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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成３０年１２月２０日（平成３０年（行情）諮問第６１９号） 

答申日：令和元年１１月６日（令和元年度（行情）答申第２８６号） 

事件名：「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に

対する協力支援活動等に関する法律」に関して行政文書ファイル等

につづられた文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「『国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に

対する協力支援活動等に関する法律』（以下「支援法」という。）に関し

て，その業務のために行政文書ファイル等につづられた文書の全て（２０

１５．７．３１－本本Ｂ５７２で特定された後につづられたもの）。＊電

磁的記録が存在する場合，その履歴情報も含む。」（以下「本件請求文

書」という。）の開示請求に対し，別紙１に掲げる３００文書（以下「本

件対象文書」という。）を特定し，その一部を不開示とした決定は，妥当

である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年９月３０日付け防官文第１

７１５３号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が

行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを

求める。 

２ 審査請求の理由 

 （１）審査請求書 

ア 他にも文書が存在するものと思われる。 

     国の解釈によると，「行政文書」とは，「開示請求時点において，

当該行政機関が保有しているもの」（別件の損害賠償請求事件にお

ける国の主張）である。 

     そこで本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の

電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求めるもので

ある。 

イ 履歴情報の特定を求める。 

     本件開示決定通知からは不明であるので，履歴情報が特定されてい

なければ，改めてその特定を求めるものである。 
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ウ 特定されたＰＤＦファイルが本件対象文書の全ての内容を複写して

いるか確認を求める。 

     平成２２年度（行情）答申第５３８号で明らかになったように，電

子ファイルを紙に出力する際に，当該ファイル形式では保存されて

いる情報が印刷されない場合が起こり得る。 

これと同様に当該ファイル形式を他のファイル形式に変換する場合 

にも，変換先のファイル形式に情報が移行しない場合が設定等によ

り技術的に起こり得るのである。 

本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複写の交付が行われ

ている場合，本件対象文書の内容が，交付された複写には欠落して

いる可能性がある。そのため，特定されたＰＤＦファイルが本件対

象文書の全ての内容を複写しているか確認を求めるものである。 

   エ 「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日

付け防官文第４６３９号）についても特定を求める。 

平成２４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような「本件対

象文書の内容と関わりのない情報」との処分庁の勝手な判断は，法

に反するので，本件対象文書に当該情報が存在するなら，改めてそ

の特定と開示・不開示の判断を改めて求めるものである。 

   オ 一部に対する不開示決定の取消し。 

     記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべ

きである。 

 （２）意見書 

対象文書の電磁的記録形式の特定とその教示が行われなければならな

い。 

   ア 「詳解 情報公開法」（総務省行政管理局）（別添（省略。以下同

じ。））は，情報公開法施行令９条の解説において，「情報公開法

施行令９条３項３号でいう『行政機関がその保有するプログラムに

より行うことができるもの』とは，行政機関が保有している既存の

プログラムにより出力（プリントアウト又はデータコピー）するこ

とができる方法に限る趣旨である。」との解釈を示している。 

   イ 上記アの国の解釈に従えば，情報公開法施行令９条３項３号ホによ

る複写の交付は，「データコピー」でなければならない。 

   ウ また国の統一指針である「情報公開事務処理の手引き」（平成１８

年３月総務省行政管理局情報公開推進室）（別添）は，電磁的記録

の開示実施に当たっては以下のとおり定めている。 

   （ア）行政文書を文書又は図画と電磁的記録の両方の形態で保有してい

る場合には，文書又は図画について，スキャナで読み取ってできた

電磁的記録を交付する方法と既に保有している電磁的記録をそのま
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ま交付する方法とがあることから，開示請求の手続の中で開示請求

