
秘密保護法法令協議　情報公開まとめ(2015/3/1９現在）

法令協議 閣議決定前 決定書 内容 閣議決定後 決定書 内容

H23年８月 一部開示 http://www.jkcc.gr.jp/data/H23-8.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H23-
8-3.pdf

H23年９月 一部開示 http://www.jkcc.gr.jp/data/H23-9.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H23-
9-3.pdf

H23年１０月 一部開示 http://www.jkcc.gr.jp/data/H23-10.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H23-
10-3.pdf

H23年１１月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H23-11.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H23-
11-5.pdf

H23年１２月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H23-12.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H23-
12-3.pdf

H24年１月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H24-1.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
1-3.pdf

H24年２月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H24-2.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
2-3.pdf

H24年３月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H24-3.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
3-3.pdf

一部開示(3/27-) http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-3-27.pdf 一部開示(3/30)
http://www.ombuds
man.jp/data/14042
2.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H240
330.pdf

H24年４月 一部開示 http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-4.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
4-1.pdf

H24年５月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H24-5.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
5-1.pdf

H24年６月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H24-6.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
6-1.pdf

H24年７月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H24-7.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
7-1.pdf

H24年８月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H24-8.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
8-1.pdf

H24年９月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H24-9.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
9-1.pdf
htt // b d j /d t /H24

一部開示(開示部
分赤枠）

http://www.jkcc.gr.jp/data/kanbo120528.pdf

http://www.jkcc.gr.jp/data/120927.pdf

http://www.jkcc.gr.jp/data/121214kanbo.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/130717.pdf

http://www.ombuds
man.jp/data/14012

0.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14022

6.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14053

0.pdf

http://www.ombuds
man.jp/data/14102

7.pdf
一部開示（残り）

H24年１０月 一部開示 http://www.ombudsman.jp/data/H24-10.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
10-1.pdf

H24年１１月 一部開示（11/15） http://www.jkcc.gr.jp/data/131007.pdf http://www.jkcc.gr.jp/data/H24-11.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
11-1.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H241
116-.pdf

H24年１２月
http://www.ombudsman.jp/data/H24-
12.pdf

H25年１月
http://www.ombudsman.jp/data/H25-
1.pdf

H25年２月
http://www.ombudsman.jp/data/H25-
2.pdf

H25年３月
http://www.ombudsman.jp/data/H25-
3.pdf

H25年４月
http://www.ombudsman.jp/data/H25-
4.pdf

H25年５月
http://www.ombudsman.jp/data/H25-
5.pdf

H25年６月
http://www.ombudsman.jp/data/H25-
6.pdf

H25年７月
http://www.ombudsman.jp/data/H25-
7.pdf

H25年８月
全部開示(8/1)
一部開示（8/2-）

http://www.jkcc.gr.j
p/data/131118.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14031
8.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H25-
8.pdf

一部開示
http://www.ombuds
man.jp/data/14050

7.pdf



法令協議 閣議決定前 決定書 内容 閣議決定後 決定書 内容

H25年９月
全部開示(9/2)
一部開示（9/3-）

http://www.ombuds
man.jp/data/13121
0.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14041
1.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H25-
9.pdf

H25年１０月
全部開示(10/2)
一部開示(10/3-)

http://www.ombuds
man.jp/data/13122
7.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14030
4.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H25-
10.pdf

H25年１１月 一部開示

http://www.ombuds
man.jp/data/14013
1-2.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14022
8.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H25-
11.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H25-
11-1.pdf

H25年１２月
一部開示(12/3)
一部開示（12/16-
）

http://www.ombuds
man.jp/data/14030
7.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14070
7.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H25-
12.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H25-
12-2.pdf

H26年１月
一部開示(1/31）
全部開示

http://www.ombuds
man.jp/data/14041
4.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14091
0.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H26-
1-31.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H26-
1.pdf

H26年２月
一部開示（2/14）
不存在（残り）

http://www.ombuds
man.jp/data/14050
2.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/15010

http://www.ombudsman.jp/data/H260
214.pdf

5.pdf

H26年３月
一部開示（3/4）
一部開示（3/5-）

http://www.ombuds
man.jp/data/14062
0.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/15021
6.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H26-
3.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H26-
3-1.pdf

H26年４月
一部開示（4/1）
一部開示（4/2-）

http://www.ombuds
man.jp/data/14070
1-2.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/15030
2.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H26-
4.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/H26-
4-1.pdf

H26年５月 一部開示（5/1）
http://www.ombuds
man.jp/data/14080
1.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H26-
5.pdf

