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諮問庁：外務大臣 

諮問日：平成３０年４月６日（平成３０年（行情）諮問第１８２号） 

答申日：平成３０年７月１２日（平成３０年度（行情）答申第１７６号） 

事件名：「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」の担当部局が行政文書ファイルにつづっ

た文書の一部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 

「『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』の担当部局が行政文書ファイルにつづった文書

の全て。※『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１４７文書（以下

「本件対象文書」という。）を特定し，一部開示した決定については，本

件対象文書を特定したことは，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１６日付け情報公開第

０１０１７号により外務大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，文書の再特

定を求める。 

２ 審査請求の理由 

情報公開手続についての国の統一的指針である「情報公開事務処理の手

引」２２頁は，「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。」と定めている。 

そこで本件開示決定で特定されたのは「スキャナで読み取ってできた電

磁的記録」なので，「既に保有している電磁的記録」についても特定を求

めるものである。保存期限終了等の理由がない限り，文書は存在しなけれ

ばならない。そこで改めて文書の発見に努めるべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 
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１ 経緯 

当省は，平成２７年５月１８日付けで受理した審査請求人からの開示請

求「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」の担当部局が行政文書ファイルにつづった文書の

全て。＊『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，相当の部分の決

定として，５文書について開示とする決定を行い（平成２７年７月１７日

付け情報公開第０１１１１号。以下「先行開示決定」という。），最終決

定としてさらに１４７文書を特定し，２０文書を部分開示，１２７文書を

開示とする原処分を行った（平成２８年５月１６日付け情報公開第０１０

１７号）。 

これに対し，審査請求人は，平成２８年５月２３日付けで，「スキャナ

で読み取ってできた電磁的記録」に加え，「既に保有している電磁的記

録」の特定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，原処分にかかる別紙の１４７文書で

ある。 

３ 不開示とした部分について 

（１）文書７７，文書８０，文書８２，文書８３，文書８５，文書８８，文

書８９，文書１２６ないし文書１２８，文書１３２，文書１３３，文書

１３７，文書１３８，文書１４０，文書１４１，文書１４３及び文書１

４５ないし文書１４７には，当省の非公表の直通電話番号が記載されて

いる。当該情報を公にすることにより，事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあり，法５条６号に該当するところ，不開示とした。 

（２）文書７７，文書８０，文書８２，文書８３，文書８５，文書８８，文

書８９，文書１２６ないし文書１２８，文書１３２，文書１３３，文書

１３７，文書１３８，文書１４０，文書１４１，文書１４３，文書１４

５ないし文書１４７には，当省職員の自宅電話番号及び携帯電話番号に

関する情報が記載されている。当該情報は，公にすることにより，当該

個人の権利利益を害するおそれがあり，法５条１号に該当するところ，

不開示とした。 

４ 審査請求人の主張について 

（１）審査請求人は，「情報公開手続についての国の統一的方針である『情

報公開事務処理の手引』２２頁は，『行政文書を文書又は図面と電磁的

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ま交付する方法とがあることから，開示請求の手

続きの中で開示請求者にその旨を教示し，対象となる行政文書をあらか
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じめ請求者に特定して頂いておくことが必要である。』と定めており，

本件開示決定で特定されたのは『スキャナで読み取ってできた電磁的記

録』なので，『既に保有している電磁的記録』についても特定を求め

る」旨主張している。 

（２）当省は，本件開示請求を受け，対象文書を探索したところ，原処分に

おいて特定した１４７文書のうち，別紙の２の２に掲げる２９文書につ

いては，電磁的記録の形態で行政文書を保有していることが確認された

ため，電磁的記録として特定し，１１８文書については電磁的記録の保

有が確認されなかったため，紙媒体の形で特定を行った。 

（３）本件審査請求を受け，当省にて再度探索を行ったところ，原処分にお

いて紙媒体として特定した１１８文書のうち，別紙の３（２）に掲げる

１７文書については電磁的記録の保有を確認することができなかったが，

１０１文書については電磁的記録を発見するに至ったところ，当該１０

１文書については，電磁的記録の形態で保有されている文書として改め

て特定することとする。したがって，審査請求人の主張にはもはや理由

がない。 

５ 結論 

上記の論拠に基づき，当省としては，上記４（３）で述べた１０１文書

については電磁的記録の形態で保有されている文書として改めて特定し，

その余につい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３０年４月６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６月１９日     審議 

