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（昭和四十七年七月五日法律第百十七号）（昭和四十七年七月五日法律第百十七号）（昭和四十七年七月五日法律第百十七号）（昭和四十七年七月五日法律第百十七号）

最終改正：平成二三年六月三日法律第六一号

　第一章　総則（第一条・第二条）

　第二章　警備業の認定等（第三条―第十三条）

　第三章　警備業務（第十四条―第二十条）

　第四章　教育等

　　第一節　教育及び指導監督（第二十一条・第二十二条）

　　第二節　検定（第二十三条―第三十九条）

　第五章　機械警備業（第四十条―第四十四条）

　第六章　監督（第四十五条―第五十一条）

　第七章　雑則（第五十二条―第五十五条）

　第八章　罰則（第五十六条―第六十条）

　附則

　　　第一章　総則第一章　総則第一章　総則第一章　総則

（目的）

第一条第一条第一条第一条 　この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ること

を目的とする。

（定義）

第二条第二条第二条第二条 　この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の

需要に応じて行うものをいう。

一一一一    　事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等（以下「警備業務対象施設」という。）における盗難等

の事故の発生を警戒し、防止する業務

二二二二    　人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の

発生を警戒し、防止する業務

三三三三    　運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

四四四四    　人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

２２２２    　この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。

３３３３    　この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。

４４４４    　この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するもの

をいう。

５５５５    　この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置（警備業務対象施設に設置する機

器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置

する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。）を使用して行う第一

項第一号の警備業務をいう。

６６６６    　この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。
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　　　第二章　警備業の認定等第二章　警備業の認定等第二章　警備業の認定等第二章　警備業の認定等

（警備業の要件）

第三条第三条第三条第三条 　次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

一一一一    　成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二二二二    　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三三三三    　最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警

備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるもの

をした者

四四四四    　集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会

規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

五五五五    　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第十二条 若

しくは第十二条の六 の規定による命令又は同法第十二条の四第二項 の規定による指示を受け

た者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

六六六六    　アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

七七七七    　心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める

もの

八八八八    　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続

人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとす

る。

九九九九    　営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分（前条第一項各号の警備業務の

区分をいう。以下同じ。）ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認めら

れないことについて相当な理由がある者　

十十十十    　法人でその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）

のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの

十一十一十一十一    　第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影

響力を有する者

（認定）

第四条第四条第四条第四条 　警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安

委員会（以下「公安委員会」という。）の認定を受けなければならない。

（認定手続及び認定証）

第五条第五条第五条第五条 　前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、

次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書に

は、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一一一一    　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二二二二    　主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の

区分

三三三三    　営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教

警備業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO117.html

2 of 21 18.07.2012 10:52



育責任者の氏名及び住所

四四四四    　法人にあつては、その役員の氏名及び住所

２２２２    　公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認定したとき

は、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。

３３３３    　公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、

内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。

４４４４    　認定証の有効期間（第七条第二項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつて

は、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。）は、認定を受けた日（認定証の有効期間が更

新された場合にあつては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日）から起算して五年とす

る。

５５５５    　認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかに

その旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

（認定証の掲示義務）

第六条第六条第六条第六条 　警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

（認定証の有効期間の更新）

第七条第七条第七条第七条 　警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主た

る営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受け

なければならない。

２２２２    　公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと

認めたときは、認定証の有効期間を更新しなければならない。

３３３３    　公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認

めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通

知しなければならない。

４４４４    　第五条第一項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場

合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定証更新申請書」と読み替えるものとする。

５５５５    　認定証の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。

（認定の取消し）

第八条第八条第八条第八条 　公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が

判明したときは、その認定を取り消すことができる。

一一一一    　偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。

二二二二    　第三条各号（第九号を除く。）に掲げる者のいずれかに該当していること。

三三三三    　正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以

上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

四四四四    　三月以上所在不明であること。

（営業所の届出等）

第九条第九条第九条第九条 　警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を

設け、又は当該区域内で警備業務（内閣府令で定めるものを除く。）を行おうとするときは、内閣府

令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出

書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付

しなければならない。
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一一一一    　第五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項