者にその旨教示し，対象となる行政文書をあらかじめ請求者に特定

して頂いておくことが必要である。（表紙から２２枚目。本文書に

はページ数が明記されていないので，以下同様に表記。） 

   （イ）開示の実施においては，行政文書をありのまま開示することとし

ており（中略）加工はしない。（中略）電磁的記録についても，デ

ータの圧縮やフォーマットの変換を行う必要はない。（２３枚目） 

   （ウ）電磁的記録を記録媒体に複写して交付する場合等における開示実

施手数料の額の積算は，電磁的記録を構成する「ファイル」の数を

単位として行うこととなる。「ファイル」とは，ワードや一太郎な

どの文書作成ソフトにより作成した文書やエクセルなどの表計算ソ

フトにより作成したデータなどのファイル単位を指すものである。

（２４枚目） 

   エ 上記ウ（ア）ないし（ウ）の解説から，「データコピー」とは，ワ

ード，一太郎，エクセルといった記録形式で既に保有している電磁

的記録を，その記録形式を変換することなく複写の交付を行うこと

と解される。 

   オ また防衛省における情報公開事務手続の手引である「情報公開事務

手続の手引」（平成１３年４月（平成１４年８月改訂）長官官房文

書課情報公開室）も，「開示の実施においては，行政文書をありの

まま開示する（中略）加工はしない。（中略）電磁的記録を複写し

たものを交付する際にも，特定のプログラムを利用してデータを圧

縮することはしない。」（８５頁）と定めている。 

   カ ただし電磁的記録形式によっては開示請求者がその電磁的記録を開

くことができない場合が起こり得るので，複写の交付に先立ち電磁

的記録形式が特定・明示される必要がある。この点については，上

記ウ（ア）で示した「開示請求の手続の中で開示請求者にその旨教

示し，対象となる行政文書をあらかじめ請求者に特定して頂いてお

くことが必要である。」との記載が，まさにこの趣旨であると思わ

れる。 

   キ また諮問庁が文書作成ソフト等で作成された文書を不開示箇所がな

いにも関わらず，ＰＤＦファイル形式にて審査請求人に交付したの

であれば，情報公開法施行令９条で定める「データコピー」を行っ

たことにならないし，「加工はしない」とする国及び防衛省の手引

きに反する行為である。 

ク 本件開示決定に当たり諮問庁が電磁的記録形式の特定とその教示を

行わなかったこと，保有する電磁的記録に「加工」を加えたことは，

違法ないし不当な行為といえる。 
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第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，これに該当

する行政文書として本件対象文書を特定した。 

本件開示請求については，法１１条を適用して期限を延長し，まず，平

成２７年１１月３０日付け防官文第１８７９１号により，開示請求に係る

相当の部分につき，開示決定処分（以下「先行処分」という。）を行った

後，平成２８年９月３０日付け防官文第１７１５３号により，本件対象文

書について法５条６号に該当する部分を不開示とする原処分を行った。 

本件審査請求は，原処分に対して提起されたものである。 

なお，先行処分については，平成２７年１２月３０日付けをもって異議

申立てが提起（平成２８年１月５日付けで受理）され，行政不服審査法（

昭和３７年法律第１６０号）４７条１項又は２項の規定に基づき，同年３

月２９日付け防官文第６６２９号により当該異議申立てを却下又は棄却し

ている。 

２ 法５条該当性について 

原処分において不開示とした部分及び不開示とした理由については，別

紙２のとおりである。 

なお，不開示とした部分のうち，職員の自宅の電話番号については，個

人に関する情報であり，特定の個人を識別することができ，又は特定の個

人を識別することはできないが，公にすることにより，個人の権利利益を

害するおそれがあることから，法５条１号に該当するため不開示とした理

由に追加する。 

３ 審査請求人の主張について 

（１）審査請求人は，「他にも文書が存在するものと思われる。」と主張し，

本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録

形式が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，本件対象文

書の電磁的記録はＰＤＦファイル形式又はＰＤＦファイル形式とは異な

るいわゆるプレゼンテーションソフト，表計算ソフト若しくは文書作成

ソフトにより作成された文書であり，いずれかの形式の電磁的記録を特

定している。 

なお，審査請求人は，処分庁が原処分における行政文書開示決定通知

書においてＰＤＦファイル形式の電磁的記録を特定したかのように述べ

るが，法その他の関係法令において，特定した電磁的記録の記録形式ま

で明示しなければならないことを義務付けるような趣旨の規定はないこ

とから，原処分においては「ＰＤＦファイル形式」と電磁的記録の記録

形式は明示していない。 

（２）審査請求人は，「本件開示決定通知からは不明である」として，本件
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対象文書の履歴情報についても特定するよう求めるとともに，「平成２

４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような『本件対象文書の内

容と関わりのない情報』との処分庁の勝手な判断は，法に反する」とし

て，「本件対象文書と関わりのない情報」についても特定し，開示・不

開示を判断するよう求めるが，本件対象文書の履歴情報やプロパティ情

報等については，いずれも防衛省において業務上必要なものとして利用

又は保存されている状態になく，法２条２項の行政文書に該当しない。 

（３）審査請求人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複写

の交付が行われている場合，本件対象文書の内容が，交付された複写に

は欠落している可能性がある。」として，特定されたＰＤＦファイルが

本件対象文書の全ての内容を複写しているか確認するよう求めるが，本

件審査請求が提起された時点においては，審査請求人は複写の交付を受

けていない。 

（４）審査請求人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につ

いては開示すべきである。」として，原処分において一部を不開示とし

た決定の取消しを主張するが，本件対象文書の法５条該当性を十分に検

討した結果，その一部が別紙２のとおり同条６号に該当することから当

該部分を不開示としたものであり，その他の部分については開示してい

る。 

（５）以上のことから，審査請求人の主張はいずれも理由がなく，原処分を

維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成３０年１２月２０日  諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 平成３１年１月２２日   審議 

