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◎講演と対話・交流の集い（総会） 

3月 30日、光ヶ丘近隣センターで、午後 1時 20分から、

第一部・総会、第 2部講演会と対話交流の集いを開催しまし

た。総会では、渡邉代表、村川会計担当が①憲法をめぐる情

勢、この 1年の取り組み、②これから 1年の課題と取り組み、

③会計報告、世話人の紹介を行いました。 

 

◎宗
そう

みなえさん(弁護士)の講演 

◎テーマ ： 秘密！ 秘密！！ 秘密！！！ 『秘密保護法の大いなる危険』 
◎お話し ： 宗 みなえさん  （千葉県四街道市出身で、東葛総合法律事務所所属の弁護士さんです。） 

《お話しの概要 ： 講演の一部を事務局の責任で取りまとめました。皆さんの意見など割愛させて頂きました》 

 

はじめに 

・安倍首相が、昨年のある講演会で、「私は若い頃、映画監督になりたいと思った。もし、私がファミリービジネスに固執しなけ

れば、『ゴッドファーザー４』を撮っていたかも。そのかわりアベノミクスはなかった」と発言されています。政治を家業と考え、

「私が憲法判断の最高責任者の発言に象徴される、自分は何でもできる万能感、丸出し自信満々」です。 

いま、日本を覆う空気は、浦和レッズの一部サポーターの「ジャパニーズオンリー」横断幕、新大久保周辺での在日の人達

に対するヘイトスピーチ、NHK 会長・経営委員発言、政府関係者の憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認発言、中・

韓・米など諸外国との関係悪化など重苦しいものになっています。 以下どんな法律なのかを主眼に報告します。 

 

特定秘密保護法とはどんな法律か？ 

１．どんな法律か 

特定秘密が外部に漏れないように、秘密を取り扱う人間の管理を徹底し漏えいに対し厳罰を課す法律です。  

【“特定秘密“の管理】  

（１）“特定秘密”の指定は行政機関の長（大臣など）が次の事項について指定 （3条）  

①防衛に関する事項  ②外交に関する事項  ③特定有害活動の防止に関する事項 （スパイ活動） 

④テロ活動防止に関する事項 

（２）“特定秘密“取扱者に対する適性評価制度の創設 （12条～14条） 

（３）“特定秘密“の提供 （6条～10条） 

【“特定秘密“漏えいに厳罰】 （23条～25条）   最高 10年の懲役刑 

２．目的は何ですか？ 

  

。 

 

 

 

 

第40号 2014年 4月 20日発行          発行責任者：渡邉起造 ０９０-１１２１-050２ 

                         事 務 局 長：山脇茂弘 04-7173-7320 

 URL http://kashiwananbu9jyo.main.jp/    柏市南部「9条の会」で検索できます 

E-Mail : hakunan9jyou@i-ml.com   

第一条 「我が国の安全保障に関する事項の漏えい防止を図り、もって国及び国民の安全の確保に資することを目的とする」 

国家安全保障会議（National Security Council） を設置、アメリカの NSC と情報共有し、機動的軍事行動 （集団的 

自衛権行使を含む）を起こす下地作りをします。ちなみに、NSCは、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛 

大臣が中核となって意思決定する機関で、アメリカと共同で国家安全保障会議を開催し、軍事行動をとるためには 

秘密の保全は不可欠としています。 

３．何が問題なのか 

http://kashiwananbu9jyo.main.jp/
mailto:hakunan9jyou@i-ml.com
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  （１）“特定秘密“の概念が広範で曖昧ですから、秘密がどこまでも広がります。  

        ①防衛に関する事項 ： 自衛隊法上の防衛秘密ということは、自衛隊については、基地、装備、作戦、秘密保全隊、

裏金まで全て国民・国会のチェックから外されます。かつて太平洋戦争中は地図も天気予報も“軍事機密”とされ 

ました。最近では、「海上自衛隊用兵綱領改定の経緯」（S44.6）について 3 年前に情報公開請求がされたが一部

不開示でした。防衛省は「海上作戦の手の内をさらすことになり、相手方にその裏をかいた行動とることを容易にす

る」ということで、内閣府情報公開・個人情報審査会が一部不開示を決定しました。 

②外交に関する事項 ：  「安全保障については、全て秘密といえます。そもそも“安全保障”という概念自体が曖昧 

で、“食の安全保障” は TPPまで、“貿易の安全保障”は原発輸出まで含まれてきます。 

③特定有害活動の防止に関する事項 ： 外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動 （スパイ活動） の防 