二二二二    　主たる営業所の名称及び所在地

三三三三    　前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

（廃止の届出）

第十条第十条第十条第十条 　警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃

止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

２２２２    　前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。

（変更の届出）

第十一条第十一条第十一条第十一条 　警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定める

ところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令

で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、

内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

２２２２    　公安委員会は、警備業者が第五条第一項第一号、第二号（主たる営業所に係る部分に限る。）又

は第四号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合に

おいては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け、又は第九条に規定す

る警備業務を行つている都道府県の区域を管轄する他の公安委員会に通知するものとする。

３３３３    　第一項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事

項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

４４４４    　第一項の規定は、第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、「主

たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替

えるものとする。

（認定証の返納等）

第十二条第十二条第十二条第十二条 　認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞な

く、認定証（第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証）をその主たる営業所の所在地

を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一一一一    　警備業を廃止したとき。

二二二二    　認定が取り消されたとき。

三三三三    　認定証の有効期間が満了したとき。

四四四四    　認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。

２２２２    　認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定め

る者は、遅滞なく、認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければな

らない。

一一一一    　死亡した場合　同居の親族又は法定代理人

二二二二    　法人が合併により消滅した場合　合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

３３３３    　第一項（第一号及び第四号を除く。）又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第九条の

規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければ

ならない。

（名義貸しの禁止）

第十三条第十三条第十三条第十三条 　警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。
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　　　第三章　警備業務第三章　警備業務第三章　警備業務第三章　警備業務

（警備員の制限）

第十四条第十四条第十四条第十四条 　十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員

となつてはならない。

２２２２    　警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

（警備業務実施の基本原則）

第十五条第十五条第十五条第十五条 　警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与

えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは

団体の正当な活動に干渉してはならない。

（服装）

第十六条第十六条第十六条第十六条 　警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令

に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いな

ければならない。

２２２２    　警備業者は、警備業務（内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同

じ。）を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内にお

いて警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記

載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める

書類を添付しなければならない。

３３３３    　第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この

場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安

委員会」と読み替えるものとする。

（護身用具）

第十七条第十七条第十七条第十七条 　警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安

委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定

めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。

２２２２    　前条第二項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、第十

一条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。この場合において、前条第二

項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と、第十

一条第一項中「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは「当該変更に係る公安委

員会」と読み替えるものとする。

（特定の種別の警備業務の実施）

第十八条第十八条第十八条第十八条 　警備業者は、警備業務（第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するもの

に限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。）のうち、その実

施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身

体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別（以下単に

「種別」という。）のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第

二十三条第四項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施さ

せなければならない。

警備業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO117.html

5 of 21 18.07.2012 10:52



（書面の交付）

第十九条第十九条第十九条第十九条 　警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契

約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をそ

の者に交付しなければならない。

２２２２    　警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次

に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなけ

ればならない。

一一一一    　警備業務の内容として内閣府令で定める事項

二二二二    　警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額

三三三三    　前号の金銭の支払の時期及び方法

四四四四    　警備業務を行う期間

五五五五    　契約の解除に関する事項

六六六六    　前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

３３３３    　警備業者は、前二項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業

務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。

この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。

（苦情の解決）

第二十条第二十条第二十条第二十条 　警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努

めなければならない。

　　　第四章　教育等第四章　教育等第四章　教育等第四章　教育等

　　　　第一節　教育及び指導監督第一節　教育及び指導監督第一節　教育及び指導監督第一節　教育及び指導監督

（警備業者等の責務）

第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条 　警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知

識及び能力の向上に努めなければならない。

２２２２    　警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、

内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

（警備員指導教育責任者）

第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条 　警備業者は、営業所（警備員の属しないものを除く。）ごと及び当該営業所において取り

扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警

備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項

の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。た

だし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から

十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。

２２２２    　公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交

付する。

一一一一    　公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務

について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者

二二二二    　公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務
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に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

３３３３    　警備員指導教育責任者資格者証の交付は、警備業務の区分ごとに行うものとする。

４４４４    　第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警

備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。

一一一一    　未成年者

二二二二    　第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者

三三三三    　第七項第二号又は第三号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命

ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者

５５５５    　警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の

記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受

けなければならない。

６６６６    　警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を

亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に

届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。

７７７７    　公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該

当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返

納を命ずることができる。

一一一一    　第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至つたとき。

二二二二    　偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたとき。

三三三三    　この法律、この法律に基づく命令又は第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規

則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき。

８８８８    　警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者

に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する

講習を受けさせなければならない。

　　　　第二節　検定第二節　検定第二節　検定第二節　検定

（検定）

第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条 　公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備