   ④ 同年７月１０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 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

先行開示決定により別紙の１に掲げる５文書（以下「先行開示文書」とい

う。）を開示し，原処分により別紙の２に掲げる１４７文書（本件対象文

書）の一部を開示する旨を決定した。 

審査請求人は，原処分で特定された電磁的記録は，開示を実施するため

に文書又は図画を「スキャナで読み取ってできた電磁的記録」であると主

張し，「既に保有している電磁的記録」についても改めて特定するよう求

めており，諮問庁は，別紙の３（１）に掲げる１０１文書について新たに

電磁的記録を特定し，別紙の３（２）に掲げるその余の１７文書について

は電磁的記録を保有していないとしていることから，以下，本件対象文書
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の電磁的記録の保有の有無について検討する。 

２ 本件対象文書の電磁的記録の保有の有無について 

（１）本件対象文書の電磁的記録の保有の有無について，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 原処分では別紙の２に掲げる１４７文書を特定したが，本件審査請

求を受けて，原処分で電磁的記録を特定しなかった別紙の２（２）に

掲げる１１８文書の電磁的記録について，改めて関係部局のパソコン

等を探索した。 

イ その結果，当該１１８文書のうち，別紙の３（１）に掲げる１０１

文書の電磁的記録を新たに特定した。これら１０１文書と，原処分で

電磁的記録を特定した，別紙の２（１）に掲げる２９文書は，いずれ

も，審査請求人が主張するような開示を実施するために「スキャナで

読み取ってできた電磁的記録」ではなく，開示請求時点の段階で保有

していた電磁的記録である。 

ウ 一方，別紙の３（２）に掲げる１７文書については，このうち①

「『安全保障法整備に関する与党協議会』議事次第」（文書６，文書

１２，文書１８，文書２６，文書３１，文書３３，文書３４，文書３

６，文書３９，文書４２，文書４６，文書５１，文書５３及び文書５

４）及び②同協議会の資料（文書４５及び文書４７）は，同協議会の

席上で配付された紙媒体を取得したものであり，その余の③質問主意

書（文書１５１）は，完成版を紙媒体で取得したものであって，いず

れも電磁的記録は保有していない。なお，本件審査請求を受けて，改

めて関係部局のパソコン等を探索したが，いずれの文書についても電

磁的記録の存在を確認することができなかった。 

（２）本件対象文書のうち，原処分及び上記第３の４（３）で特定した電磁

的記録は，いずれも開示請求時点で保有していた電磁的記録を特定した

ものであり，その余の１７文書については，紙媒体しか保有しておら

ず，電磁的記録は保有していない旨の上記（１）の諮問庁の説明は不自

然，不合理とはいえず，他に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，外務省において，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（電磁的記録）を保有しているとは認めらな

い。 

３ 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。 

４ 付言 

本件は，審査請求から諮問までに約１年１０か月が経過しており，「簡
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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。 

５ 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，一部開示した決定については，外務省において，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 先行開示決定で特定した文書（先行開示文書） 

文書１   「平和安全法制」の概要 

文書２   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３   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４   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５   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 

 

２ 原処分で特定した文書（本件対象文書） 

（１）電磁的記録を特定した２９文書 

文書９   第１２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料３ 

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（平成２６年７月１日閣議決定） 

文書１０  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１１  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１３  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１４  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１５  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１６  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１７  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１９  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 
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文書２０  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２１  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２２  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２３  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２４  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２５  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２７  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整備について 