   ④ 同月３０日        審査請求人から意見書を収受 

⑤ 令和元年１１月１日    委員の交代に伴う所要の手続の実施，

本件対象文書の見分及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，別紙１に掲げる３００文書である。 

審査請求人は，不開示部分の開示及び本件対象文書のＰＤＦ形式以外の

電磁的記録の特定を求めており，諮問庁は，本件対象文書の一部が法５条

６号に該当するとして不開示とした原処分について，同条１号の不開示理

由を追加した上で原処分を妥当であるとしていることから，以下，本件対

象文書の見分結果に基づき，本件対象文書の特定の妥当性及び不開示情報

該当性について検討する。 
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２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確 

認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

ア 本件請求文書は，「支援法に関して，その業務のために行政文書フ

ァイル等につづられた文書の全て（２０１５．７．３１－本本Ｂ５７

２で特定された後につづられたもの）。」である。 

イ 支援法は，いわゆる平和安全法制関連２法の一つであり，内閣官房，

内閣府，外務省及び防衛省等が協力して法案の策定作業を行った。 

ウ 本件対象文書のうち，文書１ないし文書９，文書２８ないし文書４

１，文書４５，文書５０ないし文書５５，文書６０ないし文書６２，

文書６４ないし文書６８，文書７０ないし文書７３及び文書７５ない

し文書３００については，いわゆるプレゼンテーションソフト又は文

書作成ソフトによるデータを保有しており，本件請求文書に該当する

文書としてこれらを特定している。 

エ 文書１０ないし文書２７，文書４２ないし文書４４，文書４６ない

し文書４９，文書５６ないし文書５９，文書６３，文書６９及び文書

７４については，紙媒体をスキャナで読み取ったＰＤＦ形式の電磁的

記録であり，それ以外の電磁的記録は保有していない。 

（２）文書１０ないし文書２７，文書４２ないし文書４４，文書４６ないし

文書４９，文書５６ないし文書５９，文書６３，文書６９及び文書７４

について，ＰＤＦ形式以外の電磁的記録を保有していない旨の諮問庁の

上記（１）エの説明は，これらの文書の態様に鑑みて，特段不自然，不

合理とはいえず，他に本件対象文書以外の電磁的記録の存在をうかがわ

せる事情も認められないことから，防衛省において，本件対象文書の外

に本件請求文書に該当する文書（電磁的記録）を保有しているとは認め

られない。 

３ 不開示情報該当性について 

別紙２に掲げる不開示部分には，政府関係者の自宅の電話番号，国の機

関の非公表の電話番号及び政府関係者の公用の携帯電話番号が記載されて

いる。 

（１）個人に関する情報について 

別紙２に掲げる不開示部分のうち，政府関係者の自宅の電話番号につ

いては，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特定の個人

を識別することができるものに該当し，同号ただし書イないしハに該当

する事情も認められず，さらに，個人識別部分に該当すると認められ，

法６条２項による部分開示の余地はないことから，法５条１号に該当し，

同条６号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）国の機関の非公表の電話番号等について 
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 別紙２に掲げる不開示部分のうち，国の機関の非公表の電話番号及び

政府関係者の公用の携帯電話番号については，これを公にすることによ

り，いたずらや偽計等に使用され，国の機関が必要とする際の緊急の連

絡や部外との連絡に支障を来すなど，国の機関の事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあると認められるので，法５条６号柱書きに該当し，

不開示とすることが妥当である。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

５ 付言 

本件は，審査請求から諮問までに約２年２か月が経過しており，「簡易

迅速な手続」による処理とはいい難く，審査請求の趣旨及び理由に照らし

ても，諮問を行うまでに長期間を要するものとは考え難い。 

諮問庁においては，今後，開示決定等に対する不服申立事件における処

理に当たって，迅速かつ的確な対応が望まれる。 

６ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条６号に該当するとして不開示とした決定について，

諮問庁が，不開示とされた部分は同条１号及び６号に該当することから不

開示とすべきとしていることについては，防衛省において，本件対象文書

の外に開示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められ

ないので，本件対象文書を特定したことは妥当であり，不開示とされた部

分は，同条１号及び６号柱書きに該当すると認められるので，不開示とし

たことは妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 佐藤郁美，委員 中川丈久 
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別紙１ 

 