員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。

２２２２    　前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び

能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。

３３３３    　前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会（以下単に「講習会」とい

う。）の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験

又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

４４４４    　公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付す

る。

５５５５    　前条第四項から第六項までの規定は合格証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第七

項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第四項中

「第二項」とあるのは「第二十三条第四項」と、同項第一号中「未成年者」とあるのは「十八歳未満の

者」と、同項第二号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは

「第二十三条第五項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格

者証の返納」とあるのは「合格証明書の返納」と、同条第七項第一号中「第六号」とあるのは「第七
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号」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「警備員」と読み替えるものとする。

６６６６    　前各項に定めるもののほか、第一項の検定の試験科目、受験手続その他同項の検定の実施につ

いて必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

（登録）

第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条 　前条第三項の登録は、講習会を行おうとする者の申請により行う。

（欠格条項）

第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条 　次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第三項の登録を受けることができな

い。

一一一一    　この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二二二二    　第三十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三三三三    　法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

（登録基準）

第二十六条第二十六条第二十六条第二十六条 　国家公安委員会は、第二十四条の規定により登録を申請した者（以下この項において

「登録申請者」という。）が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければな

らない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

一一一一    　その行う講習会が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及

び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであること。

二二二二    　登録申請者が、警備業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこ

と。

イイイイ　登録申請者が株式会社である場合にあつては、警備業者がその親法人（会社法 （平成十七

年法律第八十六号）第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。）であること。

ロロロロ　登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。）

にあつては、業務を執行する社員）に占める警備業者の役員又は職員（過去二年間に当該警

備業者の役員又は職員であつた者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。

ハハハハ　登録申請者（法人にあつては、その代表権を有する役員）が、警備業者の役員又は職員（過

去二年間に当該警備業者の役員又は職員であつた者を含む。）であること。

２２２２    　登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一一一一    　登録年月日及び登録番号

二二二二    　第二十三条第三項の登録を受けた者（以下「登録講習機関」という。）の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三三三三    　登録講習機関が講習会を行う事務所の所在地

（登録の更新）

第二十七条第二十七条第二十七条第二十七条 　第二十三条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受け

なければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

２２２２    　前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

（講習会の実施に係る義務）

第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条 　登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件及び国家公

安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。

警備業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO117.html

8 of 21 18.07.2012 10:52



（登録事項の変更の届出）

第二十九条第二十九条第二十九条第二十九条 　登録講習機関は、第二十六条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようと

するときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければな

らない。

（業務規程）

第三十条第三十条第三十条第三十条 　登録講習機関は、講習会の業務に関する規程（次項において「業務規程」という。）を定

め、講習会の業務の開始前に、国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更しようとす

るときも、同様とする。

２２２２    　業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他の国家公安委員会規則で定める

事項を定めておかなければならない。

（業務の休廃止）

第三十一条第三十一条第三十一条第三十一条 　登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき

は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならな

い。

（財務諸表等の備付け及び閲覧等）

第三十二条第三十二条第三十二条第三十二条 　登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対

照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ

つて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の作成がされている場合

における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条第二号において「財務諸表等」という。）を作成

し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

２２２２    　講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、

次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関

の定めた費用を支払わなければならない。

一一一一    　財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二二二二    　前号の書面の謄本又は抄本の請求

三三三三    　財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項

を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四四四四    　前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供

することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

（適合命令）

第三十三条第三十三条第三十三条第三十三条 　国家公安委員会は、登録講習機関が第二十六条第一項各号のいずれかに適合しなく

なつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとる

べきことを命ずることができる。

（改善命令）

第三十四条第三十四条第三十四条第三十四条 　国家公安委員会は、登録講習機関が第二十八条の規定に違反していると認めるとき

は、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施の方法その他の業務の方

法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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（登録の取消し等）

第三十五条第三十五条第三十五条第三十五条 　国家公安委員会は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登

録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一一一一    　第二十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二二二二    　第二十九条から第三十一条まで、第三十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三三三三    　正当な理由がないのに第三十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四四四四    　前二条の規定による命令に違反したとき。