文書２８  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２９  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３０  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３２  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３７  第１９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 

文書４０  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４１  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４３  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４８  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４９  第２２回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 資料３ 
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国際平和支援法（基本計画の変更と国会承認） 

文書５０  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５２  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１５２ 想定問答集 

（２）電磁的記録を特定しなかった１１８文書 

文書６   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７   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８   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１２  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１８  第１４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書２６  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３１  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３３  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３４  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３５  第１８回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 安全保障

法制整備の具体的な方向性について 

文書３６  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３８  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３９  第２０回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書４２  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４４  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４５  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４６  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４７  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５１  第２３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５３  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５４  第２５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書５５  対外相国会答弁（２０１４．１０．３）衆・予算委 前原誠司

君（民主） 

文書５６  対外相国会答弁（２０１４．１０．３）衆・予算委 辻元清美

君（民主） 

文書５７  対外相国会答弁（２０１４．１０．７）参・予算委 福山哲郎

君（民主） 

文書５８  対外相国会答弁（２０１４．１０．１４）衆・安保委 三谷英

弘君（みんな） 

文書５９  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１０．１５）衆・外

務委 笠井亮君（共産） 

文書６０  対外相国会答弁（２０１４．１０．１５）衆・外務委 長島昭

久君（民主） 

文書６１  対外相国会答弁（２０１４．１０．１５）衆・外務委 岡本三

成君（公明） 

文書６２  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１０．１６）参・外

防委 小西洋之君（民主） 

文書６３  対外相国会答弁（２０１４．１０．１７）衆・安保委 三谷 

英弘君（みんな） 

文書６４  対外相国会答弁（２０１４．１０．２１）参・外防委 井上哲

士君（共産） 

文書６５  対外相国会答弁（２０１４．１０．２１）参・外防委 大野元

裕君（民主） 

文書６６  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１０．２１）参・外

防委 田中茂君（みんな） 

文書６７  対政府参考人（２０１４．１０．２４）衆・内閣委 松田学君

（次世代） 

文書６８  国会答弁（２０１４．１０．２８）参・外防委 井上哲士君

（共産） 

文書６９  国会答弁（２０１４．１０．２８）参・外防委 田中茂君（み

んな） 

文書７０  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１０．３１）衆・安

保委 三谷英弘君（みんな） 

文書７１  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１１．６）参・外防

委 小西洋之君（民主） 

文書７２  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１１．６）参・外交

防衛委 小野次郎君（維新） 
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文書７３  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１１．１２）衆・外

務委 岡本三成君（公明） 

文書７４  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１１．１３）参・外

防委 小野次郎君（維新） 

文書７５  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１１．１８）参・外

防委 小西洋之君（民主） 

文書７６  対外相国会答弁（２０１５．１．２９）衆・予算委 稲田朋美

君（自民） 

文書７７  対総理国会答弁（２０１５．１．２９）衆・予算委 稲田朋美

君（自民） 

文書７８  対外相国会答弁（２０１５．２．２）参・予算委 佐藤正久君

（自民） 

文書７９  対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．２．２）参・予算委 

那谷屋正義君（民主） 

文書８０  対総理国会答弁（２０１５．２．２）参・予算委 那谷屋正義

君(民主） 

文書８１  対外相国会答弁（２０１５．２．５）参・予算委 福山哲郎

（民主） 

文書８２  対総理国会答弁（２０１５．２．１６）衆・本会議 岡田克也

君（民主） 

文書８３  対総理国会答弁（２０１５．２．１８）参・本会議 浜野喜史

君（民主） 

文書８４  対外相国会答弁（２０１５．２．１９）衆・予算委 岡田克也

君（民主） 

文書８５  対総理国会答弁（２０１５．２．１９）衆・予算委 岡田克也

君（民主） 

文書８６  対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．３．３）衆・予算委 

長島昭久君（民主） 

文書８７  対外相国会答弁（２０１５．３．５）衆・予算委 緒方林太郎

君（民主） 

文書８８  対総理国会答弁（２０１５．３．１７）参・予算委 福島みず

ほ（社民） 

文書８９  対総理国会答弁（２０１５．３．２０）参・予算委 水野賢一

君（無ク） 

文書９０  対外相国会答弁（２０１５．３．２０）参・予算委 荒井広幸

君（改革） 

文書９１  対政府参考人国会答弁（２０１５．３．２３）参・予算委 大

野元裕君（民主） 
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文書９２  対外相国会答弁（２０１５．３．２４）参・外防委 小西洋之

