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ガイドラインの策定・見直し、共通化の状況について

Ⅰ．趣旨

「複数のガイドラインが適用される事業者があることにも留意しつつ、政府におい
て、ガイドラインの共通化について必要な検討を行っていくべきである。」との指摘
（「個人情報保護に関する取りまとめ（意見）」（平成19年6月国民生活審議会））を
踏まえ、ガイドラインの共通化について検討を加え、必要な措置を検討。

Ⅱ．目的

各省庁の策定するガイドラインによってバラツキのある項目を精査し、内閣府の
示す方針に沿って各省庁がガイドラインを改定することで足並みを揃え、分野ごと
の事情を踏まえながらもなるべくガイドライン間の異同を小さくし、事業分野ごとの
事情を踏まえながらも、民間分野の個人情報保護制度を対外的にわかりやすいも
のにすることを目的。

個人情報保護に関するガイドラインの共通化について
（平成20年７月25日個人情報保護関係省庁連絡会議申合せ）



平成22年9月29日現在

所管省庁 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 検討の経過 共通化に向けた取組

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18年4月21日（見直し）
平成22年9月17日（見直し）

○「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年9月13日）
○パブリックコメント
    平成16年10月29日～11月30日
    平成18年3月23日～4月5日（見直し時）
    平成22年7月28日～8月27日（見直し時）

検討中

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）

平成16年12月27日

○「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年9月13日）
○パブリックコメント
    平成16年12月9日～12月22日

検討中

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）

【参考　ガイドライン内の一部において、法及び「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」の解説を行っている。】

平成17年3月31日
平成19年3月30日（見直し）
平成20年3月31日（見直し）
平成21年3月31日（見直し）
平成22年2月1日（見直し）

○「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年9月13日）
○パブリックコメント
 　平成17年3月1日～3月14日
 　平成19年2月16日～3月19日(見直し時）
 　平成20年2月20日～3月21日(見直し時）
 　平成21年2月24日～3月25日（見直し時）
 　平成21年12月22日～平成22年1月20日（見直し時）

検討中

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）

平成17年4月1日
○「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年9月13日）

検討中

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）

平成17年9月15日
○「医療機関等における個人情報保護のあり方に関する検討会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年9月13日）

検討中

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） 平成16年12月28日

（文部科学省）「科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会ライフサイエンス
　　　　　　　　　 研究におけるヒト遺伝情報の取扱い等に関する小委員会」
（厚生労働省）「厚生科学審議会科学技術部会医学研究における個人情報の
　　　　　　　　　 取扱いの在り方に関する専門委員会」
（経済産業省）「産業構造審議会化学バイオ部会個人遺伝情報保護小委員会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年9月13日）
○パブリックコメント
　 平成16年10月22日～11月19日

検討中

事業分野ごとのガイドラインの策定・見直しの状況

医療

一般 厚生労働省

分野



所管省庁 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 検討の経過 共通化に向けた取組分野

遺伝子治療臨床研究に関する指針（告示） 平成16年12月28日

（文部科学省）「科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会ライフサイエンス
　　　　　　　　　 研究におけるヒト遺伝情報の取扱い等に関する小委員会」
（厚生労働省）「厚生科学審議会科学技術部会医学研究における個人情報の
　　　　　　　　　 取扱いの在り方に関する専門委員会」
○パブリックコメント
    平成16年10月29日～11月19日

検討中

疫学研究に関する倫理指針（告示） 平成16年12月28日

（文部科学省）「科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会ライフサイエンス
　　　　　　　　　 研究におけるヒト遺伝情報の取扱い等に関する小委員会」
（厚生労働省）「厚生科学審議会科学技術部会医学研究における個人情報の
　　　　　　　　　 取扱いの在り方に関する専門委員会」
○パブリックコメント
    平成16年10月29日～11月19日

検討中

臨床研究に関する倫理指針（告示） 平成16年12月28日

○「厚生科学審議会科学技術部会医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専
門委員会」
○パブリックコメント
　　平成16年10月29日～11月19日

