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政府が今国会で成立を目指す「特定秘密保護法」ってご存知ですか？
は、一律に 30 年で指定解除できないものもあり、指定の
●特定秘密保護法とは？
我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿するこ 要否を個別具体的に判断する必要があるためです。また、
とが必要であるものの保護に関し、必要な事項を定める 特定秘密の指定については、政府において運用基準を定
ものです。この法律は、特定秘密の漏えいを防止し、国 めることとしており、その中で可能な限り、指定期間の
基準を示すことを検討します。
と国民の安全を確保することを目的としています。
●適性評価とは何ですか？
●なぜ今、特定秘密保護法が必要なのですか？
適性評価を受け、特定秘密を漏らすおそれがないと認
情報漏えいに関する脅威が高まっており、また外国と
の情報共有は情報が各国において保全されることを前提 められた職員のみが特定秘密を安全保障上の必要から取
に行われているため、秘密保全に関する法制を整備する り扱うことができます。ただし、大臣や副大臣等は、適
ことは喫緊の課題です。また、新たに設置される予定の 性評価を受ける必要はありません。
国家安全保障会議の審議をより効果的に行うためにも、 ●適性評価により、プライバシーが侵害されるのではあ
りませんか？
秘密保全に関する法制が整備されていることが重要で
適性評価の実施に当たっては、評価対象者の明示的な
す。本法案が施行されることで、万が一、在アルジェリ
ア邦人に対するテロ事件のような事件が将来発生した場 同意を必要とし、また、調査事項（①特定有害活動及び
合に、外国の関係機関等から我が国に対し、秘匿度の高 テロリズムとの関係 ②犯罪及び懲戒の経歴 ③情報の取
い情報がより適切な形でより迅速に提供されることが期 扱いに係る非違の経歴 ④薬物の濫用及び影響 ⑤精神疾
患 ⑥飲酒についての節度 ⑦信用状態その他の経済的な
待されます。
状況）を法定していることから、法定された調査事項以
●何が特定秘密になるのですか？
例えば、自衛隊の保有する武器の性能や重大テロが発 外の個人情報を収集することはありません。
生した場合の対応要領といった、国と国民の安全にかか ●家族や親戚、恋人や友人まで、調査対象となるのです
か？
わる重要な情報が特定秘密に指定されます。
評価対象者の家族（配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配
●今よりも秘密の範囲が広がるのではありませんか？
現在、国家公務員法等において秘密とされている情報 偶者の父母及び子）と同居人について氏名、生年月日、
のうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を 住所及び国籍のみを調査します。
与えるおそれがあるものが特定秘密とされることから、 ●個人の政治活動や組合活動、個人の思想･信条まで調べ
るのではないのですか？
今よりも秘密の範囲が広がることはありません。
適性評価の調査事項は法律に規定する事項に限られて
●特定秘密の指定や有効期間の延長が、恣意的に行われ
おり、政治活動や組合活動、個人の思想・信条は調査事
るのではないですか？
特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項（①防 項ではありません。
衛に関する事項 ②外交に関する事項 ③特定有害活動の ●公務員以外の民間企業の職員も広く適性評価の対象と
防止に関する事項 ④テロリズムの防止に関する事項）に なるのではありませんか？
民間企業の職員が適性評価の対象となるのは、防衛装
該当するものに限って、大臣等が指定します。また、指
定が恣意的に行われることがないよう、外部の有識者の 備品を製作する企業等が行政機関と契約し、特定秘密の
意見を伺いながら、政府において指定の運用基準を定め 提供を受けたときのみです。また、当該民間企業におい
ても、特定秘密を取り扱う職員の範囲を明確に定めるこ
ます。
●有識者会議は、統一基準作りに関与するだけではなく、 ととしており、適性評価の対象となるのは、限られた人
となります。
個別の指定の適否も判断するべきではありませんか？
個別具体的な特定秘密の指定は、専門的・技術的判断 ●熱心に取材を行う新聞記者が処罰されてしまうのでは
を要することから、行政機関がこれを行うことが適当で ありませんか？
公務員に根気強く執拗に説得・要請を続けた場合でも、
あり、また、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支
障を与えるおそれがあるという特定秘密の性質から、行 報道機関による正当な取材行為は処罰対象とはなりませ
政機関以外の第三者がこれを取り扱うことは適当ではあ ん。
●広く国民が処罰の対象となるのではありませんか？
りません。
本法案は、特定秘密を取り扱う公務員等について、こ
●原発事故やＴＰＰ交渉に関する情報も特定秘密とされ
れを漏えいした場合の罰則を規定しています。ただし、
るのですか？
原発事故やＴＰＰ交渉に関する情報は、本法案の別表 公務員等以外の者についても、暴行や窃盗等により特定
のいずれにも該当せず、特定秘密の指定の対象となりま 秘密を取得した者や特定秘密を取り扱う公務員等をそそ
のかして特定秘密を漏えいさせた者等は、本法案の処罰
せん。
●特定秘密に指定されると、無期限に指定がされてしま 対象となりますが、この場合には、特定秘密であること
を知ってこれらの行為を行う必要があります。したがっ
うのではないですか？
原則として 30 年で特定秘密の指定が解除されるとの て、例えば、外国情報機関等に協力し、特定秘密を敢え
基本的な考え方の下、指定期間が 30 年を超える延長には て入手したような例外的な場合を除き、特定秘密を取り
内閣の承認を必要とし、行政機関のみでなく政府全体と 扱う公務員等以外の人が本法案により処罰対象となるこ
して指定を延長することの適否を判断します。これは、 とはありません。
（裏面へ続く→）
機微な情報の提供者を特定できる情報等特定秘密の中に