止に関する事項も定義が曖昧です。 

「外国の利益とは？」現実に外国の利益を図るものか否か、実際に日本の利益が害されたか否かは問わないとし 

ていますから、秘密の範囲が拡大し、結局は“公安情報”“治安情報”全般ということになるでしょう。 

④テロ活動防止に関する事項 ： これまた定義が曖昧な上に何でもテロに結びつけることが可能です。結局、行政 

機関が保有する情報すべてがこれに該当するとして、あらゆる情報が秘匿されかねません。原発、オリンピック、交 

通、鉄道、高速道路等各種インフラなど、結局は“公安情報”“治安情報”全般となるでしょう。警察情報はすべて 

本条項に関連させて“特定秘密”とされるおそれがあります。テロとの関連を検証しようにも、秘密であるため検証不 

可能です。これは警察による国民に対する監視体制強化につながります。 

要件としては、上記①～④のいずれかに当てはまります。 

（２）“特定秘密”の指定は行政機関の長が行う （3条） →セルフチェックのみ 

「要件を欠くに至ったときは速やかに指定を解除する」ことになっていますが、“特定秘密”の要件を充たすのか、また 

欠くに至ったのかについては、他にチェック機関がないため行政機関の長が勝手に判断する。何を秘密にしたのか、 

その指定が正しいものなのかさえ国民には知らされません。 

① 全監視委員会（内閣官房）、②独立公文書管理監（内閣府）、③情報保全監察室（内閣府）を、特定秘密指定を 

  チェックする“第三者機関として設置（附則 9条）することになっていますが、三機関とも指揮監督権限は内閣総理 

大臣にあります。結局、行政が秘密指定して、行政が“チェック”するに過ぎないことになります。 

（３）『永遠の秘密』のおそれ（①から⑦のようなものが秘密指定の対象となります） 

“特定秘密”に指定する期間は上限 5年（4条 1項）ですが、更新することが可能で、これも行政機関の長の判断し 

ます。“特定秘密”に指定の最長期間は原則 30年（4条 3項）、内閣の承認があれば最長 60年も可（4条 4項）。 

＊修正前の法案では「30年を超える期間、秘密とする場合には内閣の承認が必要」だったので、修正によって後退、しかも、一定の 

場合、ずっと秘密にできることになります。 

① 武器、弾薬、航空機その他の防衛情報 

② 現に行われている外国政府または国際機関との交渉に不利益を及ぼす情報 

③ 情報収取活動の手法またはその能力 ④人的情報源（情報の提供者）に関する情報  ⑤暗号   ⑥外国政府 

や国際機関から 60年を超えて指定を求められた情報  ⑦これらに準じる政令で定める情報→後日、 

公開されることがないならば、秘密の内容も秘密の指定が適切であったかも永遠に闇の中です。 

（４）“特定秘密”提供の限定 （12条） 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ 適性評価制度 ： 特定秘密を取り扱わせようとする者に対し、同意の上で、テロ活動、犯罪・懲戒歴、情報取扱い

