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別紙 

諮問第１０１３号、第１０１４号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

「厚生労働省警備実施計画書」ほか６件を不存在を理由として非開示とした決定及

び「総理官邸警備実施計画」ほか８件を一部開示とした決定は、妥当である。 

 

２ 審査請求の内容 

（１）審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は、東京都情報公開条例（平成11年東京都条例第５号。以下「条

例」という。）に基づき、審査請求人が行った「警視庁機動隊の国会議事堂等周辺地

域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に該当する地域の警備実施計

画書。警備公務のうち午前８時30分から警備車両人員の配備をされる手抜き警備指示

に関する公文書に関して国民外国人の安全テロ防止等の是正のため公正な公開を求

めます。靖国神社テロの事前に内閣府の高速のインター近くで、許可を得た街頭宣伝

で注意しました。機動隊の妨害も告発します。開示請求箇所 総理大臣官邸、国会、

衆議院、参議院議員会館、外務省、厚生労働省、内閣府、最高裁判所、最高検察庁、

警視庁、自由民主党、民主党、アメリカ大使館、中国大使館、韓国大使館、ロシア大

使館、皇居周辺」の開示請求に対し、警視総監が平成28年３月４日付けで行った非開

示決定及び一部開示決定について、それぞれその取消しを求めるというものである。 

 

（２）審査請求の理由 

   審査請求書及び意見書における審査請求人の主張を要約すると、以下のとおりであ

る。 

 

ア 国会周辺の警備計画書の不存在、対象区域外として職務を放置することは、来日

外国人の増大、トランプ大統領の政策、オリンピックを控えてテロ等の防止が不可

能になる。 
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    我が国の警備計画書には警察の道路使用許可証等の公文書の添付が安全な警護に

通ずるものである。 

    街頭演説の無許可状態を不存在として違反を放置する警視庁、東京都公安委員会

は明らかに処罰されるべきであり、関係通達、警備計画の概要、取り締まり、等の

公文書の開示が必要である。 

 

  イ 職権を濫用して長期間公開を延長した挙句の果て、いきなり不存在とした。警視

総監は職権濫用罪に該当する。都議会で喚問の上、処罰願います。我が国の政治、

司法、経済、外交、皇室等の重要地区は街頭宣伝も規制され、審査請求人は厳守し

ている。機動隊の配備も午前８時30分以降は適当に公務、警備計画書を作らず、配

備されていると解釈される。明らかに首都等を守ると言うより、仕方ないので適当

に配備するという杜撰な警察行政であり、警察官職務執行法、国家公務員法等に違

反する。これらの手抜き警備のため、中心部にある日比谷公園の検察庁側にテロの

温床になるダンプカー、商用車が多大に長時間違法駐車し、官公庁周辺にも不明な

車両の長時間違法駐車が多くある。毎日のように外国で多発し、多大な犠牲者の出

ている爆弾テロも、違法駐車の車両が爆発の発生源となっている。凶器、爆発物等

の多量の運搬がたやすいからである。明らかに無計画警備で公文書を作成せず、取

得しない公務は伊勢志摩サミットにも影響をするもので、不存在は国民の安全、世

界的安全の確保のため、容認できない。 

    脅迫的、たるみ、おごりの警視庁機動隊では警護警備はもとより、伊勢志摩サミ

ット等の支援警備は非常に危険であることは言うまでもない。善良な国民の安心と

安全の為、特別審査と警察刷新を願い、不当な公文書の非開示決定、一部開示決定

は撤回されたい。 

     

３ 審査請求書に対する実施機関の説明要旨 

理由説明書及び口頭による説明における実施機関の主張を要約すると、以下のとおり

である。 

 

（１）国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律（昭和63

年法律第90号。以下「静穏保持法」という。）に基づいて、拡声器の使用が規制され
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る地域が指定されている。 

 

（２）審査請求人からＦＡＸにより開示請求書を収受したが、公文書を特定することがで

きなかったため、２度の補正手続きの結果、開示請求の趣旨は、開示請求時に実施機

関が保有している開示請求時における警備実施計画書であり、かつ、静穏保持法で規

定する指定区域内における警備計画書を求めるものであると判断した。 

 

（３）警備実施計画書は警戒レベルに応じて作成されるものであり、特に重要な警戒施設

について作成している。警備の有無は警備情勢を勘案し、特定の警備事情があり中長

期の警備が必要となれば、警備計画を策定し警戒に当たっている。 

 

