆Ａ  

国民健康保険組合における個人情報の

適切な取扱いのためのガイドライン

（局長通達）［PDF：83 KB］ 

 

平成 17年 4月１日  

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805iryou-kaigoqa.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805iryou-kaigoqa.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805iryou-kaigoqa.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805iryou-kaigoqa.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161227kenpo.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161227kenpo.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161227kenpo.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170331kenpoqa.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170331kenpoqa.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170331kenpoqa.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000053340.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000053340.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000051620.PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000051620.PDF
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000051620.PDF
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170401kokuho.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170401kokuho.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170401kokuho.pdf
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分野 所管府省 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 事例集、Q＆A、解説書等の名称 

国民健康保険団体連合会等における個

人情報の適切な取扱いのためのガイド

ライン（局長通達）［PDF：306 KB］ 

平成 17年 9月 15日  

研究 

文部科学省 

厚生労働省 

経済産業省 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する

倫理指針（告示）［PDF：403 KB］ 

平成 16年 12月 28日 

平成 26 年 11 月 25 日最

終見直し 

「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関す

る倫理指針」についてのＱ＆Ａ  

厚生労働省 
遺伝子治療等臨床研究に関する指針

（告示）  

平成 16年 12月 28日 

平成 27年 8月 12日最終

見直し 

 

文部科学省 

厚生労働省 

人を対象とする医学系研究に関する倫

理指針  

平成 26年 12月 22日 
人を対象とする医学系研究に関する

倫理指針ガイダンス  

金融・信

用 

金融  金融庁 

金融分野における個人情報保護に関す

るガイドライン（告示）［PDF：429 KB］ 

平成 16年 12月 6日 

平成 27 年 7 月 2 日最終

見直し 

金融機関における個人情報保護に関

するＱ＆Ａ  

 

金融分野における個人情報保護に関す

るガイドラインの安全管理措置等につ

いての実務指針（告示）［PDF：366 KB］ 

 

平成 17年 1月 6日 

平成 27 年 7 月 2 日最終

見直し 

 

信用 経済産業省 経済産業分野のうち信用分野における 平成 16年 12月 17日  

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170915kokuho.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170915kokuho.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170915kokuho.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/sisin1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/sisin1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/dl/130507qa.pdf
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/dl/130507qa.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/150812_rinrisisin.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/150812_rinrisisin.pdf
http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1443_01.pdf
http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1443_01.pdf
http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1500_02.pdf
http://www.lifescience.mext.go.jp/files/pdf/n1500_02.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/01.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/law/hogo_qa/02-1.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/law/hogo_qa/02-1.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/04.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/04.pdf
http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/04.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/091009guideline.pdf
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分野 所管府省 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 事例集、Q＆A、解説書等の名称 

個人情報保護ガイドライン（告示）

［PDF：112 KB］ 

平成 21年 10月 9日最終

見直し 

情 報 通

信 

電 気 通

信 
総務省 

電気通信事業における個人情報保護に

関するガイドライン（告示） 

平成 16年 8月 31日 

平成 27年 6月 24日最終

見直し 

電気通信事業における個人情報保護

に関するガイドラインの解説 

放送 総務省 
放送受信者等の個人情報の保護に関す

る指針（告示）［PDF：322 KB］ 

平成 16年 8月 31日 

平成 23年 6月 29日最終

見直し 

「放送受信者等の個人情報の保護に

関する指針」【解説】 

郵便 総務省 

郵便事業分野における個人情報保護に

関するガイドライン（告示）［PDF：304 

KB］ 

平成 20年 3月 25日 

平成 27年 7月 21日最終

見直し 

郵便事業分野における個人情報保護

に関するガイドラインの解説 

信書便 総務省 

信書便事業分野における個人情報保護

に関するガイドライン（告示）［PDF：

183 KB］ 

平成 20年 3月 25日 
信書便事業分野における個人情報保

護に関するガイドラインの解説 

経済産業 経済産業省 

 

個人情報の保護に関する法律について

の経済産業分野を対象とするガイドラ

イン（告示）［PDF：812 KB］ 

 

平成 16年 10月 22日 

平成 26 年 12 月 12 日最

終見直し 

「個人情報の保護に関する法律につ

いての経済産業分野を対象とするガ

イドライン」等に関するＱ＆Ａ 

経済産業分野のうち個人遺伝情報を用 平成 16年 12月 17日 個人遺伝情報保護ガイドラインのガ

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/091009guideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/091009guideline.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000365000.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000365000.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000365001.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000365001.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000394030.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000394030.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000392462.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000392462.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000182384.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000182384.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000182384.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000182385.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000182385.pdf
http://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_joho/pdf/shinsho_guidline_h1.pdf
http://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_joho/pdf/shinsho_guidline_h1.pdf
http://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_joho/pdf/shinsho_guidline_h1.pdf
http://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_joho/pdf/shinsho_guidline_k1.pdf
http://www.soumu.go.jp/yusei/kojin_joho/pdf/shinsho_guidline_k1.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/1212guideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/1212guideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/1212guideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/1212qa.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/1212qa.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/1212qa.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seimeirinnri/keisanshoguideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seimeirinnri/H19guideline.pdf
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分野 所管府省 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 事例集、Q＆A、解説書等の名称 