文書１ 全世界の国民に平和的生存権を確認している憲法前文，その解釈上の

指針，また，憲法第９条というのはこの憲法の前文が具体化した規定で

あるというのが政府の見解である最高裁の判決の考え方にもかかわらず，

なぜ核兵器の輸送や提供が憲法における法理としてできることになって

いるのかについて 

文書２ 平成２７年８月１１日の大塚耕平議員の指摘事項について（我が国保

有を禁止し，または政策上提供しない武器・弾薬搭載している航空機へ

の給油） 

文書３ 平成２７年７月１０日の穀田恵二議員の指摘事項について 

文書４ 平和安全法制案について 平成２７年６月 海上幕僚監部防衛課 幹

部学校作戦法規研究室 

文書５ 平成２７年７月８日の原口一博議員の指摘事項について 

文書６ 平和安全法制の整備について 

文書７ 平和安全法制の整備について～参考資料～ 

文書８ 平和安全法制の整備及び日米ガイドラインの改定について 航空幕僚

監部防衛課 平成２７年５月 

文書９ イラク特措法に基づく民間企業による空輸の実績 

文書１０ 安保法案が憲法前文の平和主義に違反し違憲無効であることに関す

る質問主意書 

文書１１ 「「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所」と従来の「非

戦闘地域」の相違点に関する質問主意書 

文書１２ 防衛大臣による実施区域指定に関する質問主意書 

文書１３ 自衛隊の活動に伴うリスクに関する質問主意書 

文書１４ 自衛隊による核兵器の輸送と広島平和記念式典における非核三原則

への言及に関する質問主意書 

文書１５ 国際平和支援法案における「関係行政機関」の定義に関する質問主

意書 

文書１６ 改正後の重要影響事態安全確保法に防衛大臣の安全配慮義務規定が

設けられていないことに関する質問主意書 

文書１７ 安全保障関連法案と日本国憲法の恒久平和主義の基本原理に関する

質問主意書 

文書１８ 海上幕僚監部防衛課及び幹部学校作戦法規研究室作成の資料「平和

安全法制について」における「実際の運用を踏まえたイメージ」のリ

アリティに関する質問主意書 

文書１９ 海外における自衛隊の外国の軍隊等に対する後方支援実施による国

内でのテロ攻撃発生の危険性及び海外の日本人の危険性の増加に関す
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る質問主意書 

文書２０ 政府提出の安全保障関連法案と我が国の国際貢献の在り方に関する

質問主意書 

文書２１ 実施区域における自衛隊の部隊のより一層の安全確保に関する質問

主意書 

文書２２ 安全保障関連法案と日本国憲法の国民主権の基本原理に関する質問

主意書 

文書２３ 安全保障関連法案と日本国憲法の公務員の憲法尊重擁護義務及び立

憲主義に関する質問主意書 

文書２４ 我が国が武力攻撃を受けた場合に，攻撃を行った側の国への後方支

援活動による国内でのテロ攻撃発生の危険性及び海外の日本人の危険

性の増加に関する質問主意書 

文書２５ 徴兵制度の採用が完全には否定できないことに関する質問主意書 

文書２６ 政府提出の安全保障関連法案と日米安全保障条約の関係等に関する

質問主意書 

文書２７ 安全保障関連法案における国民の理解に関する質問主意書 

文書２８ 自衛隊部隊行動基準について 

文書２９ 部隊行動基準の作成等に関する訓令 

文書３０ 国際平和協力法に基づき自衛隊が実施した国際平和協力業務の実績 

文書３１ ご質問に対する回答ついて 

文書３２ 武器使用に関する規定 

文書３３ 武器使用に関する規定 

文書３４ 自衛隊法第五十七条のコンメンタール 

文書３５ 自衛隊の海外派遣に係る経費 

文書３６ 南スーダン国際平和協力業務に係る経費 

文書３７ 現在までの海外派遣の実績 

文書３８ 防衛省設置法４条１８号に基づく活動により，他国の領海に入った

実績について 

文書３９ 武器使用に関する規定 

文書４０ 外国における自衛官の武器使用規定 

文書４１ 自衛隊がイラク派遣において民間業者を利用した主な実績 

文書４２ 第１５期空輸計画部成果報告について（報告）（登録外報告） 

文書４３ 第１６期空輸計画部成果報告について（報告）（登録外報告） 

文書４４ イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画 

文書４５ 国際平和協力法に基づき自衛隊が実施した国際平和協力業務の実績 

文書４６ イラク復興支援活動行動史 第１編 

文書４７ イラク復興支援活動行動史 第２編 

文書４８ イラク復興支援活動行動史 第１編 
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文書４９ イラク復興支援活動行動史 第２編 