検討中

ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針（告示） 平成18年7月3日

○「厚生科学審議会科学技術部会ヒト幹細胞を用いた臨床研究の在り方に関する専門委員
会」
○パブリックコメント
 　平成18年3月9日～平成18年4月7日

検討中

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）
平成16年12月6日
平成20年2月26日(見直し)
平成21年11月20日（見直し）

○「金融審議会金融分科会特別部会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年9月13日）
○パブリックコメント
　 平成16年10月1日～10月29日
　 平成21年7月10日～8月10日(見直し時）

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）

平成17年1月6日

○「金融審議会金融分科会特別部会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年9月13日）
○パブリックコメント
 　平成16年11月19日～12月3日

信用 経済産業省 経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン（告示）
平成16年12月17日
平成18年10月16日(見直し)
平成21年10月9日（見直し）

○「産業構造審議会割賦販売分科会個人信用情報小委員会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年9月13日）
○パブリックコメント
    平成16年10月1日～10月29日
　  平成18年9月7日～10月6日（見直し時）

○改正（平成21年10月9日経済産
業省告示第301号）

○改正（平成21年総務省告示第
543号）

※最終改正（平成22年総務省告
示第276号）

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17年10月17日（見直し）
平成21年12月1日（見直し）
平成22年7月29日（見直し）

○「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年7月23日）
○パブリックコメント
 　平成16年6月28日～7月27日
 　平成17年8月8日～平成17年9月8日（見直し時）
 　平成21年9月3日～平成21年10月5日（見直し時）
   平成22年5月27日～平成22年6月28日（見直し時）
○「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」

電気
通信

総務省

厚生労働省

文部科学省
厚生労働省

○改正（平成21年11月20日金融
庁告示）

金融 金融庁

研究

金融・信用



所管省庁 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 検討の経過 共通化に向けた取組分野

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） 平成20年3月25日
○「郵便事業分野における個人情報保護に関する研究会」
○パブリックコメント
    平成20年1月19日～2月18日

検討中

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） 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研究会」
○パブリックコメント
 　平成20年1月19日～2月18日

検討中

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）

平成16年10月22日
平成19年3月30日(見直し)
平成20年2月29日（見直し）
平成21年10月9日（見直し）

○「ガイドライン検討委員会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年7月23日）
○パブリックコメント
 　平成16年6月15日～7月14日
 　平成18年12月14日～平成19年1月31日（見直し時）
 　平成19年12月18日～平成20年１月17日（見直し時）
 　平成21年6月30日～平成21年7月29日（見直し時）

○改正（平成21年10月9日厚生労
働省・経済産業省告示第2号）

経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガ
イドライン（告示）

平成16年12月17日
○パブリックコメント
 　平成16年10月25日～11月19日

検討中

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(告示) 平成20年7月24日
○「パーソナル情報研究会」
○パブリックコメント
 　平成20年2月20日～平成20年3月19日

検討中

雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ず
べき措置に関する指針（告示）

平成16年7月1日
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年7月23日）
○パブリックコメント
 　平成16年6月15日～6月29日

検討中

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）

平成16年10月29日

○「労働者の健康情報の保護に関する検討会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年10月25日）
○パブリックコメント
 　平成16年10月15日～10月28日

検討中

船員 国土交通省
船員の雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者
が講ずべき措置に関する指針（告示）

平成16年9月29日
○パブリックコメント
 　平成16年8月10日～8月23日

検討中

○パブリックコメント（平成21年7
月8日～8月6日）
○改正（平成21年9月16日総務省
告示）

雇用管理

一般 厚生労働省

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）
平成16年8月31日
平成19年3月28日（見直し）
平成21年9月16日（見直し）

経済産業 経済産業省

情報通信

○「放送分野における個人情報保護及びＩＴ時代の衛星放送に関する検討会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年7月23日）
○「衛星放送の将来像に関する研究会」
○パブリックコメント
　 平成16年7月2日～7月30日
 　平成18年7月21日～8月31日
　 平成19年2月6日～3月7日(見直し時）
　 平成21年7月8日～8月6日(見直し時）