（４）非開示決定について 

   厚生労働省、最高検察庁、韓国大使館及び皇居周辺の警備実施計画書については、

審査請求人が開示を求めて指定した静穏保持法の指定区域外であり、また、外務省、

内閣府及び最高裁判所の警備実施計画書については、審査請求人が開示を求めて指定

した静穏保持法の指定区域内であるが、警備実施計画書を作成及び取得しておらず存

在しない。 

 

（５）一部開示決定について 

   本件開示請求に対し、総理官邸、国会、議員会館、警視庁本部、自由民主党本部、

民主党本部、米国大使館、中国大使館及びロシア大使館の各警備実施計画書を特定し、

以下の情報を非開示とする一部開示決定を行った。 

 

  ア 米国大使館警備実施計画以外の警備実施計画 

     警備方針、警備期間、警戒期間、警備態勢、服装等、通信系等、車両、帯同車両、

警備措置、留意事項、別図、別表、別紙及び別添その他非開示とした部分、突発事

案発生時の措置要領、抗議要請に対する措置要領、自主警備態勢、幹部の任務、報

告、請願行動時の措置、警戒対象、警戒勤務表及び計画の変更等は、警備実施に係

る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明らかとなり、犯罪

の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ
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ると認められるため、条例７条４号に該当する。 

   

イ 米国大使館警備実施計画 

（ア）駐日米国大使の生年月日及び年齢 

個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、条

例７条２号に該当する。 

 

  （イ）警備方針、警戒期間、警備態勢、服装等、通信系、帯同車両、警備措置、抗議

要請に対する措置要領、突発事案発生時の措置、留意事項、米国大使館の概要、

別図、別表、別添及びその他の非開示とした部分 

警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備態勢、警備手法等が明

らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障

を及ぼすおそれがあると認められるため、条例７条４号に該当する。 

 

ウ 本件処分の妥当性について 

  総理官邸等の重要防護対象に対する不法行為は繰り返し発生していることから、

今後も継続される現時点の警備実施に関する計画書の内容を開示することは、警備

態勢、手法等を不法行為企図者に知らしめることになり、その結果、過去に発生し

た同種の不法行為の敢行を容易にしてしまうおそれがあり、今後の警視庁が行う犯

罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認めら

れたため、条例７条４号に該当し、一部開示とした。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 

   審査会は、本件審査請求について、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

平成２８年 ６月 ７日 諮問（諮問第１０１３号、諮問第１０１４号） 
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平成２８年 ６月３０日 新規概要説明（第１４３回第三部会） 

平成２９年 １月２４日 
実施機関から理由説明書収受 

（諮問第１０１３号、諮問第１０１４号） 

平成２９年 １月２７日 実施機関から説明聴取（第１４９回第三部会） 

平成２９年 ２月１３日 
審査請求人から意見書収受 

（諮問第１０１３号、諮問第１０１４号） 

平成２９年 ２月２４日 審議（第１５０回第三部会） 

平成２９年 ６月 ５日 審議（第１５１回第三部会） 

平成２９年 ６月２７日 審議（第１５２回第三部会） 

 

（２）審査会の判断 

審査会は、実施機関及び審査請求人の主張を具体的に検討した結果、以下のように

判断する。 

 

ア 審議の併合について 

    諮問第１０１３号、第１０１４号については、審査請求人が同一であること及び

審査請求の趣旨が同様であることから、審査会は、これらを併合して審議すること

とした。 

 

イ 本件請求文書及び本件対象公文書について 

  本件各審査請求に係る開示請求は「警視庁機動隊の国会議事堂等周辺地域及び

外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に該当する地域の警備実施計画

書。警備公務のうち午前８時30分から警備車両人員の配備をされる手抜き警備指

示に関する公文書に関して国民外国人の安全テロ防止等の是正のため公正な公

開を求めます。靖国神社テロの事前に内閣府の高速のインター近くで、許可を得

た街頭宣伝で注意しました。機動隊の妨害も告発します。開示請求箇所 総理大
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臣官邸、国会、衆議院、参議院議員会館、外務省、厚生労働省、内閣府、最高裁