15/4/3までに
残り決定

H26年６月 一部開示（6/9）
http://www.ombuds
man.jp/data/14090
8.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H26-
6-9.pdf

15/5/8までに
残り決定

H26年７月 一部開示（7/1）
http://www.ombuds
man.jp/data/14100
3.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H26-
7-1.pdf

15/6/3までに
残り決定

H26年８月 一部開示（8/7）
http://www.ombuds
man.jp/data/14111
1-1.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H26-
8.pdf

15/8/11まで
に残り決定

H26年９月 一部開示（9/1）
http://www.ombuds
man.jp/data/14120
5.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H26-
9.pdf

15/9/4までに
残り決定



法令協議 閣議決定前 決定書 内容 閣議決定後 決定書 内容

H26年１０月 一部開示（10/17）
http://www.ombuds
man.jp/data/15010
6.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H26-
10.pdf

15/10/6まで
に残り決定

H26年１１月 15/4/13まで延長
残りは
16/1/13

H26年１２月 全部開示（12/26）
http://www.ombuds
man.jp/data/15030
9.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H26-
12-26.pdf

残りは
15/12/8まで
に決定

H27年１月 全部開示
http://www.ombuds
man.jp/data/15031
2.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H27-
1.pdf

論点ペーパー集（概要審査） 全部開示
http://www.ombudsman.jp/data/paper
gaiyo.pdf

論点ペーパー集（条文審査） 全部開示
http://www.ombudsman.jp/data/paper
jobun.pdf

主要論点集 全部開示
http://www.ombudsman.jp/data/shuy
oronten.pdf

H25.10.21省庁交渉資料 全部開示
http://www.ombudsman.jp/data/H251
021.pdf

H25.10.24省庁交渉資料 全部開示
http://www.ombudsman.jp/data/H251
024.pdf

H25.10.30省庁交渉資料 全部開示
http://www.ombudsman.jp/data/H251
030.pdf

http://www.ombuds
man.jp/data/14013
1-3.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/1310
23.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/1310
23-1.pdf

http://www.ombuds
man.jp/data/13122

4.pdf

http://www.ombuds
man.jp/data/13120

5.pdf

議員への説明、趣旨説明、想定問答、
答弁書 国会審議録内閣意見案 内

一部開示

http://www.ombuds
man.jp/data/14120
3.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/1412
03-1.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/1412
03-2.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/1412
03-3.pdf

逐条解説 H24.11.19づけ 
福島みずほ議員
に情報提供

http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/
chikujo.pdf

答弁書、国会審議録内閣意見案　内
閣意見案の閣議請議書



法令協議 閣議決定前 決定書 内容 閣議決定後 決定書 内容

国会関係（Ｈ１８－２４）
全部開示
一部開示

http://www.ombuds
man.jp/data/14013
1.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14022
6-1.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14040
2.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14060
2.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/14082
9.pdf
http://www.ombuds
man.jp/data/15022
6.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH18.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH19.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH20.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH21.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH22.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH23.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH210714.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH221108.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH230531.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH240418.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH250402.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH24.pdf
http://www.ombudsman.jp/data/kokka
iH25.pdf

内閣法制局　審査過程が
記載された文書

全部開示
http://www.ombuds
man.jp/data/13111
3.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H251
113.pdf

内閣法制局　審査の過程が記載され
た文書のうち、内閣官房から内閣法制
局に提出されたもの

一部開示
http://www.ombuds
man.jp/data/13120
6.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H251
206.pdf

内閣法制局　行政機関協議文書、国
会審議文書

不存在
http://www.ombuds
man.jp/data/13111
3-2.pdf

第１回情報保護監視準備委員会議事
録

全部開示
http://www.ombuds
man.jp/data/14022
4.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H251
225.pdf

第１回情報保護監視準備委員会配付
資料

全部開示
http://www.ombuds
man.jp/data/14020
7.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H251
225-1.pdf

第１回情報保全諮問会議　議事録 一部開示
http://www.ombuds
man.jp/data/14021
0.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H260
117.pdf

第１回情報保全諮問会議　配布資料 全部開示
http://www.ombuds
man.jp/data/14022
7.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/H260
117-1.pdf

一部開示
（H26.2.14-4.25）

http://www.ombuds
man.jp/data/14070
1.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/1407
01-1.pdf

一部開示
（H26.5.9-6.27）

http://www.ombuds
man.jp/data/14080
8.pdf

http://www.ombudsman.jp/data/1408
08-1.pdf

情報保全諮問会議委員と事務局との
やりとり