の非適歴、薬物濫用、精神疾患、飲酒の節度、信用その他経済状況を調査・評価し、適正と認められた者だけが

秘密を扱うことができます。行政機関の職員、契約業者の役職員（＝自衛隊の弾薬運送をしている日本通運など）、警察

職員が対象ですが、対象者の家族も調査対象になります。同意は不要です。 氏名、生年月日、国籍（＝配偶者が

外国人など差別の原因になる恐れ）などを調査。そもそも住所などの調査で何を判断するんでしょうか。そもそも、これだ

けの調査で何が判断できるのか？無意味なプライバシー侵害するだけではないかと思われます。 

＊評価の基準で、不的格だと判断されても認定を争えない。また特定秘密の取り扱を強制されたり、逆にプロゼクトからはずされ、 

昇進を遅らせられる場合も想定されます。 

●都道府県警察職員、行政機関の長、国務大臣、副大臣等は適正評価不要 （秘密の殆どは大臣が口を滑べらせて漏れているのに） 

ⅱ 国会（議院、委員会）への提供 

①  秘密を知る者の範囲を限定 → 他の議員や秘書にも話せない、学者の意見も聞けない 

②  政令で秘密保護のために必要な措置  

③ 我が国の安全保障に著しい支障を及ぼす恐れがないと認めた時、行政機関の長が判断 →国会は国権の最 
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高機関（憲法41条）のハズですが、国会が秘密情報をチェックするためには、行政機関の長の許可が必要となります。 

（５）厳罰化 

●特定秘密を漏えいした人 

    適性評価を受けた人 → 10年以下の懲役及び 1000万円以下の罰金       

適性評価を受けていない人  → 5年以下の懲役及び 500万円以下の罰金 

    国家公務員・地方公務員  懲役 1年以下       自衛隊法   懲役 5年以下 

    ＊故意犯だけではない。過失犯、教唆、共謀、扇動も処罰 

●特定秘密を次の方法で取得した人 → 10年以下の懲役及び 1000万円以下の罰金 

「欺き」「暴行を加え又は脅迫する行為」「財物の窃取」「施設への侵入」「不正アクセス行為」「その他の特定秘密の 

保有者の管理を害する行為による特定秘密の取得行為」→詐欺、暴行、窃盗、建造物侵入の罪で逮捕に該当する 

と思われますが、特定秘密保護法で罰するのか、曖昧です。罪刑法定主義違反ではないかと言われています。 

（６）知る権利・報道の自由・学問の自由への制約、プライバシー侵害 

   ・違法な取材と適法な取材の区別は困難 → 取材・報道の自由萎縮してしまう。 

   ・内部告発の困難   ・知る権利を充足しようとする行為   ・自衛隊情報保全隊の活動合法化 

・「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」は、リップサービスに過ぎ 

ない。注意的規定で歯止めにならない。 

４．軍事大国を目指して・・・ 

憲法解釈変更による集団的自衛権の容認や武器輸出三原則の変更を公然と推し進めようとしています。  以上 

 

                                                  

秘密保護法、撤廃を！  

小金原９条の会    井川錬三 

昨年１２月６日の深夜に、参議院本会議で自公が秘

密保護法案を強行採決しました。国民の反対運動は、

日本列島各地から怒りの声として沸騰しました。世論

調査では、国民の約８割が「審議不十分、強行採決に反対」でした。 

一方、安倍政権は、がむしゃらに憲法違反を繰り返し、「審議打ち切

り」の暴挙のもとで強行成立をやったのです。 

しかし、闘いはこれからです。秘密保護法撤廃に向けて団結し、安倍

政権の狙いである、あの古い時代への逆戻りに反対し、戦争のできる国、

集団的自衛権や改憲を許さない９条運動を進めたいと思います。私たち「小金原９条の会が発足して早いもので９年になり

ます。これからも地域に根ざした草の根運動を更に広げて憲法改悪運動を進めたいと思います。 

 

若い世代で「聞きプロ」を計画中！              

光ヶ丘   林 芳成 

昨年は、集団的自衛権行使のための憲法解釈変更の動き、日本版 NSC、特定秘密保護法の強行採決など、９条をはじ

め憲法改悪の動き、戦争が出来る国づくりが急速に強まった１年でした。若い世代には、戦争の悲惨さ、むごさ、理不尽さ、

ひもじさ、虚しさを心に刻む機会のないまま、テレビの戦争シーンや、「テロとの戦い」、「国益」という政府やマスコミの言葉に、

「戦争は必要悪、止むを得ない」と感じ、「戦争をしてはならない」とは考え難くなっている気がします。 

私たちは青年組織では、終戦から 70 年の来年に向け、被曝・戦争体験を聞き取り、後世に伝えるプロジェクト「聞きプロ」を

計画しています。次の世代に戦争の本当の姿が伝わり、9 条はじめ、人類の大きな教訓が未来の平和に活かされるきっかけ

にできればと思います。 

 

いま 
 

 思う 

 