所管省庁 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 検討の経過 共通化に向けた取組分野

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）

平成22年2月5日
○パブリックコメント
 　平成21年11月20日～12月21日

○パブリックコメント(平成21年11
月20日～12月21日）
○策定（平成22年2月5日国家公
安委員会告示）

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21年9月30日（見直し）

○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年10月25日）
○パブリックコメント
 　平成16年9月29日～10月20日
   平成21年7月24日～8月24日
○改正（平成21年9月30日法務省告示）

○パブリックコメント（平成21年7
月24日～8月24日）
○改正（平成21年9月30日法務省
告示）

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（告示）
平成16年12月16日
平成18年1月11日（見直し）
平成22年3月15日（見直し）

○パブリックコメント
 　平成16年11月9日～11月30日
   平成21年12月24日～平成22年1月28日
○部内において検討（見直し時）
○改正（平成22年3月15日法務省告示）

○パブリックコメント（平成21年12
月24日～平成22年1月28日）
○改正（平成22年3月15日法務省
告示）

外務省
外務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガ
イドライン（告示）

平成17年3月25日
○パブリックコメント
 　平成17年3月1日～3月21日

検討中

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）
平成16年11月25日
平成22年3月19日（見直し）

○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年9月13日）
○パブリックコメント
 　平成16年9月30日～10月29日
 　平成22年1月12日～2月11日（見直し時）

○パブリックコメント（平成22年1
月12日～2月11日）
○改正（平成22年3月19日財務省
告示第91号）

文部科学省
学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業
者が講ずべき措置に関する指針（告示）

平成16年11月11日
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年10月25日）
○パブリックコメント
 　平成16年10月25日～11月4日

検討中

厚生労働省
福祉関係事業者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（局長
通達）

平成16年11月30日
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年10月25日）
○パブリックコメント
 　平成16年9月30日～10月15日

検討中

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に関して適切に対処するための指針
（告示）

平成16年11月4日

○「労働政策審議会労働力需給制度部会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年10月25日）
○パブリックコメント
 　平成16年10月1日～10月22日

検討中

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）

平成17年2月28日 ○船員中央労働委員会への諮問（平成16年9月17日）答申（平成16年10月15日） 検討中

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） 平成16年11月4日

○「労働政策審議会労働力需給制度部会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年10月25日）
○パブリックコメント
 　平成16年10月1日～10月22日

検討中

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） 平成17年2月28日 ○船員中央労働委員会への諮問（平成16年9月17日）答申（平成16年10月15日） 検討中

福祉

外務

財務

法務 法務省

警察

職業紹介
等

労働者派
遣

教育



所管省庁 ガイドラインの名称 策定・見直し時期 検討の経過 共通化に向けた取組分野

厚生労働省
個人情報の適正な取扱いを確保するために労働組合が講ずべき措置に関す
る指針（告示）

平成17年3月25日
○パブリックコメント
 　平成17年3月1日～3月14日

検討中

厚生労働省 企業年金等に関する個人情報の取扱いについて（局長通達） 平成16年10月1日 ○局内において検討 検討中

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） 平成21年7月10日
○パブリックコメント
 　平成21年1月27日～2月25日

○パブリックコメント（平成21年1
月27日～2月25日）
○策定（平成21年7月10日農林水
産省告示）

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
○パブリックコメント
 　平成21年6月30日～平成21年7月29日

○パブリックコメント（平成21年6
月30日～7月29日）
○策定（平成21年12月10日環境
省告示）

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） 平成18年5月25日
○パブリックコメント
 　平成18年3月30日～平成18年4月28日

検討中

合計40ガイドライン

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。

所管省庁 ガイドラインの名称 策定時期 検討の経過

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 ○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年10月25日）

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 ○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年10月25日）

合計２ガイドライン

合計27分野

行政機関

独立行政法人

合計２分野

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）

防衛

行政機関等に対するガイドライン

分野

環境

国土交通 国土交通省 検討中

企業年金

農林水産

平成16年12月2日

○「国土交通省情報化政策委員会」
○国民生活審議会個人情報保護部会への報告（平成16年10月25日）
○パブリックコメント
 　平成16年9月21日～10月20日

労働組合
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