文書５０ イラク復興支援における自治体活用実績 

文書５１ 武器弾薬に係る民間航空機等を使用した際の契約書 

文書５２ イラクにおける民間の活用実績 

文書５３ Ｑ１１ ＣＴＦ１５０の活動はどんな目的としたものか。 

文書５４ 船舶検査を国際的な船舶検査活動も可能となる。 Ｑ２５ 何故か。 

文書５５ （３）８月３日の中谷防衛大臣答弁が，クラスター爆弾禁止条約に

違反しているのではないか，見解を示されたい。 

文書５６ 船舶検査活動法の改正 

文書５７ 船舶検査活動法について 

文書５８ 船舶検査活動法について 

文書５９ 平和安全法制整備法案および国際平和支援法 参考資料 平成２７

年７月 参院外交防衛委員会調査室 

文書６０ 問 船舶検査活動の実施には，必ず国会承認が求められるという理

解で良いか。また，重要影響事態に際して行われる船舶検査活動にお

いても，できるだけ事前の国会承認を求める努力をすべきと考えるが，

見解如何。 

文書６１ 問 今回の法改正において，船舶検査活動に際しての強制措置は盛

り込まないこととしたと承知しているが，強制措置を実施しないこと

で，オペレーションに参加している他国との連携に支障が生じること

はないのか。 

文書６２ 資料要求 

文書６３ 資料要求（別添） 

文書６４ 問 船舶検査活動における自衛隊員の安全を確保する仕組みについ

て問う。 

文書６５ 国会の再承認について，「１年ごと」ではなく，「２年ごと」とす

べき理由 

文書６６ 問 ＰＫＯ法や国際平和支援法について，国会の再承認を２年ごと

とした理由。 

文書６７ 問 ＰＫＯ法や国際平和支援法について，国会の再承認を９０日ご

ととした場合，どんな課題が生じるか。 

文書６８ 問 第６条第３項は国会の承認を得た日から２年を経過する日を超

えて対応措置を行うときは再度国会承認を得ることを求めているが，

これらの規定の趣旨如何。 

文書６９ イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画 

文書７０ ①イラク復興支援における国の自治体活用の実績について 

文書７１ ②イラク復興支援において，武器弾薬に係る民間航空機を使用した

際の契約書 
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文書７２ 国際平和協力法に基づき自衛隊が実施した国際平和協力業務の実績 

文書７３ イラクへ携行している武器 

文書７４ 提出資料について 

文書７５ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 井上 哲士 君 大臣 問２（５

） 

文書７６ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 井上 哲士 君 大臣 問２（２

） 

文書７７ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 井上 哲士 君 大臣 問２（４

） 

文書７８ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 小西 洋之 君 大臣 問２７ 

文書７９ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 小西 洋之 君 大臣 問２８ 

文書８０ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 山本 太郎 君 大臣 問１ 

文書８１ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 山本 太郎 君 外相 問１ 

文書８２ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 井上 哲士 君 外相 問１ 

文書８３ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 井上 哲士 君 大臣 問２（１

） 

文書８４ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 井上 哲士 君 大臣 問２（３

） 

文書８５ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 井上 哲士 君 大臣 問２（６

） 

文書８６ Ｈ２７．８．３ 参・平安特委 水野 賢一 君 大臣 問２ 

文書８７ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 櫻井 充 君 外相 問１ 

文書８８ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 櫻井 充 君 大臣 問３ 

文書８９ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 櫻井 充 君 総理 問４ 

文書９０ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 櫻井 充 君 大臣 問４ 

文書９１ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 櫻井 充 君 総理 問５ 

文書９２ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 櫻井 充 君 大臣 問６ 

文書９３ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 井上 義行 君 総理 問３ 

文書９４ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 井上 義行 君 大臣 問４ 

文書９５ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 総理 問２ 

文書９６ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 大臣 問２ 

文書９７ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 大臣 問３ 

文書９８ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 総理 問３ 

文書９９ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 総理 問４ 

文書１００ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 大臣 問４ 

文書１０１ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 大臣 問６ 

文書１０２ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 大臣 問７ 

文書１０３ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 大臣 問８（
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１） 