君（民主） 

文書９３  対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．３．２４）参・外交

防衛委 小野次郎君（維新） 

文書９４  対政府参考人国会答弁（２０１５．３．２４）参・外務防衛委 

大野元裕君（民主） 

文書９５  対外相国会答弁（２０１５．３．２５）参・外防委 小西洋之

君（民主） 

文書９６  対外相国会答弁（２０１５．３．２５）衆・外務委 三ッ屋憲

生君（自民） 

文書９７  対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．３．２５）衆・外務

委 緒方林太郎君（民主） 

文書９８  対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．３．２６）参・外交

防衛委 井上哲士君（共産） 

文書９９  対外相・政務官・政府参考人国会答弁（２０１５．３．２７）

衆・外務委 青柳陽一郎君（維新） 

文書１００ 対外相国会答弁（２０１５．４．１）衆・外務委 穀田恵二君

（共産） 

文書１０１ 対外相国会答弁（２０１５．４．１）衆・外務委 長島昭久君

（民主） 

文書１０２ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．４．２）参・外交防

衛委 小野次郎君（維新） 

文書１０３ 対外相国会答弁（２０１５．４．２）参・外防委 小西洋之君

（民主） 

文書１０４ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．４．７）参・外交防

衛委 小野次郎君（維新） 

文書１０５ 対外相国会答弁（２０１５．４．７）参・外防委 小西洋之君

（民主） 

文書１０６ 対外相国会答弁（２０１５．４．１７）衆・安保委 小川淳也

君（民主） 

文書１０７ 対外相国会答弁（２０１５．４．１７）衆・安保委 大串博志

君（民主） 

文書１０８ 対外相・政務官・政府参考人国会答弁（２０１５．４．１７）

衆・外務委 青柳陽一郎君（維新） 

文書１０９ 対外相国会答弁（２０１５．４．２０）参・決算委 小野次郎

君（維新） 

文書１１０ 対外相国会答弁（２０１５．４．２０）参・外防委 小西洋之

君（民主） 
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文書１１１ 対政府参考人国会答弁（２０１５．４．２０）参・決算委 吉

田忠智君（社民） 

文書１１２ 対外相国会答弁（２０１５．４．２１）参・外交防衛委 小野

次郎君（維新） 

文書１１３ 対外相国会答弁（２０１５．４．２３）参・外交防衛委 小野

次郎君（維新） 

文書１１４ 対外相国会答弁（２０１５．４．２３）参・外交防衛委 小西

洋之君（民主） 

文書１１５ 対外相国会答弁（２０１５．４．２４）衆・外務委 寺田学君

（民主） 

文書１１６ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．７）参・外防委 

小野次郎君（維新） 

文書１１７ 対外相・政務官・政府参考人国会答弁（２０１５．５．８）

衆・外務委 木内 孝胤君（維新） 

文書１１８ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１２）参・外防

委 小野次郎君（維新） 

文書１１９ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１２）参・外防

委 小西洋之君（民主） 

文書１２０ 対外相国会答弁（２０１５．５．１２）参・外交防衛委 佐藤

正久君（自民） 

文書１２１ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１２）参・外防

委 和田政宗君（次世代） 

文書１２２ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１２）参・外防

委 藤田幸久君（民主） 

文書１２３ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１４）参・外防

委 大野元裕君（民主） 

文書１２４ 対外相・副大臣・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１５）

衆・外務委 玉城デニー君（生活） 

文書１２５ 対外相・副大臣・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１５）

衆・外務委 青柳陽一郎君（維新） 

文書１２６ 対総理国会答弁（２０１５．５．１５）衆・本会議 岡本三成

君（公明） 

文書１２７ 対総理国会答弁（２０１５．５．１５）衆・本会議 近藤昭一

君（民主） 

文書１２８ 対総理国会答弁（２０１５．５．１８）参・本会議 井上哲士

君（共産） 

文書１２９ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 高村正彦

君（自民） 
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文書１３０ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 松野頼久