五五五五    　不正の手段により第二十三条第三項の登録を受けたとき。

（帳簿の記載）

第三十六条第三十六条第三十六条第三十六条 　登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令

で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

（報告の徴収）

第三十七条第三十七条第三十七条第三十七条 　国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、そ

の業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

（立入検査）

第三十八条第三十八条第三十八条第三十八条 　国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察庁の職員に登録講

習機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

２２２２    　前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者に提示しなければならない。

３３３３    　第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。

（公示）

第三十九条第三十九条第三十九条第三十九条 　国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一一一一    　第二十三条第三項の登録をしたとき。

二二二二    　第二十九条の規定による届出があつたとき。

三三三三    　第三十一条の規定による届出があつたとき。

四四四四    　第三十五条の規定により第二十三条第三項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命

じたとき。

　　　第五章　機械警備業第五章　機械警備業第五章　機械警備業第五章　機械警備業

（機械警備業務の届出）

第四十条第四十条第四十条第四十条 　機械警備業を営む警備業者（以下「機械警備業者」という。）は、機械警備業務を行おうと

するときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設（以下「基地局」という。）又は送信

機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委

員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書に

は、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一一一一    　氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二二二二    　当該機械警備業務に係る基地局の名称及び所在地並びに第四十二条第一項の規定により選

任する機械警備業務管理者の氏名及び住所
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三三三三    　前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

（廃止等の届出）

第四十一条第四十一条第四十一条第四十一条 　機械警備業者は、前条の規定による届出をした公安委員会の管轄区域内における基

地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は

同条第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃

止等に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。こ

の場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

（機械警備業務管理者）

第四十二条第四十二条第四十二条第四十二条 　機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対す

る指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警

備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任し

なければならない。

２２２２    　公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付

する。

一一一一    　公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に

ついて行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者

二二二二    　公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に

関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

３３３３    　第二十二条第一項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに

至つた場合について、同条第四項から第六項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交

付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受

けた者について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十二条第二

項」と、同項第二号中「該当する者」とあるのは「該当する者又は心身の障害により機械警備業務管

理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、同項第三

号中「第七項第二号」とあるのは「第四十二条第三項において読み替えて準用する第七項第二号」

と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」

と、同条第七項第一号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は第四十二条第三項において読み替

えて準用する第四項第二号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、同項第三号中「警備

員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。

（即応体制の整備）

第四十三条第四十三条第四十三条第四十三条 　機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗

難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の

確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所（警備員の待機

する施設をいう。以下同じ。）及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。

（書類の備付け）

第四十四条第四十四条第四十四条第四十四条 　機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。

一一一一    　待機所ごとに、配置する警備員の氏名

二二二二    　警備業務対象施設の名称及び所在地

三三三三    　前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
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　　　第六章　監督第六章　監督第六章　監督第六章　監督

（警備員の名簿等）

第四十五条第四十五条第四十五条第四十五条 　警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内

閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

（報告の徴収）

第四十六条第四十六条第四十六条第四十六条 　公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の

状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

（立入検査）

第四十七条第四十七条第四十七条第四十七条 　公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業

所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることがで

きる。

２２２２    　第三十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

（指示）

第四十八条第四十八条第四十八条第四十八条 　公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは

第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し

他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認め

られるときは、当該警備業者に対し、当該警備員を警備業務に従事させない措置その他の必要な

措置をとるべきことを指示することができる。

（営業の停止等）

第四十九条第四十九条第四十九条第四十九条 　公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは

第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務に関

し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがある

と認められるとき、又は警備業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該警備業者に対

し、六月以内の期間を定めて当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業の全部

又は一部の停止を命ずることができる。

２２２２    　公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、営業の廃止を命

ずることができる。

一一一一    　第五条第三項又は第七条第三項の規定による通知を受けて警備業を営んでいる者

二二二二    　第八条の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者

三三三三    　前二号に掲げる者のほか、第三条各号（第九号を除く。）のいずれかに該当する者で警備業を

営んでいるもの（第四条の認定を受けている者を除く。）

（聴聞の特例）

第五十条第五十条第五十条第五十条 　公安委員会は、前条の規定による処分（同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規

定による処分を除く。以下この条において同じ。）をしようとするときは、行政手続法 （平成五年法律

第八十八号）第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を

行わなければならない。

２２２２    　第八条、第二十二条第七項（第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を

含む。以下この条及び次条において同じ。）又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつ
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ては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴

聞の期日及び場所を公示しなければならない。

３３３３    　前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第

一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

４４４４    　第八条、第二十二条第七項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開

により行わなければならない。

５５５５    　第八条、第二十二条第七項又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、聴聞の期日にお

いて必要があると認めるときは、警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当

該事案の関係人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

（行政手続法 の適用除外）

第五十一条第五十一条第五十一条第五十一条 　公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第六号若しくは第七

号又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十二条第四項第二号（第三条第一号

から第五号までに係る部分を除く。）に該当すると認めた者について行う第八条、第二十二条第七

項又は第四十九条の規定による処分及び同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による

処分については、行政手続法第三章 （第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。

　　　第七章　雑則第七章　雑則第七章　雑則第七章　雑則

（検定に係る手数料）

第五十二条第五十二条第五十二条第五十二条 　都道府県は、第二十三条第一項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定め

る者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定

める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

（方面公安委員会への権限の委任）

第五十三条第五十三条第五十三条第五十三条 　この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務

は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

（経過措置）

第五十四条第五十四条第五十四条第五十四条 　この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委

員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規

則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内

において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。

（内閣府令への委任）

第五十五条第五十五条第五十五条第五十五条 　この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この

法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

　　　第八章　罰則第八章　罰則第八章　罰則第八章　罰則

第五十六条第五十六条第五十六条第五十六条    　次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に

処し、又はこれを併科する。

一一一一    　第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者

二二二二    　第四十九条第一項又は第二項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者
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第五十七条第五十七条第五十七条第五十七条    　次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一一一一    　第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三

項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者

二二二二    　第七条第一項の規定による認定証の有効期間の更新の申請をしないで、認定証の有効期間

の満了後引き続き警備業を営んだ者

三三三三    　第十三条の規定に違反して他人に警備業を営ませた者

四四四四    　第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない

書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

五五五五    　第二十二条第一項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者

六六六六    　第四十条の規定に違反して届出をしなかつた者

七七七七    　第四十八条の規定による指示に違反した者

八八八八    　偽りその他不正の手段により第四条の認定又は第七条第一項の認定証の有効期間の更新を

受けた者

第五十八条第五十八条第五十八条第五十八条    　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一一一一    　第五条第一項（第七条第四項において準用する場合を含む。）の認定申請書若しくは認定証更

新申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二二二二    　第六条の規定に違反して認定証を掲示しなかつた者

三三三三    　第九条、第十条第一項、第十一条第一項（同条第四項、第十六条第三項及び第十七条第二項

において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）、第十六条第二項（第十七条第二項

において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）若しくは第四十一条の規定に違反し

て届出をせず、又は第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十六条第二項、第四十条若しく

は第四十一条の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

四四四四    　第十二条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者

五五五五    　第二十二条第七項（第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含

む。）の規定による命令に違反した者

六六六六    　第三十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七七七七    　第三十六条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は

帳簿を保存しなかつた者

八八八八    　第三十七条若しくは第四十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の

報告若しくは資料の提出をし、又は第三十八条第一項若しくは第四十七条第一項の規定による

検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

九九九九    　第四十二条第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者

十十十十    　第四十四条又は第四十五条に規定する書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せ

ず、若しくは虚偽の記載をした者

第五十九条第五十九条第五十九条第五十九条    　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

ても、各本条の罰金刑を科する。

第六十条第六十条第六十条第六十条    　次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一一一一    　第十二条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者又は同条第三項の規定に違反

して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者
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二二二二    　第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき

事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定

による請求を拒んだ者

　　　附　則附　則附　則附　則

（施行期日）

１１１１ 　この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

（経過措置）

２２２２ 　この法律の施行の際現に警備業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条

の規定による届出をしないで、警備業を営むことができる。

　　　附　則　（昭和五七年七月一六日法律第六七号）附　則　（昭和五七年七月一六日法律第六七号）附　則　（昭和五七年七月一六日法律第六七号）附　則　（昭和五七年七月一六日法律第六七号）