取りまとめ責任 ・ 柏市南部「9条の会」 
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＊日時、場所、詳細は、後日お知らせ致します。 

＊6月初旬から中旬の休日の午後。光が丘、藤心、南部の近隣センターと、その後他の地域でも開催予定。 

 

 

 

昨年の就任以来安倍首相の暴走に一層拍車がかかっています。あまりのことに身内

の自民党内からも、保守系の論客からも、危ぶむ声が出始めています。 

 最近紹介された新聞記事によれば、或る若者系週刊誌のコラムに、“保守系論客と、

しんぶん赤旗の奇妙なコラボが意味するもの”として自民党元幹事長古賀誠さんと有

名な改憲論者小林節さんの、しんぶん赤旗への寄稿を取り上げた論評が掲載された

そうです。その内容とは「それは今、この国の民主主義が、右だ、左だという政治的立

場うんぬん以前のもっと根本的な部分で深刻な危機に直面しているからに他ならない。

民主主義や立憲主義を成り立たせている『最低限の常識』が安倍政権によって脅か

されているのだからだ」・・安倍政権の暴走はここまで来ているということでしょう。 

 ４月７日の朝日新聞は、同社が行なった大規模な世論調査の結果を発表しました。

この調査は、全国の投票所に登録されている有権者の中から無作為に抽出された人

たちに約５０項目にわたり、封書で回答を求めたものです。その結果については、質問

が多岐にわたっていて全部は紹介できませんので、私たち「９条の会」として重要な項

目に絞ってみたいと思いますが、その結果は現在安倍政権が行なおうとしている政策

が、いかに国民大多数の思いと真逆の方向を向いた暴挙であるかを示すものでした。 

以下各項目ごとに見ていきます。 

① 現行憲法について    昨年度調査    今回調査 

全体としてよい憲法だ   ５３％        ６３％ 

   改正の必要なし       ３７％        ５０％ 

   憲法９条を変えない    ５２％        ６４％ 

    憲法９条を変える                ２９％ 

 改憲の発議を国会議員の２/3の賛成から１/２に改悪しようとする企みに対しては、賛成は昨年の３８％から２９％に減り、 

逆に反対は５６％から６３％に増えました。 

② 今、政権があらゆる手を使って強行しようとしている集団的自衛権については、賛成は僅かに２９％に止まり、逆に反対 

は昨年の５６％から６３％に増えました。流れは安倍政権の企む『強い日本』から『平和な日本』に向かって動いています。

今や民意は明らかに、憲法９条を堅持し、近隣諸国との武力衝突を望まない、正に私たちの掲げる『武力で平和は守れ 

ない』の方向に大きく動いていることを示しています。 

調査は「今、政権に何を期待するか」を聞いています。それによると、景気・雇用 社会保障の充実などの生活安定と外 

交関係の改善がメインで、集団的自衛権・原発再稼働・TPPなどを望む人は一桁台です。これを見ても民意に逆行し、 

民主主義を踏みにじる、安倍政権の姿勢が浮き彫りに見えてきます。安倍首相の『首相である私が決める』というお得意

のフレーズが、民主主義の原点に対する無知と明らかな事実を受け入れようとせず、自分に都合のよい虚構で押し通そう

とする文字通り、駄々っ子のような本質を露呈していると言えるでしょう。 

＜予 告＞―― 

◎“緊急に地域別の「対話のつどい」”を開催します。 是非ご参加ください！ 

安倍政権の危険な暴走!! 国民の声を全く無視して、日本を「戦争する国、戦争できる国」に変えようとしています。 

安倍首相は、国民の反対で「憲法 9条は変えられない」とみるや、 

ならば 9条の「解釈を変えて」日本の軍隊を世界の隅々に派遣し米軍と共に戦争が出来るようにしようとしています。 

「集団的自衛権の行使容認」とは――「戦争を何時でも始められる」ことです 

なぜ？ いま？ どうなるの？     …ともに考えてみませんか… 

今
後
の
予
定 

＊自民党支持層でも４９％：４３％  安倍内閣支持層でも５２％：４１％で

９条を変えないとする人が多数を占める結果となりました。 

国民の願いに背を向ける安倍政権   

―世論調査から見えてくるものー       世話人会 （村川五郎） 