君（維結） 

文書１３１ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 今井雅人

君（維結） 

文書１３２ 対総理国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 高村正彦

君（自民） 

文書１３３ 対総理国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 北側一雄

君（公明） 

文書１３４ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 北側一雄

君（公明） 

文書１３５ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 桜内文城

君（次世代） 

文書１３６ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 海江田万

里君（民主） 

文書１３７ 対総理国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 桜内文城

君（次世代） 

文書１３８ 対総理国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 海江田万

里君（民主） 

文書１３９ 対外相国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 佐藤正久

君（自民） 

文書１４０ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 佐藤正久

君（自民） 

文書１４１ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）衆・予算委 島尻安伊

子君（自民） 

文書１４２ 対外相国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 大塚耕平

君（民主） 

文書１４３ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 大塚耕平

君（民主） 

文書１４４ 対外相国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 西田実仁

君（公明） 

文書１４５ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 西田実仁

君（公明） 

文書１４６ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 小池晃君

（共産） 

文書１４７ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 荒井広幸

君 

文書１４８ 対外相国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 荒井広幸

君（改革） 
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文書１４９ 対外相国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 福山哲朗

君（民主） 

文書１５０ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．７．１５）参・予算

委 中西健治君（みんな） 

文書１５１ 質問主意書 内閣参質１８７第３５号 

 

３ 理由説明書における文書（電磁的記録）の再特定 

（１）新たに電磁的記録を特定した１０１文書 

文書７   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８   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３５  第１８回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 安全保障

法制整備の具体的な方向性について 

文書３８  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４４  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５５  対外相国会答弁（２０１４．１０．３）衆・予算委 前原誠司

君（民主） 

文書５６  対外相国会答弁（２０１４．１０．３）衆・予算委 辻元清美

君（民主） 

文書５７  対外相国会答弁（２０１４．１０．７）参・予算委 福山哲郎

君（民主） 

文書５８  対外相国会答弁（２０１４．１０．１４）衆・安保委 三谷英

弘君（みんな） 

文書５９  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１０．１５）衆・外

務委 笠井亮君（共産） 

文書６０  対外相国会答弁（２０１４．１０．１５）衆・外務委 長島昭

久君（民主） 

文書６１  対外相国会答弁（２０１４．１０．１５）衆・外務委 岡本三

成君（公明） 

文書６２  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１０．１６）参・外

防委 小西洋之君（民主） 

文書６３  対外相国会答弁（２０１４．１０．１７）衆・安保委 三谷 

英弘君（みんな） 
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文書６４  対外相国会答弁（２０１４．１０．２１）参・外防委 井上哲

