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諮問庁：外務大臣 

諮問日：平成２９年４月２５日（平成２９年（行情）諮問第１６０号） 

答申日：平成３０年１月１７日（平成２９年度（行情）答申第４１８号） 

事件名：安全保障法制整備に関する与党協議会に関して行政文書ファイル等に

つづられた文書の開示決定に関する件（文書の特定） 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「『安全保障法制整備に関する与党協議会』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（期間は開始から２０１５

年７月１日まで）。 ＊「行政機関の保有する情報の公開に関する法律施

行令」別表でいう「七 電磁的記録」があれば，それを希望。」（以下

「本件請求文書」という。）の開示請求に対し，別紙の２に掲げる４６文

書（以下「本件対象文書」という。）を特定した決定は，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５月２０日付け情報公開第

０１００２号により外務大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った開示決定（以下「原処分」という。）について，文書の特定に誤

りがある。 

２ 審査請求の理由 

他にも文書が存在するものと思われる。 

一例を挙げれば「安全保障法制整備に関する与党協議会」（以下「与党

協議会」という。）での政府説明資料が存在するはずであるが，特定され

た文書から抜け落ちているものがある。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

外務省は，審査請求人が平成２７年１０月５日付けで行った開示請求

「与党協議会に関して，その業務のために行政文書ファイル等に綴られた

文書の全て（期間は開始から２０１５年７月１日まで）。＊「行政機関の

保有する情報の公開に関する法律施行令」別表でいう「七 電磁的記録」

があれば，それを希望。」に対し，法１１条に基づき，決定期限の特例を

適用した後，相当の部分の開示決定として，別紙の１に掲げる５９件の対

象文書（以下「先行開示文書」という。）を特定し，その全てを開示する

決定を行い（平成２７年１２月７日付け情報公開第０２０７３号），最終
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決定として，さらに別紙の２に掲げる４６件の対象文書（本件対象文書）

を特定し，その全てを開示する原処分を行った（平成２８年５月２０日付

け情報公開第０１００２号）。 

これに対し，同請求人は，平成２８年５月２３日付けで，他にも文書が

あるとして追加開示を求める旨の審査請求を行った。 

２ 本件対象文書について 

本件審査請求の対象となる文書は，別紙の２に掲げる原処分に係る４６

文書である。 

３ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，原処分に対し，「一例を挙げれば与党協議会での政府説

明資料が存在するはずであるが，特定された文書から抜け落ちているもの

がある。」として，他にも文書が存在すると主張している。 

しかしながら，外務省は，請求内容を踏まえ，与党協議会における政府

説明資料を含め，請求内容に該当する行政文書を十分に検討の上，特定し

ており，文書の特定に漏れはなく，また，同協議会は平成２７年５月１４

日の会合を最後に，それ以降開催されておらず，同協議会に関して新たに

作成又は取得した文書は存在しておらず，審査請求人の主張には理由がな

い。 

４ 結論 

上記の論拠に基づき，外務省としては，原処分を維持することが妥当で

あると判断する。 

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２９年４月２５日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年１２月１９日    審議 

   ④ 平成３０年１月１５日  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，別紙の２に掲げる４６文書である。 

審査請求人は，他にも文書が存在するものと思われる旨主張し，諮問庁

は，本件対象文書を特定し全部開示とした原処分を妥当としていることか

ら，以下，本件対象文書の特定の妥当性について検討する。 

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 本件開示請求は，「与党協議会に関して，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（期間は開始から２０１５年７
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月１日まで）。 ＊『行政機関の保有する情報の公開に関する法律施

行令』別表でいう『七 電磁的記録』があれば，それを希望。」（本

件請求文書）の開示を求めるものである。 

イ 本件開示請求を受け，先行開示文書として，第１回ないし第１２回，

第１８回，第１９回及び第２４回与党協議会に係る資料を特定し，開

示した。その上で，先行開示文書に加え，原処分として，第１２回な

いし第２５回与党協議会に係る資料（本件対象文書）を特定し，開示

した。 

ウ 本件審査請求を受け，改めて担当課の書庫及び書架を探索したが，

先行開示文書及び本件対象文書以外に本件請求文書に該当する文書の

存在は確認できなかった。 

エ なお，審査請求人は，審査請求書において「一例を挙げれば与党協

議会での政府説明資料が存在するはずであるが，特定された文書から

抜け落ちているものがある。」と主張するが，上記イで特定した先行

開示文書及び本件対象文書は，議事次第等を除けばいずれも政府説明

資料である。また，平成２７年５月１４日の第２５回与党協議会を最

後に，与党協議会は開催されていないため，その後に新たに作成又は

取得した本件請求文書は存在せず，与党協議会に関して，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は，上記イのとおり，既