（施行期日）

１１１１ 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

（経過措置）

２２２２ 　この法律の施行の際現に改正前の警備業法（以下「旧法」という。）第四条の規定による届出をし

て警備業を営んでいる者（以下「旧法の警備業者」という。）の営む警備業については、この法律の

施行の日（以下「施行日」という。）から三月を経過する日（その日以前に改正後の警備業法（以下

「新法」という。）第四条の二第一項の規定による認定の申請をした場合にあつては、同条第二項又

は第三項の規定による通知がある日）までの間は、なお従前の例による。ただし、旧法の警備業者

が施行日以後新たに機械警備業を営む場合には、当該機械警備業に係る機械警備業務の届出そ

の他機械警備業に関する新法の規定を適用する。

３３３３ 　旧法の警備業者が行う警備業務に従事する警備員については、前項に規定する期間が経過する

日までの間は、なお従前の例による。

４４４４ 　新法第十一条の三第一項の規定の適用については、施行日から一年間は、同項中「警備員指導

教育責任者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「警備員指導教育責任者資格者証の交

付を受けている者又は国家公安委員会の定めるところにより公安委員会が警備員の指導及び教育

に関し知識経験があると認める者」とする。

５５５５ 　新法第十一条の六第一項の規定の適用については、施行日から一年間は、同項中「機械警備業

務管理者資格者証の交付を受けている者」とあるのは、「機械警備業務管理者資格者証の交付を

受けている者又は国家公安委員会の定めるところにより公安委員会が機械警備業務の管理に関し

知識経験があると認める者」とする。

６６６６ 　この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合

におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　　　附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄

（施行期日）

第一条第一条第一条第一条 　この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
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（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）

第二条第二条第二条第二条 　この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三

条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続

を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利

益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例

による。

（罰則に関する経過措置）

第十三条第十三条第十三条第十三条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）

第十四条第十四条第十四条第十四条 　この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分

に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定に

より行われたものとみなす。

（政令への委任）

第十五条第十五条第十五条第十五条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置

は、政令で定める。

　　　附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄

（施行期日）

第一条第一条第一条第一条 　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。

一一一一 　第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定

（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限

る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分

に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除

く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第

十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただ

し書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項

まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日

（国等の事務）

第百五十九条第百五十九条第百五十九条第百五十九条 　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行

前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他

の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、こ

の法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務と

して処理するものとする。

（処分、申請等に関する経過措置）

第百六十条第百六十条第百六十条第百六十条 　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附

則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等

の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に
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改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条におい

て「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行う

べき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律

（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以

後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定に

よりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

２２２２ 　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し

報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続

がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、

これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報

告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみ

なして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

（不服申立てに関する経過措置）

第百六十一条第百六十一条第百六十一条第百六十一条 　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下こ

の条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条

において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行

日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規

定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当

該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

２２２２ 　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該

機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第

一号に規定する第一号法定受託事務とする。

（手数料に関する経過措置）

第百六十二条第百六十二条第百六十二条第百六十二条 　施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含

む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段

の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第百六十三条第百六十三条第百六十三条第百六十三条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。

（その他の経過措置の政令への委任）

第百六十四条第百六十四条第百六十四条第百六十四条 　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）は、政令で定める。

２２２２ 　附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定め

る。

（検討）

第二百五十条第二百五十条第二百五十条第二百五十条 　新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、で

きる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地

方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適

切な見直しを行うものとする。
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第二百五十一条第二百五十一条第二百五十一条第二百五十一条 　政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国

と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移

等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条第二百五十二条第二百五十二条第二百五十二条 　政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体

制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等

の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。

　　　附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄附　則　（平成一一年一二月八日法律第一五一号）　抄

（施行期日）

第一条第一条第一条第一条 　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条第四条第四条第四条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　　　附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄

（施行期日）

第一条第一条第一条第一条 　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。

　　　附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）附　則　（平成一四年五月二九日法律第四五号）

（施行期日）

１１１１ 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

（経過措置）

２２２２ 　この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第九十四号）

第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の

改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

　　　附　則　（平成一四年一一月二二日法律第一〇八号）附　則　（平成一四年一一月二二日法律第一〇八号）附　則　（平成一四年一一月二二日法律第一〇八号）附　則　（平成一四年一一月二二日法律第一〇八号）

（施行期日）

１１１１ 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。

（経過措置）

２２２２ 　この法律の施行前に変更があった事項に係る届出については、この法律による改正後の警備業

法第六条又は第十一条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３３３３ 　この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけ

るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　　　附　則　（平成一六年五月二六日法律第五〇号）　抄附　則　（平成一六年五月二六日法律第五〇号）　抄附　則　（平成一六年五月二六日法律第五〇号）　抄附　則　（平成一六年五月二六日法律第五〇号）　抄