（→ 表面より）
●一般市民には、何が「特定秘密」に指定されたかわか
らないので、知らない間に「特定秘密」を入手したとい
うことになりませんか？
特定秘密はそれ以外の情報と区別されて厳格に管理さ
れ、その提供を受ける者も、行政機関や契約をした企業
等に限られるため、一般市民が知らない間に、特定秘密
を入手することはあり得ません。また、仮に、一般市民
が知らない間に特定秘密を知ったとしても、これが本法
に違反することはありません。
●国会議員の活動を制約するのではありませんか？
本法案では、国会の秘密会等に特定秘密を提供するこ
とができる仕組みを盛り込むこととしており、本法案が
施行されれば、国会の求めに応じ、本法案がなければ提
供することができないと考えられる特定秘密を提供する
ことが可能となります。
●特定秘密保護法案は情報公開の流れに逆行することに
ならないのですか？
行政文書の開示・不開示は、情報公開法に基づいて判
断されます。特定秘密の記録された行政文書についても、
情報公開法に基づいて、開示・不開示が判断されます。

小規模事業者のエネルギー使用合理化を補助
■中企庁（事務局：
（一財）省エネルギーセンター）
は、小規模事業者の省エネを推進することを目的に、
省エネ性能の高い機器等の導入に要する経費の一部
を補助します（第 3 次公募）。
■補助対象者：商業・サービス業は従業員 5 人以下、
製造業その他の業種は従業員 20 人以下の事業者。機
器の購入者と使用者が同一である必要があります。
■補助対象経費：トップランナー基準達成の業務用
エアコン、業務用冷蔵庫及び業務用冷凍庫（2003 年
以前に製造された機器の設備更新に限ります）の機
器費及び工事費。賃貸用やリースは対象外です。
■補助率：補助対象経費の合計の 1/3 以内。補助対
象経費が 150 万円を超える場合、
補助額一律 50 万円。
■2014 年 1 月 15 日までに工事や業者への支払を完了
すること等が必要となります。
■公募期限：2013 年 11 月 25 日（月）17 時必着。

●違法行為を隠すために、これを「特定秘密」に指定し
た場合、内部告発できなくなるのではないですか？
仮に、違法行為を隠蔽するために、これが特定秘密に
指定されたとしても、このような指定は有効なものでは
なくこれらの事実について内部告発された場合、特定秘
密の漏えいには該当せず、通報した者が処罰されること
はありません。
●特定秘密と公文書管理法との関係はどうなっています
か？
公文書管理法との関係については、他の行政文書と同
様に、歴史公文書等は特定秘密の指定が解除された後に
国立公文書館等に移管されることとなります。
●本法案と併せて、情報公開法と公文書管理法を改正す
るべきではありませんか？
情報の公開は、行政が国民に対し説明する責務を果た
すために重要なものであり、今後とも、情報公開が適正
かつ円滑に実施されるよう取り組んでまいります。また、
閣議の議事録を作成し一定期間経過後に公開するための
公文書管理法改正法案については、閣議の在り方ともか
かわる問題であるため、政府部内で必要な調整・検討を
行った上で、提出することとしたいと考えています。

小水力発電導入促進モデル事業二次公募
■エネ庁(執行団体：(一社)新エネルギー導入促進協
議会)は小水力発電の導入促進を図るため、試験設備
を用いた実用化に向けたモデル事業を公募します。
■補助対象事業：試験設備を用いた実用化に向けた
モデル事業であって、本事業期間中及び財産処分制
限期間中固定価格買取制度の適用を受けないこと、
発電出力が 1,000kW 以下等の要件に該当することが
必要です。なお、中小水力発電における諸課題解決
と、市場ポテンシャル拡大を目指す観点から、モデ
ルとして意義が高い事業を優先的に採択します。
■補助対象事業者：水車又は発電機の製造納入実績
のある小水力発電設備メーカーと発電事業者（民間
事業者等）の共同申請であることが必要です。
■補助率：補助対象経費の 2/3 以内。
■公募期限：2013 年 11 月 21 日（木）17 時必着。

農業経営資源有効活用地区推進事業（技術習得支援）

省エネ型ノンフロン整備促進事業（第 2 次）

■農水省は、新規就農者や規模拡大を図る農業法人
等が、離農者が営農活動で構築した経営資源につい
て、貸付等を受け自らの農業経営に取り込むことで
将来にわたって有効に活用することを支援します。
■事業の内容は、①地域システム確立協議会開催、
②現地指導の実施、③現地検討会の開催、④(②及び
③の実施に必要な)生産管理状況のモニタリング。
■補助要件：上記①から③までのうち一つを必ず行
うこと、事業内容が成果目標の達成に結び付く取組
であること等。
■事業実施主体：農協、土地改良区、農業生産法人、
特定農業団体、その他農業者の組織する団体等。
■補助率：補助対象経費の 1/2 以内。
■公募期限：2013 年 11 月 15 日（金）17 時必着。

■環境省は、地球温暖化対策の一環として、フロン漏
えいが起きない自然冷媒を使用した冷凍等装置で、省
エネ性能が高い装置の導入費用を補助します。
■補助により設置する装置は、冷媒としてフロン類を
使用せず自然冷媒を使用したものであって、フロン類
を使用したものよりも省エネ性能に優れた冷凍・冷
蔵・空調装置である必要があります。また、補助によ
り設置する装置の導入費用が同等の能力のフロン冷
媒装置の導入費用よりも一事業につき 500 万円以上
高額であることが必要です。
■対象事業者：民間企業、一般法人、公益法人等。
■補助額：省エネ型ノンフロン冷凍等装置導入費用
と、比較対象フロン装置導入費用の差額の 1/3 以内。
■公募期限：2013 年 11 月 13 日（水）まで。
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