に特定されている。 

（２）諮問庁から先行開示文書及び本件対象文書の提示を受けて確認したと

ころ，その内容は上記（１）の諮問庁の説明のとおりであり，先行開示

文書及び本件対象文書以外に本件請求文書に該当する文書の存在は確認

できなかった旨の諮問庁の上記説明が不自然，不合理とはいえない。 

また，他に本件請求文書に該当する文書の存在をうかがわせる事情

も認められないことから，外務省において，先行開示文書及び本件対

象文書以外に本件請求文書に該当する文書を保有しているとは認めら

れない。 

４ 本件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

し開示した決定については，外務省において，先行開示文書及び本件対象

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ると判断した。 

（第２部会） 

委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙 

 

１ 先行開示文書 

文書 １   第１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 ２   第１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料１「安全

保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書のポイント 

文書 ３   第１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料２「安全

保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書（概要） 

文書 ４   第１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料３「安全

保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告書 

文書 ５   第１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料４ 平成

２６年５月１５日安倍内閣総理大臣記者会見（記録）＝法整備

関連部分の抜粋＝ 

文書 ６   第２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 ７   第２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料１ 事例

集 

文書 ８   第２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料２ 事例

集関連資料 

文書 ９   第３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 １０  第３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料１ 事例

集 

文書 １１  第３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料２ 事例

集関連資料 

文書 １２  第３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料３ 衆・

予算委集中審議（５／２８）における関連主要答弁 

文書 １３  第４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 １４  第４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料１ 御説

明資料 

文書 １５  第４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料２ 事例

集 

文書 １６  第５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 １７  第５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料１ 御説

明資料 

文書 １８  第５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料２ 捜索

救助活動についての政府の考え方 

文書 １９  第５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料３ 事例

８～１５と関連する過去の答弁 

文書 ２０  第５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料４ 事例
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集 

文書 ２１  第５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 各事態にお

ける米艦防護の在り方（公明党資料） 

文書 ２２  第６回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 ２３  第６回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料１ たた

き台 

文書 ２４  第６回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料２ Ｓ４

７政府見解 

文書 ２５  第６回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料３ 事例

８～１５と関連する過去の答弁 

文書 ２６  第６回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料４ 事例

集 

文書 ２７  第７回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 ２８  第７回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料１ 船舶

検査等に係る国際法上及び国内法上の考え方について 

文書 ２９  第７回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料２ いわ

ゆる「湾岸戦争」における機雷掃海に関する経緯について 

文書 ３０  第７回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料３ 機雷

掃海関連答弁 

文書 ３１  第７回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料４ 概要

（たたき台）＝目次＝ 

文書 ３２  第７回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料５ 御説

明資料 

文書 ３３  第７回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料６ たた

き台 

文書 ３４  第８回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 ３５  第８回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料１ 概要

（たたき台） 

文書 ３６  第８回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料２ 御説

明資料 

文書 ３７  第８回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料３ 機雷

掃海関連答 

文書 ３８  第８回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料４ 公明

党外交安全保障調査会・憲法調査会合同会議（６／１９）配付

資料 

文書 ３９  第９回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 ４０  第９回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料１ 座長

試案 
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文書 ４１  第９回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料２ 概要

（たたき台） 

文書 ４２  第１０回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 ４３  第１０回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 概要

（改訂版） 

文書 ４４  第１１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書 ４５  第１１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 閣議

決定案の概要 

文書 ４６  第１２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 国の

存立を全うし，国民を守るための切れ目のない安全保障法制の

整備について 

文書 ４７  第１８回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 安全

保障法制整備の具体的な方向性について 

文書 ４８  第１９回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 安保

法制の検討状況（平成２７年４月１４日） 

文書 ４９  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料「平和

安全法制」の概要 

文書 ５０  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 我が

国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法

等の一部を改正する法律案要綱 

文書 ５１  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 我が

国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法

等の一部を改正する法律 

文書 ５２  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 我が

国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法

等の一部を改正する法律案 新旧対照表 

文書 ５３  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 我が

国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法

等の一部を改正する法律案 参照条文 

文書 ５４  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 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案要綱 