判所、最高検察庁、警視庁、自由民主党、民主党、アメリカ大使館、中国大使館、

韓国大使館、ロシア大使館、皇居周辺」の各警備実施計画書の開示を求めている

ものと認められる。実施機関は、開示請求箇所のうち外務省、厚生労働省、内閣

府、最高裁判所、最高検察庁、韓国大使館、皇居周辺（以下「本件開示請求１」

という。）に係る請求文書（以下「本件請求文書」という。）については、静穏

保持法の指定区域外であること、また、警戒対象施設でないことから不存在を理

由とする非開示決定を行った。 

また、総理大臣官邸、国会、衆議院、参議院会館、警視庁、自由民主党、民主

党、米国大使館、中国大使館、ロシア大使館（以下「本件開示請求２」という。）

については、別表１に掲げる本件対象公文書１から９まで（以下「本件対象公文

書」という。）を特定し、別表２に掲げる本件非開示情報１及び２を非開示とす

る一部開示決定を行った。 

 

ウ 警備実施計画について 

警視庁警備規程（昭和39年訓令甲第１号。以下「警備規程」という。）67条は、

「警備部長は、管内における警備情勢等を総合的に判断して重要防護対象を指定

するもの」と規定している。さらに、同71条において「計画責任者は、平素から

情勢判断を的確に行ない、関係機関との連絡を密にし、事案の発生が予想される

場合は、速やかに実施計画を策定するもの」と規定している。また、同73条にお

いて、警備実施計画は「警備態勢、警備方針、警備本部組織及び運用、部隊編成

及び輸送の方法、部隊の任務及び配置運用、警備措置、警備活動上の注意事項、

服装、装備及び給食、検挙活動、通信連絡、警備実施に必要な事項」について策

定するものと規定している。 

 

エ 静穏保持法の目的及び指定地域について 

    静穏保持法１条は、国会議事堂周辺地域、政党事務所周辺地域及び外国公館等周

辺地域における拡声器の使用を規制して静穏を保持し、国会の審議権の確保と良好

な国際関係の維持に資することを目的とする旨規定している。同法に定める国会議

事堂等周辺地域は、同法別表第一で定められた国会議事堂周辺地域（東京都千代田
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区霞が関２丁目及び３丁目並びに同区永田町１丁目及び２丁目の区域）及び政党事

務所周辺地域である。そのうち、政党事務所周辺地域の指定は、総務大臣は、衆議

院議長又は参議院議長のいずれかの要請があったときは、必要と認める地域を期間

を定めて官報で告示しなければならないとしている。また、外国公館等周辺地域の

指定は、外務大臣は、外交関係に関する使節団の公館、領事機関の公館、外国政府、

国際機関の事務所並びにその周辺地域並びに外国要人の所在する場所及びその周

辺地域のうち、必要であると認める地域を期間を定めて官報で告示しなければなら

ないとしている。 

なお、本件開示請求１及び２において開示を求める施設及び当該施設の所在地並

びに静穏保持法及び同法に基づく告示により指定された該当地域の関係は別表３

の１から17までに掲げたとおりである。 

    

オ 条例の定めについて 

条例７条２号本文は、「個人に関する情報（第８号及び第９号に該当する情報並

びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）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、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」を非開示情報と

して規定している。また、同号ただし書では、「イ  法令等の規定により又は慣行

として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「ロ 人の生命、健

康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」、

「ハ  当該個人が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係

る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容

に係る部分」のいずれかに該当する情報については、同号本文に該当するものであ

っても開示しなければならない旨規定している。 

条例７条４号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維

持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施

機関が認めることにつき相当の理由がある情報」を非開示情報として規定している。 

 

カ 本件請求文書の不存在の妥当性について 
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審査会が開示請求書（平成28年１月12日付）、補正書（平成28年１月14日、同月