士君（共産） 

文書６５  対外相国会答弁（２０１４．１０．２１）参・外防委 大野元

裕君（民主） 

文書６６  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１０．２１）参・外

防委 田中茂君（みんな） 

文書６７  対政府参考人（２０１４．１０．２４）衆・内閣委 松田学君

（次世代） 

文書６８  国会答弁（２０１４．１０．２８）参・外防委 井上哲士君

（共産） 

文書６９  国会答弁（２０１４．１０．２８）参・外防委 田中茂君（み

んな） 

文書７０  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１０．３１）衆・安

保委 三谷英弘君（みんな） 

文書７１  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１１．６）参・外防

委 小西洋之君（民主） 

文書７２  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１１．６）参・外交

防衛委 小野次郎君（維新） 

文書７３  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１１．１２）衆・外

務委 岡本三成君（公明） 

文書７４  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１１．１３）参・外

防委 小野次郎君（維新） 

文書７５  対外相・政府参考人国会答弁（２０１４．１１．１８）参・外

防委 小西洋之君（民主） 

文書７６  対外相国会答弁（２０１５．１．２９）衆・予算委 稲田朋美

君（自民） 

文書７７  対総理国会答弁（２０１５．１．２９）衆・予算委 稲田朋美

君（自民） 

文書７８  対外相国会答弁（２０１５．２．２）参・予算委 佐藤正久君

（自民） 

文書７９  対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．２．２）参・予算委 

那谷屋正義君（民主） 

文書８０  対総理国会答弁（２０１５．２．２）参・予算委 那谷屋正義

君(民主） 

文書８１  対外相国会答弁（２０１５．２．５）参・予算委 福山哲郎

（民主） 

文書８２  対総理国会答弁（２０１５．２．１６）衆・本会議 岡田克也

君（民主） 
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文書８３  対総理国会答弁（２０１５．２．１８）参・本会議 浜野喜史

君（民主） 

文書８４  対外相国会答弁（２０１５．２．１９）衆・予算委 岡田克也

君（民主） 

文書８５  対総理国会答弁（２０１５．２．１９）衆・予算委 岡田克也

君（民主） 

文書８６  対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．３．３）衆・予算委 

長島昭久君（民主） 

文書８７  対外相国会答弁（２０１５．３．５）衆・予算委 緒方林太郎

君（民主） 

文書８８  対総理国会答弁（２０１５．３．１７）参・予算委 福島みず

ほ（社民） 

文書８９  対総理国会答弁（２０１５．３．２０）参・予算委 水野賢一

君（無ク） 

文書９０  対外相国会答弁（２０１５．３．２０）参・予算委 荒井広幸

君（改革） 

文書９１  対政府参考人国会答弁（２０１５．３．２３）参・予算委 大

野元裕君（民主） 

文書９２  対外相国会答弁（２０１５．３．２４）参・外防委 小西洋之

君（民主） 

文書９３  対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．３．２４）参・外交

防衛委 小野次郎君（維新） 

文書９４  対政府参考人国会答弁（２０１５．３．２４）参・外務防衛委 

大野元裕君（民主） 

文書９５  対外相国会答弁（２０１５．３．２５）参・外防委 小西洋之

君（民主） 

文書９６  対外相国会答弁（２０１５．３．２５）衆・外務委 三ッ屋憲

生君（自民） 

文書９７  対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．３．２５）衆・外務

委 緒方林太郎君（民主） 

文書９８  対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．３．２６）参・外交

防衛委 井上哲士君（共産） 

文書９９  対外相・政務官・政府参考人国会答弁（２０１５．３．２７）

衆・外務委 青柳陽一郎君（維新） 

文書１００ 対外相国会答弁（２０１５．４．１）衆・外務委 穀田恵二君

（共産） 

文書１０１ 対外相国会答弁（２０１５．４．１）衆・外務委 長島昭久君

（民主） 



 