文書１０４ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 大臣 問８（

２） 

文書１０５ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 大臣 問８（

３） 

文書１０６ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 大臣 問８（

４） 

文書１０７ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 小川 勝也 君 大臣 問１１ 

文書１０８ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 小川 勝也 君 大臣 問１２ 

文書１０９ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 小川 勝也 君 総理 問８ 

文書１１０ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 福島 みずほ 君 総理 問２ 

文書１１１ Ｈ２７．８．４ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問２ 

文書１１２ Ｈ２７．８．５ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人 

問１（１）～（３） 

文書１１３ Ｈ２７．８．５ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問５ 

文書１１４ Ｈ２７．８．５ 参・平安特委 寺田 典城 君 大臣 問５ 

文書１１５ Ｈ２７．８．５ 参・平安特委 藤末 健三 君 大臣 問１２ 

文書１１６ Ｈ２７．８．５ 参・平安特委 藤末 健三 君 大臣 問１３ 

文書１１７ Ｈ２７．８．５ 参・平安特委 藤末 健三 君 大臣 問１４ 

文書１１８ Ｈ２７．８．５ 参・平安特委 藤末 健三 君 大臣 問１５ 

文書１１９ Ｈ２７．８．５ 参・平安特委 白 眞勲 君 大臣 問６ 

文書１２０ Ｈ２７．８．５ 参・平安特委 又市 征治 君 大臣 問２ 

文書１２１ Ｈ２７．８．５ 参・平安特委 又市 征治 君 大臣 問５ 

文書１２２ Ｈ２７．８．１０ 参・予算委 共通想定 大臣 想定１ 

文書１２３ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 想２

（１） 

文書１２４ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 想３

（１） 

文書１２５ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人 

想３（２） 

文書１２６ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人 

想３（３） 

文書１２７ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 大塚 耕平 君 官房長官 

問１０ 

文書１２８ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 大塚 耕平 君 大臣 問１

０ 

文書１２９ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 小池 晃 君 大臣 問５ 

文書１３０ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 小西 洋之 君 外相 想４
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（６） 

文書１３１ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 対外相共通想定 外相 想３ 

文書１３２ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問

２（１） 

文書１３３ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問

２（２） 

文書１３４ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 山本 太郎 君 外相 問１ 

文書１３５ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 山本 太郎 君 大臣 問１ 

文書１３６ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 山本 太郎 君 大臣 問２ 

文書１３７ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 山本 太郎 君 外相 問２ 

文書１３８ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 山本 太郎 君 大臣 問３ 

文書１３９ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問２

（１） 

文書１４０ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人 

問２（１） 

文書１４１ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問３

（１） 

文書１４２ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人 

問３（２） 

文書１４３ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人 

問３（３） 

文書１４４ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 柴田 巧 君 大臣 問３ 

文書１４５ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問

２（１） 

文書１４６ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問

２（２） 

文書１４７ Ｈ２７．８．１１ 参・平安特委 和田 政宗 君 大臣 問４ 

文書１４８ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問

３（１） 

文書１４９ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 荒井 広幸 君 外相 問３ 

文書１５０ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問３

（１） 

文書１５１ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人 

問３（２） 

文書１５２ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人 

問３（３） 

文書１５３ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 東 徹 君 大臣 問７（２

） 
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文書１５４ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 藤田 幸久 君 大臣 問１ 

文書１５５ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 藤田 幸久 君 大臣 問２ 

文書１５６ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問

３（１） 

文書１５７ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 福島みずほ 君 大臣 問２ 

文書１５８ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 福島みずほ 君 大臣 問３

（２） 

文書１５９ Ｈ２７．８．１９ 参・平安特委 和田 政宗 君 大臣 問４ 

文書１６０ Ｈ２７．８．２１ 参・平安特委 山本 太郎 君 総理 問２ 

文書１６１ Ｈ２７．８．２１ 参・平安特委 佐々木 さやか 君 総理 

問４ 

文書１６２ Ｈ２７．８．２１ 参・平安特委 佐々木 さやか 君 大臣 

問４ 

文書１６３ Ｈ２７．８．２１ 参・平安特委 水野 賢一 君 大臣 問２ 

文書１６４ Ｈ２７．８．２１ 参・平安特委 清水 貴之 君 大臣 問４ 

文書１６５ Ｈ２７．８．２４ 参・予算委 福島 みずほ 君 総理 想定

問４ 

文書１６６ Ｈ２７．８．２４ 参・平安特委 小川 敏夫 君 大臣 問６ 

文書１６７ Ｈ２７．８．２４ 参・平安特委 小川 敏夫 君 総理 問８ 

文書１６８ Ｈ２７．８．２４ 参・平安特委 福島 みずほ 君 総理 問

４ 

文書１６９ Ｈ２７．８．２４ 参・平安特委 福島 みずほ 君 総理 問

５ 

文書１７０ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 山本 一太 君 総理 問２ 

文書１７１ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 山本 一太 君 大臣 問２ 

文書１７２ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 山田 太郎 君 総理 問２ 

文書１７３ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 山田 太郎 君 大臣 問２ 

文書１７４ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 辰巳 孝太郎 君 大臣 問

１（１） 

文書１７５ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 辰巳 孝太郎 君 大臣 問

１（２） 

文書１７６ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 辰巳 孝太郎 君 大臣 問

２（１） 

文書１７７ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 辰巳 孝太郎 君 大臣 問

２（３） 

文書１７８ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 辰巳 孝太郎 君 大臣 問

２（４） 

文書１７９ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 辰巳 孝太郎 君 大臣 問
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４ 