いた事業分野における個人情報保護ガ

イドライン（告示）［PDF：52 KB］ 

イドブック［PDF：881 KB］ 

医療情報を受託管理する情報処理事業

者における安全管理ガイドライン(告

示)［PDF：1.1 MB］ 

平成 20年 7月 24日 

平成 24 年 10 月 15 日最

終見直し 

医療情報を受託管理する情報処理事

業者向けガイドライン第二版 （研究

会ガイドライン）［PDF：4.3 MB］ 

雇 用 管

理 

一般 厚生労働省 

雇用管理分野における個人情報保護に

関するガイドライン（告示）［PDF：205 

KB］ 

平成 16年 7月 1日 

平成 27 年 11 月 25 日最

終見直し  

雇用管理分野における個人情報保護

に関するガイドライン：事例集  

雇用管理に関する個人情報のうち健康

情報を取り扱うに当たっての留意事項

について（局長通達）［PDF：174 KB］ 

平成 16年 10月 29日 

平成 24年 6月 11日最終

見直し 

 

船員 国土交通省 
船員の雇用管理分野における個人情報

保護に関するガイドライン（告示）  

平成 16年 9月 29日 

平成 25年 3月 29日最終

見直し 

 

警察 
国家公安委

員会 

国家公安委員会が所管する事業分野に

おける個人情報保護に関する指針（告

示）［PDF：96 KB］ 

 

平成 22年 2月 5日 

平成 27年 3月 30日最終

見直し 

 

法務 法務省 
法務省所管事業分野における個人情報

保護に関するガイドライン（告示）

平成 16年 10月 29日 

平成 27年 3月 24日最終
 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seimeirinnri/keisanshoguideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seimeirinnri/keisanshoguideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/bio/Seimeirinnri/H19guideline.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryougl.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryougl.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryougl.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryouglv2.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryouglv2.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/iryouglv2.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000105175.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000105175.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000105175.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000105163.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000105163.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/PDF_7.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/PDF_7.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/PDF_7.pdf
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000099098
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000099098
http://www.npa.go.jp/pdc/personaldate/hogoshishin.pdf
http://www.npa.go.jp/pdc/personaldate/hogoshishin.pdf
http://www.npa.go.jp/pdc/personaldate/hogoshishin.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001141404.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001141404.pdf
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分野 所管府省 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 事例集、Q＆A、解説書等の名称 

［PDF：59 KB］ 見直し 

債権管理回収業分野における個人情報

保護に関するガイドライン［PDF：253 

KB］ 

平成 16年 12月 16日 

平成 27年 6月 24日最終

見直し 

 

外務 外務省 
外務省所管事業分野における個人情報

保護に関するガイドライン（告示） 

平成 24年 4月 2日 

平成 27年 5月 29日最終

見直し 

 

財務 財務省 

財務省所管分野における個人情報保護

に関するガイドライン（告示）［PDF：

405 KB］ 

平成 16年 11月 25日 

平成 27年 3月 27日最終

見直し 

 

文部科学 文部科学省 
文部科学省所管事業分野における個人

情報保護に関するガイドライン（告示） 

平成 24年 3月 29日 

平成 27年 8月 31日最終

見直し 

 

福祉 厚生労働省 
福祉分野における個人情報保護に関す

るガイドライン（告示）［PDF：432 KB］ 

平成 25年 3月 29日  

職 業 紹

介等 
一般 厚生労働省 

職業紹介事業者、労働者の募集を行う

者、募集受託者、労働者供給事業者等

が均等待遇、労働条件等の明示、求職

者等の個人情報の取扱い、職業紹介事

業者の責務、募集内容の的確な表示等

平成 16年 11月 4日 

平成 24年 9月 10日最終

見直し 

 

http://www.moj.go.jp/content/001141404.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000069485.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000069485.pdf
http://www.moj.go.jp/content/000069485.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000090504.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000090504.pdf
http://www.mof.go.jp/procedure/disclosure_etc/privacy/guidelines20150401.pdf
http://www.mof.go.jp/procedure/disclosure_etc/privacy/guidelines20150401.pdf
http://www.mof.go.jp/procedure/disclosure_etc/privacy/guidelines20150401.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin/info/1321223.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin/info/1321223.htm
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/250329fukusi.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/250329fukusi.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-03.pdf