20日付）及び審査請求人が提出した開示請求補正書（平成28年１月19日、同月26日

付）を見分したところ、審査請求人の本件開示請求１は、静穏保持法の指定地域内

と限定した上で、その地域内に所在する施設の警備実施計画書の開示を求めるもの

であると認められた。 

実施機関は、厚生労働省、最高検察庁、韓国大使館及び皇居周辺の警備実施計画

については、審査請求人が開示を求める静穏保持法の指定地域外であるため存在し

ないと説明する。また、外務省、内閣府及び最高裁判所の警備実施計画書について

は、静穏保持法の指定地域内に所在するものの、重要防護対象への警備の有無は警

備情勢を勘案し、特定の警備事情があり中長期の警備が必要となれば、警備実施計

画を策定し警戒に当たることとされており、当該施設は警備情勢を勘案した結果、

警戒レベルに達していないため、作成しておらず、存在しないと説明する。 

そこで審査会は、静穏保持法による指定地域を調査したところ、別表３のとおり

厚生労働省、最高検察庁、韓国大使館及び皇居周辺については静穏保持法の指定地

域外に所在することを確認した。一方、総理大臣官邸、国会、衆議院・参議院議員

会館、外務省、内閣府、最高裁判所、警視庁本部、自由民主党、民主党、米国大使

館、中国大使館及びロシア大使館については静穏保持法の指定地域内に所在するこ

とを確認した。しかし、重要防護対象への警備の有無は警備情勢を勘案し、特定の

警備事情があり中長期の警備が必要となれば、警備実施計画を策定し警戒に当たる

こととされており、外務省、内閣府及び最高裁判所は警戒レベルに達していないた

め作成していないとする実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。 

以上のことから、本件請求文書のうち厚生労働省、最高検察庁、韓国大使館及び

皇居周辺の警備実施計画書については、審査請求人が開示を求める静穏保持法の指

定地域外の施設であるため作成しておらず、また、外務省、内閣府及び最高裁判所

の警備計画については、静穏保持法の指定地域内に所在しているものの警戒レベル

に達していないため警備実施計画書を作成していないという実施機関の説明に不

自然、不合理な点は認められない。 

よって、実施機関が本件請求文書についていずれも不存在を理由として非開示と

した決定は、妥当である。 
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キ 本件非開示情報１及び２の非開示妥当性について 

  （ア）本件非開示情報１について 

本件非開示情報１は、別表２「本件対象公文書７」に記載されている「駐日米

国大使の生年月日及び年齢」である。これらは個人に関する情報で、特定の個人

を識別することができるものであるため、条例７条２号本文に該当する。また、

その内容及び性質から同号ただし書のいずれにも該当しない。 

したがって、本件非開示情報１については、条例７条２号に該当し、非開示が

妥当である。 

     

  （イ）本件非開示情報２について 

     本件非開示情報２は、別表２「本件対象公文書１から９まで」に記載されてい

る「警備方針、警備期間、警戒期間、警備態勢、服装等、通信系等、車両、帯同

車両、警備措置、留意事項、別図、別表、別紙及び別添資料の表題部等を除いた

部分、突発事案発生時の措置要領、抗議要請に対する措置要領、自主警備態勢、

幹部の任務、報告、請願行動時の措置、警戒対象、警戒勤務表、大使館の概要及

び計画の変更等」である。 

     実施機関は、本件非開示情報２について、総理官邸等の重要防護対象に対する

不法行為は繰り返し発生していることから、今後も継続される現時点の警備実施

に関する計画書の内容を開示することは、警備態勢、手法等を不法行為企図者に

知らしめることになり、その結果、過去に発生した不法行為と同様の不法行為の

敢行を容易にしてしまうおそれがあると説明する。 

     審査会が本件対象公文書を見分したところ、本件非開示情報２は、警備態勢等

の情報のほか、具体的な警備方針、警備措置の内容、個々の警察官に付与された

個別具体的な任務等であり、これらの情報を公にすることにより、警備部隊の詳

細な活動状況や警備手法が明らかになると認められた。その結果、犯罪を企図す

る者等が、当該情報に基づいて、研究、分析を行い警備実施に応じた対抗措置を

講じることが可能となり、将来における不法行為が容易になるおそれがあると認

められる。 

     したがって、本件非開示情報２は、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又

は捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認



 - 10 - 

めることにつき相当の理由がある情報と認められるので条例７条４号に該当し、

非開示が妥当である。 

 

  なお、審査請求人は、その他種々主張しているが、いずれも審査会の判断を左右す

るものではない。 

  

よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

久保内 卓亞、木村 光江、寳金 敏明、山田 洋 
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別表１ 