文書１８０ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 福山 哲郎 君 大臣 問４ 

文書１８１ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 福山 哲郎 君 総理 問５ 

文書１８２ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 福山 哲郎 君 大臣 問５ 

文書１８３ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 福山 哲郎 君 大臣 問６ 

文書１８４ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 福山 哲郎 君 大臣 問７ 

文書１８５ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 福島 みずほ 君 総理 問

２ 

文書１８６ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問

２ 

文書１８７ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 福島 みずほ 君 総理 問

３ 

文書１８８ Ｈ２７．８．２５ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問

３ 

文書１８９ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 大塚 耕平 君 外相 問２ 

文書１９０ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 小野 次郎 君 大臣 問８ 

文書１９１ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 井上 義行 君 大臣 問３ 

文書１９２ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 吉田 忠智 君 大臣 問３ 

文書１９３ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人

問１４（１） 

文書１９４ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人

問１４（２） 

文書１９５ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 高橋 克法 君 政府参考人 

問３ 

文書１９６ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 高橋 克法 君 大臣 問４ 

文書１９７ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 高橋 克法 君 大臣 問５ 

文書１９８ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 杉 久武 君 大臣 問１ 

文書１９９ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 杉 久武 君 大臣 問２ 

文書２００ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 杉 久武 君 大臣 問３ 

文書２０１ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 杉 久武 君 大臣 問４ 

文書２０２ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 杉 久武 君 大臣 問５ 

文書２０３ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 杉 久武 君 大臣 問６ 

文書２０４ Ｈ２７．８．２６ 参・平安特委 杉 久武 君 大臣 問７ 

文書２０５ Ｈ２７．８．２７ 参・外防委 小野 次郎 君 大臣 問５ 

文書２０６ Ｈ２７．８．２７ 参・平安特委 山本 一太 君 大臣 問２ 

文書２０７ Ｈ２７．９．２ 参・平安特委 荒木 清寛 君 石川政務官 

問３ 

文書２０８ Ｈ２７．９．２ 参・平安特委 室井 邦彦 君 大臣 想定問
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４ 

文書２０９ Ｈ２７．９．２ 参・平安特委 室井 邦彦 君 大臣 問１ 

文書２１０ Ｈ２７．９．２ 参・平安特委 室井 邦彦 君 大臣 問２ 

文書２１１ Ｈ２７．９．２ 参・平安特委 室井 邦彦 君 大臣 問３ 

文書２１２ Ｈ２７．９．２ 参・平安特委 室井 邦彦 君 大臣 問５ 

文書２１３ Ｈ２７．９．２ 参・平安特委 白 眞勲 君 外相 想定問１ 

文書２１４ Ｈ２７．９．２ 参・平安特委 白 眞勲 君 大臣 想定問２ 

文書２１５ Ｈ２７．９．２ 参・平安特委 和田 政宗 君 大臣 問４ 

文書２１６ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 井上 哲士 君 大臣 問６（ 

     １） 

文書２１７ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 井上 哲士 君 政府参考人 

問６（２） 

文書２１８ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問２ 

文書２１９ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問３ 

文書２２０ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問４ 

文書２２１ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問５ 

文書２２２ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 山下 雄平 君 政府参考人 

問７ 

文書２２３ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 山田 太郎 君 大臣 問５ 

文書２２４ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 山田 太郎 君 大臣 問７ 

文書２２５ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 山田 太郎 君 大臣 問８ 

文書２２６ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 水野 賢一 君 大臣 想定問

２ 

文書２２７ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 川田 龍平 君 大臣 問３（ 

     ２） 

文書２２８ Ｈ２７．９．４ 参・平安特委 川田 龍平 君 大臣 問２（ 

     ２） 

文書２２９ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問１ 

文書２３０ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問２ 

文書２３１ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問５ 

文書２３２ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人 

問１ 

文書２３３ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 荒井 広幸 君 政府参考人 

問２ 

文書２３４ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 想定問

８ 

文書２３５ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 山田 太郎 君 大臣 問６ 

文書２３６ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 真山 勇一 君 大臣 問３ 
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文書２３７ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 真山 勇一 君 大臣 問４ 