 17 

文書１０２ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．４．２）参・外交防

衛委 小野次郎君（維新） 

文書１０３ 対外相国会答弁（２０１５．４．２）参・外防委 小西洋之君

（民主） 

文書１０４ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．４．７）参・外交防

衛委 小野次郎君（維新） 

文書１０５ 対外相国会答弁（２０１５．４．７）参・外防委 小西洋之君

（民主） 

文書１０６ 対外相国会答弁（２０１５．４．１７）衆・安保委 小川淳也

君（民主） 

文書１０７ 対外相国会答弁（２０１５．４．１７）衆・安保委 大串博志

君（民主） 

文書１０８ 対外相・政務官・政府参考人国会答弁（２０１５．４．１７）

衆・外務委 青柳陽一郎君（維新） 

文書１０９ 対外相国会答弁（２０１５．４．２０）参・決算委 小野次郎

君（維新） 

文書１１０ 対外相国会答弁（２０１５．４．２０）参・外防委 小西洋之

君（民主） 

文書１１１ 対政府参考人国会答弁（２０１５．４．２０）参・決算委 吉

田忠智君（社民） 

文書１１２ 対外相国会答弁（２０１５．４．２１）参・外交防衛委 小野

次郎君（維新） 

文書１１３ 対外相国会答弁（２０１５．４．２３）参・外交防衛委 小野

次郎君（維新） 

文書１１４ 対外相国会答弁（２０１５．４．２３）参・外交防衛委 小西

洋之君（民主） 

文書１１５ 対外相国会答弁（２０１５．４．２４）衆・外務委 寺田学君

（民主） 

文書１１６ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．７）参・外防委 

小野次郎君（維新） 

文書１１７ 対外相・政務官・政府参考人国会答弁（２０１５．５．８）

衆・外務委 木内 孝胤君（維新） 

文書１１８ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１２）参・外防

委 小野次郎君（維新） 

文書１１９ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１２）参・外防

委 小西洋之君（民主） 

文書１２０ 対外相国会答弁（２０１５．５．１２）参・外交防衛委 佐藤

正久君（自民） 
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文書１２１ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１２）参・外防

委 和田政宗君（次世代） 

文書１２２ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１２）参・外防

委 藤田幸久君（民主） 

文書１２３ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１４）参・外防

委 大野元裕君（民主） 

文書１２４ 対外相・副大臣・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１５）

衆・外務委 玉城デニー君（生活） 

文書１２５ 対外相・副大臣・政府参考人国会答弁（２０１５．５．１５）

衆・外務委 青柳陽一郎君（維新） 

文書１２６ 対総理国会答弁（２０１５．５．１５）衆・本会議 岡本三成

君（公明） 

文書１２７ 対総理国会答弁（２０１５．５．１５）衆・本会議 近藤昭一

君（民主） 

文書１２８ 対総理国会答弁（２０１５．５．１８）参・本会議 井上哲士

君（共産） 

文書１２９ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 高村正彦

君（自民） 

文書１３０ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 松野頼久

君（維結） 

文書１３１ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 今井雅人

君（維結） 

文書１３２ 対総理国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 高村正彦

君（自民） 

文書１３３ 対総理国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 北側一雄

君（公明） 

文書１３４ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 北側一雄

君（公明） 

文書１３５ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 桜内文城

君（次世代） 

文書１３６ 対外相国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 海江田万

里君（民主） 

文書１３７ 対総理国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 桜内文城

君（次世代） 

文書１３８ 対総理国会答弁（２０１５．７．１４）衆・予算委 海江田万

里君（民主） 

文書１３９ 対外相国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 佐藤正久

君（自民） 
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文書１４０ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 佐藤正久

君（自民） 

文書１４１ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）衆・予算委 島尻安伊

子君（自民） 

文書１４２ 対外相国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 大塚耕平

君（民主） 

文書１４３ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 大塚耕平

君（民主） 

文書１４４ 対外相国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 西田実仁

君（公明） 

文書１４５ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 西田実仁

君（公明） 

文書１４６ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 小池晃君

（共産） 

文書１４７ 対総理国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 荒井広幸

君 

文書１４８ 対外相国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 荒井広幸

君（改革） 

文書１４９ 対外相国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算委 福山哲朗

君（民主） 

文書１５０ 対外相・政府参考人国会答弁（２０１５．７．１５）参・予算

委 中西健治君（みんな） 

（２）電磁的記録を特定しなかった１７文書 

文書６   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１２  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１８  第１４回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書２６  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３１  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３３  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３４  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３６  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３９  第２０回「安全保障法制整備に関する与党協議会」 議事次第 

文書４２  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４５  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４６  第２２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４７  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５１  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５３  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５４  第２５回「安全保障法制整備に関する与党協議会」議事次第 

文書１５１ 質問主意書 内閣参質１８７第３５号 