6 

分野 所管府省 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 事例集、Q＆A、解説書等の名称 

に関して適切に対処するための指針

（告示）［PDF：234 KB］ 

船員  国土交通省 

無料船員職業紹介事業者、船員の募集

を行う者及び無料船員労務供給事業者

が均等待遇、労働条件等の明示、求職

者等の個人情報の取扱い、募集内容の

的確な表示に関して適切に対処するた

めの指針（告示）［PDF：98 KB］ 

平成 17年 2月 28日 

平成 25 年 12 月 12 日最

終見直し 

 

労 働 者

派遣 

一般 厚生労働省 

 

派遣元事業主が講ずべき措置に関する

指針（告示）［PDF：207 KB］ 

 

平成 16年 11月 4日 

平成 24年 8月 10日最終

見直し 

 

船員 国土交通省 

 

船員派遣元事業主が講ずべき措置に関

する指針（告示）［PDF：109 KB］ 

 

平成 17年 2月 28日 

平成 25 年 12 月 12 日最

終見直し 

 

労働組合 厚生労働省 

労働組合が講ずべき個人情報保護措置

に関するガイドライン（告示）［PDF：

189 KB］ 

平成 17年 3月 25日 

平成 27 年 11 月 25 日最

終見直し 

労働組合が講ずべき個人情報保護措

置に関するガイドライン事例集  

企業年金 厚生労働省 企業年金等に関する個人情報の取扱い 平成 16年 10月 1日  

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-03.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-03.pdf
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155131010&Mode=3
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155131010&Mode=3
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155131010&Mode=3
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155131010&Mode=3
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155131010&Mode=3
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155131010&Mode=3
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/8shishin.pdf
http://www.mlit.go.jp/kaiji/senin/10.pdf
http://www.mlit.go.jp/kaiji/senin/10.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000105329.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000105329.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000105329.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000105330.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000105330.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161001kigyo.pdf
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分野 所管府省 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 事例集、Q＆A、解説書等の名称 

について（局長通達）［PDF：93 KB］ 

農林水産 農林水産省 

農林水産分野における個人情報保護に

関するガイドライン（告示）［PDF：232 

KB］ 

平成 21年 7月 10日 

平成 27 年 7 月 1 日最終

見直し 

 

国土交通 国土交通省 
国土交通省所管分野における個人情報

保護に関するガイドライン（告示） 

平成 16年 12月 2日 

平成 27年 3月 31日最終

見直し 

・国土交通省所管分野における個人

情報保護に関するガイドライン～ 解

説・事例集 ～［PDF：305 KB］  

・不動産流通業における個人情報保

護法の適用の考え方［PDF：329 KB］ 

環境 環境省  
環境省所管事業分野における個人情報

保護に関するガイドライン(告示） 

平成 21年 12月 10日 

平成 27 年 4 月 1 日最終

見直し 

 

防衛 防衛省  

防衛省関係事業者が取り扱う個人情報

の保護に関する指針（告示）［PDF：35 

KB］  

平成 18年 5月 25日   

合計 27分野  合計 38ガイドライン   

 

（備考） 

事業分野ごとのガイドラインの中で、「望ましい」「適切である」等の記述により、任意に取組を求めている規定については、事業者による自主的な取

組が強く期待されるものの、当該規定の不遵守によって個人情報保護法で定める罰則が課されるものではありません。なお、個人情報保護法の違反が

あった場合には、当該事業者に直ちに罰則が課せられるものではなく、主務大臣の判断の下、通例、報告の徴収・助言、勧告、命令といった措置を経

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161001kigyo.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/kozin_zyoho/pdf/27m01_guide.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/kozin_zyoho/pdf/27m01_guide.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/kozin_zyoho/pdf/27m01_guide.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000207542.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000207542.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000207543.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000207543.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000207543.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000215849.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000215849.pdf
http://www.env.go.jp/kojinjoho/guideline.pdf
http://www.env.go.jp/kojinjoho/guideline.pdf
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=170000001&OBJCD=&GROUP=
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=170000001&OBJCD=&GROUP=
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=170000001&OBJCD=&GROUP=
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て、初めて罰則が適用される仕組みになっています。 
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2.行政機関等 

 

総務省において、各行政機関及び独立行政法人等の安全確保措置についてのガイドラインを策定 

  

分野 
所管 

府省 
ガイドラインの名称 策定時期 

行政機関 総務省 行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針（局長通知） 

平成 16年 9月 14日 

平成 27 年 8 月 25 日

最終見直し 

独立行政法人 総務省 独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針（局長通知） 

平成 16年 9月 14日 

平成 27 年 8 月 25 日

最終見直し 

 

 

3.特定個人情報の保護（民間事業者・行政機関等） 

 

個人情報保護委員会において、マイナンバーの適正な取扱いについてのガイドラインを策定 

（具体的なガイドラインの内容等については、こちらをご参照ください） 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/040914_1.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/040914_2.html
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