項番 本件対象公文書 

１ 総理官邸警備実施計画（隊長達乙（○○．備）第○号、平成27年○月○日付け） 

２ 国会警備実施計画（隊長達乙（○○．備）第○号、平成27年○月○日付け） 

３ 議員会館警備実施計画（隊長達乙（○○．備）第○号、平成27年○月○日付け） 

４ 
警視庁本部庁舎警備実施計画（隊長達乙（○○．備）第○号、平成27年○月○日

付け） 

５ 
自由民主党本部警備実施計画（隊長達乙（○○．備）第○号、平成27年○月○日

付け） 

６ 民主党本部警備実施計画（隊長達乙（○○．備）第○号、平成27年○月○日付け） 

７ 米国大使館警備実施計画（隊長達乙（○○．備）第○号、平成27年○月○日付け） 

８ 中国大使館警備実施計画（隊長達乙（○○．備）第○号、平成27年○月○日付け） 

９ 
ロシア大使館警備実施計画（隊長達乙（○○．備）第○号、平成27年○月○日付

け） 
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別表２ 

本 件 

非開示 

情 報 

本 件 

対 象 

公文書 

非開示部分 非開示理由及び非開示条項 

１ ７ 

駐日米国大使の生年月日及

び年齢 

個人に関する情報で、特定の個人を識

別することができるものであるため 

（条例７条２号該当） 

２ １～９ 

警備方針、警備期間、警戒

期間、警備態勢、服装等、

通信系等、車両、帯同車両、

警備措置、留意事項、別図、

別表、別紙及び別添資料の

表題部等を除いた部分、突

発事案発生時の措置要領、

抗議要請に対する措置要

領、自主警備態勢、幹部の

任務、報告、請願行動時の

措置、警戒対象、警戒勤務

表、大使館の概要、計画の

変更等 

警備実施に係る情報であり、公にする

ことにより、警備態勢、警備手法等が

明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は

捜査その他の公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれがあると認めら

れるため 

（条例７条４号該当） 
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別表３ 

項番 施設名称 所在地 静穏保持法の指定地域 

１ 

総理大臣 

官邸 

千代田区永田町２丁目３番１号 国会議事堂周辺地域（千代田区霞が

関２丁目及び３丁目並びに同区永

田町１丁目及び２丁目） 

２ 

国会 千代田区永田町１丁目７番１号 国会議事堂周辺地域（千代田区霞が

関２丁目及び３丁目並びに同区永

田町１丁目及び２丁目） 

３ 

衆議院第一

議員会館 

衆議院第二

議員会館 

千代田区永田町２丁目２番１号 

千代田区永田町２丁目１番２号 

国会議事堂周辺地域（千代田区霞が

関２丁目及び３丁目並びに同区永

田町１丁目及び２丁目） 

４ 

参議院議員

会館 

千代田区永田町２丁目１番１号 国会議事堂周辺地域（千代田区霞が

関２丁目及び３丁目並びに同区永

田町１丁目及び２丁目） 

５ 

外務省 千代田区霞が関２丁目２番１号 国会議事堂周辺地域（千代田区霞が

関２丁目及び３丁目並びに同区永

田町１丁目及び２丁目） 

６ 
厚生労働省 千代田区霞が関１丁目２番２号 

中央合同庁舎第５号館 

指定地域外 

７ 

内閣府 千代田区永田町１丁目６番１号 国会議事堂周辺地域（千代田区霞が

関２丁目及び３丁目並びに同区永

田町１丁目及び２丁目） 

８ 

最高裁判所 千代田区隼町４番２号 政党事務所周辺地域（平成27年10月

20日に告示された総務省告示第365

号により平成27年10月23日から平

成28年10月22日までの間、千代田区

隼町等の地域を指定） 

９ 最高検察庁 千代田区霞が関１丁目１番１号 指定地域外 
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10 

警視庁本部

庁舎 

千代田区霞が関２丁目１番１号 国会議事堂周辺地域（千代田区霞が

関２丁目及び３丁目並びに同区永

田町１丁目及び２丁目） 

11 

自由民主党

本部 

千代田区永田町１丁目11番23号 国会議事堂周辺地域（千代田区霞が

関２丁目及び３丁目並びに同区永

田町１丁目及び２丁目） 

12 

民主党本部 千代田区永田町１丁目11番１号 国会議事堂周辺地域（千代田区霞が

関２丁目及び３丁目並びに同区永

田町１丁目及び２丁目） 

13 

米国大使館 港区赤坂１丁目10番５号 外国公館等周辺地域（平成27年２月

12日に告示された外務省告示第38

号により平成27年２月24日から平

成28年２月23日までの間、港区赤坂

１丁目等の地域を指定） 

14 

中国大使館 港区元麻布３丁目４番33号 外国公館等周辺地域（平成27年２月

12日に告示された外務省告示第37

号により平成27年２月23日から平

成28年２月22日までの間、元麻布３

丁目等の地域を指定） 

15 韓国大使館 港区南麻布１丁目２番５号 指定地域外 

16 

ロシア大使

館 

港区麻布台２丁目１番１号 外国公館等周辺地域（平成27年12月

10日に告示された外務省告示第429

号により平成27年12月18日から平

成28年12月17日までの間、麻布台２

丁目等の地域を指定） 

17 皇居 千代田区千代田１番１号 指定地域外 

 