（施行期日）
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第一条第一条第一条第一条 　この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

（経過措置）

第二条第二条第二条第二条 　この法律による改正後の警備業法（以下「新法」という。）第十八条の規定の適用について

は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から六月を経過する日までの間は、同条中「警備

員」とあるのは、「警備員又は警備業法の一部を改正する法律（平成十六年法律第五十号）による

改正前の警備業法第十一条の二の規定による検定に合格した警備員」とする。

第三条第三条第三条第三条 　新法第十九条第二項の規定は、この法律の施行前に締結した警備業務を行う契約について

は、適用しない。

第四条第四条第四条第四条 　この法律の施行の際現にこの法律による改正前の警備業法（以下「旧法」という。）第四条の

規定による都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）の認定を受けて警備業を営んでいる

者は、施行日から六月を経過する日までの間に、公安委員会に新法第五条第一項第二号及び第三

号に掲げる事項（同項第二号に掲げる事項にあっては、当該営業所において取り扱う警備業務の

区分に限る。）を記載した届出書を提出しなければならない。

第五条第五条第五条第五条 　旧法第十一条の二の規定による検定に合格した者は、国家公安委員会規則で定めるところ

により公安委員会が行う審査に合格したときは、新法第二十三条第一項の検定に合格した者とみな

す。

第六条第六条第六条第六条 　旧法第十一条の三第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証は、施

行日から二年を経過する日までの間は、新法第二条第一項各号の警備業務の区分に係る新法第

二十二条第二項の規定により交付された警備員指導教育責任者資格者証とみなす。

第七条第七条第七条第七条 　施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この

附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手

続その他の行為とみなす。

第八条第八条第八条第八条 　附則第四条の規定に違反して届出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した

者は、三十万円以下の罰金に処する。

第九条第九条第九条第九条 　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第十条第十条第十条第十条 　附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、

政令で定める。

（検討）

第十一条第十一条第十一条第十一条 　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法第十八条、第十九条及び

第二十二条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定に検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

　　　附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄附　則　（平成一六年一二月一日法律第一四七号）　抄
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（施行期日）

第一条第一条第一条第一条 　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。

　　　附　則　（平成一七年七月一五日法律第八三号）　抄附　則　（平成一七年七月一五日法律第八三号）　抄附　則　（平成一七年七月一五日法律第八三号）　抄附　則　（平成一七年七月一五日法律第八三号）　抄

（施行期日）

第一条第一条第一条第一条 　この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

　　　附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄

　この法律は、会社法の施行の日から施行する。

　　　附　則　（平成二三年六月三日法律第六一号）　抄附　則　（平成二三年六月三日法律第六一号）　抄附　則　（平成二三年六月三日法律第六一号）　抄附　則　（平成二三年六月三日法律第六一号）　抄

（施行期日）

第一条第一条第一条第一条 　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下

「施行日」という。）から施行する。

別表（第二十六条関係）

科目 施設及び設備 講師

一　警備業

務に関する

法令

一　講義室

二　この法律その他警備

業務に関する法令の概要

に関する視聴覚教材

三　視聴覚教材を使用す

るために必要な設備

四　法令集その他の書籍

一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による大学

において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあ

り、又はこれらの職にあつた者

二　第二十二条第二項の警備員指導教育責任者資格者証

の交付を受けている者であつて、警備員を指導し、及び教育

する業務に通算して三年以上従事した経験を有するもの

三　前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

二　警備業

務の実施

の方法

一　講義室

二　訓練施設

三　護身用具

四　携帯用無線装置

五　警備業務用車両

六　金属探知機

七　エックス線透視装置

八　侵入検知装置

九　遠隔監視装置

十　交通誘導用器材

一　第二十二条第二項の警備員指導教育責任者資格者証

の交付を受けている者であつて、警備員を指導し、及び教育

する業務に通算して三年以上従事した経験を有するもの

二　前号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

三　事故発

生時の対

処要領

一　講義室

二　訓練施設

三　護身用具

警備業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO117.html

20 of 21 18.07.2012 10:52



四　携帯用拡声器

五　応急救護用器材

備考　二の項の中欄第六号から第九号までに掲げる設備は、視聴覚教材をもつて代えることができ

る。
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