文書 ５５  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 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 

文書 ５６  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 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案 参照条文 
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文書 ５７  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 我が

国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当しない航行を行

う外国軍艦への対処について 

文書 ５８  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 離島

等に対する武装集団による不法上陸等事案に対する政府の対処

について 

文書 ５９  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」資料 公海

上で我が国の民間船舶に対し侵害行為を行う外国船舶を自衛隊

の船舶等が認知した場合における当該侵害行為への対処につい

て 

 

２ 原処分で特定した本件対象文書 

文書 ６０  第１２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書 ６１  第１２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料１ 

安全保障法制整備に関する与党協議会の具体的な日程と議題

（案） 

文書 ６２  第１２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料２  

与党協議 

文書 ６３  第１２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料４ 

武力攻撃に至らない侵害への対処に関する取組の強化に資する

取組 

文書 ６４  第１２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料５ 

自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事してい

る米軍部隊の武器等の防護について 

文書 ６５  第１３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書 ６６  第１３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料１ 

閣議決定と国際的な平和協力活動の関係 

文書 ６７  第１３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料２  

我が国の平和・安全，国際社会の平和・安定のために活動する

他国軍隊への支援活動 

文書 ６８  第１３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料３  

国連ＰＫＯ等の国際的な平和協力活動 

文書 ６９  第１３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料４  

自衛隊法第９５条（武器等の防護のための武器の使用）及び新

設する権限に係る考え方について 

文書 ７０  第１３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料５  

米豪の協力関係 

文書 ７１  第１４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 
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文書 ７２  第１４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料１  

緊急時における在外邦人の保護 

文書 ７３  第１４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料２  

主要な緊急事態と邦人退避（退避手段別：近年の例） 

文書 ７４  第１４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料３  

各国の軍隊が領域国の同意を得た上で自国民等の陸上輸送・救

出を行った例 

文書 ７５  第１４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料４  

国際的な平和協力活動について 

文書 ７６  第１４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料５  

在外邦人救出に係る法整備について 

文書 ７７  第１４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料６  

他国軍隊への支援活動（自衛隊法の規定に基づく他国軍隊に対

する物品・役務の提供） 

文書 ７８  第１４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料７  

船舶検査活動法について 

文書 ７９  第１５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第，

与党協議会名簿 

文書 ８０  第１５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料１  

在外邦人救出に係る法整備について 

文書 ８１  第１５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料２  

他国軍隊への支援活動（自衛隊法の規定に基づく他国軍隊に対

する物品・役務の提供） 

文書 ８２  第１５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料３  

船舶検査活動法について 

文書 ８３  第１５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料４  

憲法９条の下で許容される自衛の措置（事態対処法制の改正の

方向性） 

文書 ８４  第１６回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書 ８５  第１６回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料 検 

討事項について 

文書 ８６  第１７回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書 ８７  第１８回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書 ８８  第１９回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書 ８９  第１９回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料２ 

「国会の関与については，対応措置の実施につき国会の事前承

認を基本とすること」に関する立法例 

文書 ９０  第２０回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 
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文書 ９１  第２０回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料１ 

安保法制の検討状況（４月１７日） 

文書 ９２  第２０回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料２  

安保法制の検討状況（４月１４日） 

文書 ９３  第２１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書 ９４  第２１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料１  

安保法制の検討状況（４月２１日） 

文書 ９５  第２１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料２  

国会承認の在り方（案） 

文書 ９６  第２１回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料３ 

「国会の関与については，対応措置の実施につき国会の事前承

認を基本とすること」に関する立法例 

文書 ９７  第２２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書 ９８  第２２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料１  

国会承認の在り方 

文書 ９９  第２２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料２  

与党協議会で示された「具体的な方向性」を踏まえた主要な事

項に関する条文化作業の状況について 

文書１００  第２２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料３  

国際平和支援法（基本計画の変更と国会承認） 

文書１０１  第２２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料４  

切れ目のない安全保障法制の整備により，新規制定・改正され

る法律 

文書１０２  第２３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書１０３  第２３回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料  

安保法制の検討状況（４月２７日） 

文書１０４  第２４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書１０５  第２５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

 