文書２３８ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 藤末 健三 君 大臣 問４ 

文書２３９ Ｈ２７．９．９ 参・平安特委 藤末 健三 君 大臣 問５ 

文書２４０ Ｈ２７．９．１０ 参・外防委 井上 哲士 君 大臣 問３ 

文書２４１ Ｈ２７．９．１０ 参・内閣委 辰巳 孝太郎 君 副大臣 問

（１） 

文書２４２ Ｈ２７．９．１０ 参・内閣委 辰巳 孝太郎 君 副大臣 問

（２） 

文書２４３ Ｈ２７．９．１０ 参・内閣委 辰巳 孝太郎 君 副大臣 問

（３） 

文書２４４ Ｈ２７．９．１０ 参・内閣委 辰巳 孝太郎 君 副大臣 問

（４） 

文書２４５ Ｈ２７．９．１０ 参・内閣委 辰巳 孝太郎 君 副大臣 問

（５） 

文書２４６ Ｈ２７．９．１０ 参・内閣委 辰巳 孝太郎 君 副大臣 問

（６） 

文書２４７ Ｈ２７．９．１１ 参・平安特委 山田 太郎 君 総理 問３ 

文書２４８ Ｈ２７．９．１１ 参・平安特委 山田 太郎 君 大臣 問３ 

文書２４９ Ｈ２７．９．１１ 参・平安特委 谷合 正明 君 大臣 問２ 

文書２５０ Ｈ２７．９．１１ 参・平安特委 谷合 正明 君 総理 問２ 

文書２５１ Ｈ２７．９．１１ 参・平安特委 中西 健治 君 総理 問３ 

文書２５２ Ｈ２７．９．１１ 参・平安特委 福山 哲郎 君 大臣 想定

問１ 

文書２５３ Ｈ２７．９．１１ 参・平安特委 福山 哲郎 君 大臣 想定

問２ 

文書２５４ Ｈ２７．９．１１ 参・平安特委 福山 哲郎 君 大臣 問７ 

文書２５５ Ｈ２７．９．１１ 参・平安特委 福山 哲郎 君 総理 問８ 

文書２５６ Ｈ２７．９．１１ 参・平安特委 福山 哲郎 君 大臣 問８ 

文書２５７ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 片山 虎之助 君 大臣 問

７ 

文書２５８ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 片山 虎之助 君 総理 問

８ 

文書２５９ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 片山 虎之助 君 大臣 問

８ 

文書２６０ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 福島 みずほ 君 総理 問

６ 

文書２６１ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問

６ 
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文書２６２ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 福島 みずほ 君 大臣 問

９ 

文書２６３ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問１

０ 

文書２６４ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 佐藤 正久 君 大臣 問３ 

文書２６５ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 山口 那津男 君 総理 問

３ 

文書２６６ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 山田 太郎 君 大臣 問２ 

文書２６７ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 山本 太郎 君 大臣 問６ 

文書２６８ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 水野 賢一 君 大臣 想定

問１ 

文書２６９ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 水野 賢一 君 総理 想定

問１ 

文書２７０ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 水野 賢一 君 大臣 想定

問５ 

文書２７１ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 和田 政宗 君 大臣 問１ 

文書２７２ Ｈ２７．９．１４ 参・平安特委 和田 政宗 君 大臣 問２ 

文書２７３ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 君 総理 問２４ 

文書２７４ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 君 総理 問２６ 

文書２７５ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問２８ 

文書２７６ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問２９ 

文書２７７ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問３０ 

文書２７８ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問３１ 

文書２７９ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問３２ 

文書２８０ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問３５ 

文書２８１ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問３６ 

文書２８２ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問４２ 

文書２８３ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問４３ 

文書２８４ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問４４ 

文書２８５ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問４５ 

文書２８６ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問４６ 

文書２８７ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問４７ 

文書２８８ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 大臣 問４８ 

文書２８９ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 共通想定 君 大臣 問４９ 

文書２９０ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問２

（６） 

文書２９１ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問２

（７） 
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文書２９２ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問２

（８） 

文書２９３ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 荒井 広幸 君 総理 問４ 

文書２９４ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 荒井 広幸 君 大臣 問４ 

文書２９５ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 東 徹 君 総理 問２ 

文書２９６ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 東 徹 君 大臣 問２ 

文書２９７ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 東 徹 君 総理 問３ 

文書２９８ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 東 徹 君 大臣 問３ 

文書２９９ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 和田 政宗 君 総理 問３ 

文書３００ Ｈ２７．９．１６ 参・平安特委 和田 政宗 君 大臣 問３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

別紙２ 

 

不開示とした部分 不開示とした理由 

文書番号８９，９１，９３，９５，

９８，９９，１０９，１１０，１２

７，１６０，１６１，１６５，１６

７ないし１７０，１７２，１８１，

１８５，１８７，２４７，２５０，

２５１，２５５，２５８，２６０，

２６５，２６９，２７３，２７４，

２９３，２９５，２９７及び２９９

のそれぞれ一部 

職員の電話番号に関する情報であり，

公にすることにより，緊急用及び部内

外との連絡用の連絡先が明らかとな

り，いたずらや偽計等に使用されるこ

とにより，国の機関が必要とする際の

緊急の連絡や部内外との連絡に支障を

来すおそれがあることから，法５条６

号に該当するため不開示とした。 

 


