正

案
︵定義︶

現

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部 を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政 令

改

○犯罪 による収益の移転防止に関する法律施行令︵平成二十年政令第二十号︶

︵定義︶

新旧対照条文

︵傍線の部分は改正部分︶

行

等﹂︑﹁本人特定事項﹂︑﹁本人確認 ﹂︑﹁特定受任行為の代理等﹂︑﹁

この政令 において︑﹁犯罪による収益﹂︑﹁特定事業者﹂︑﹁顧客

等﹂︑﹁代表者等﹂︑﹁取引時確認﹂︑﹁疑わしい取引の 届出﹂又は﹁特

代表者等﹂︑﹁本人確認記録﹂又は﹁疑わしい取引の届出﹂と は︑犯罪に

第一条

定受任行為の代理等 ﹂とは︑犯罪による収益の移転防止に関する法律︵以

よる収益の移転防止に関 する法律︵以下﹁法﹂という︒︶第二条第一項若

この政令において︑﹁犯罪に よる収益﹂︑﹁特定事業者﹂︑﹁顧客

下﹁法﹂という︒︶第二条︑第四条 第六項︑第八条第二項又は別表に規定

しくは第二項︑第四条第一項若しくは 第二項︑第六条第一項又は第九条第

第一条

する犯罪による収益︑特定事業者︑顧客等︑代表者等︑取引時確 認︑疑わ

二項に規定する犯罪による収益︑特定事業者︑顧客等︑本人特定事項 ︑本

第二条

法第二条第二項第二十八号に規定する 政令で定める者は︑貸金業法

︵法第二条第二項第二十八号に規定 する政令で定める者︶

引の届出をいう︒

人確認︑特定受任行為の代理等︑代表 者等︑本人確認記録又は疑わしい取

しい取引の届出又は特定 受任行為の代理等をいう︒

︵法第二条第二項第二十九号に規定する政 令で定める者︶
法第二条第二項第二十九号に規定する政令で定める者は︑貸金業法

施行令︵ 昭和五十八年政令第百八十一号︶第一条の二第三号に掲げる者と

第二 条

施行令︵昭和五十八年政令第百八十 一号︶第一条の二第三号に掲げる者と

する︒

法第二条第二項第三十四号に規 定する政令で定める賃貸は︑次の要

する︒

一

とができないものであること又はこ れに準ずるものとして主務省令で定

賃貸に係る契約 が︑当該賃貸の期間の中途においてその解除をするこ

件を満たす賃貸とする︒

第三条

︵法第二条第二 項第三十四号に規定する政令で定める賃貸︶

法第二条第二項第三十七号に規定する政令で 定める賃貸は︑次の要

︵法第二条第二項第三十七号に規定 する政令で定める賃貸︶
第三条

賃貸に係る契約が︑当該賃貸の 期間の中途においてその解除をするこ

件を満たす賃貸 とする︒
一

とができないものであること又はこれに準ずるものとして主 務省令で定

一頁

二

めるものであること︒

めるものであること︒

賃貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類その他 の物品の使用からもた

らされる経済 的な利益を実質的に享受することができ︑かつ︑当該物品

二

らされる経済的な利益を実質的に 享受することができ︑かつ︑当該物品

の使用に伴って生ずる費用を実質的 に負担すべきこととされているもの

賃 貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類その他の物品の使用からもた

の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこ ととされているもの

であること︒

第四条

法第二条第二項第三十七号に規定する政令で定める貴 金属は︑金︑

︵貴金属等︶

であること︒

︵貴金属等︶
法第二条第 二項第四十号に規定する政令で定める貴金属は︑金︑白

白金︑銀及びこれらの合 金とする︒

法第二条第二項第三十七号に規定す る政令で定める宝石は︑ダイヤモン

ドその他の貴石︑半貴石及び真珠とする︒

２

その他の貴石︑半貴石及 び真珠とする︒

︵顧客に準ずる者︶

法第二条第二項第四十号に規定する政令で定める宝石は︑ダ イヤモンド

金︑銀及びこれらの合金とする︒

第四条

２

︵顧客に準ずる者︶

形成給付金契約﹂という︒︶︑同法 第六条の三第一項に規定する勤労者財

の二第一 項に規定する勤労者財産形成給付金契約︵以下単に﹁勤労者財産

宅貯蓄契約︵以下﹁勤労者財産形成貯蓄契約等﹂ という︒︶︑同法第六条

勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同 条第四項に規定する勤労者財産形成住

第六 条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約︑同条第二項に規定する

︑信託の受益者︵勤労者財産形成促進法︵ 昭和四十六年法律第九十二号︶

産形成基金契約︵以下単に﹁勤労者財 産形成基金契約﹂という︒︶︑確定

形成給付金契約 ﹂という︒︶︑同法第六条の三第一項に規定する勤労者財

の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約︵以 下単に﹁勤労者財産

宅貯蓄契約︵以下﹁勤労者財産形成貯 蓄契約等﹂という︒︶︑同法第六条

勤労者財 産形成年金貯蓄契約及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住

第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契 約︑同条第二項に規定する

︑信託の受益者︵勤労者財産形成促 進法︵昭和四十六年法律第九十二号︶

法第四条第一項に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は

産形成基金契約︵以下単に﹁勤労者財産形成基金契約 ﹂という︒︶︑確定

給付企業年金法︵平成十三年法律第五十号︶第六十五条第三 項に規定する

第 五条

給付企業年金法 ︵平成十三年法律第五十号︶第六十五条第三項に規定する

資産管理運用契約︑ 企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締

法第二条第三項に規定 する顧客に準ずる者として政令で定める者は

資産管理運用契約︑企業年金基金が 同法第六十六条第一項の規定により締

結する同法第六十五条第一項各号に掲 げる契約及び同法第六十六条第二項

第五条

結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約及び同法第六 十六条第二項

二頁

︵法第四条第一項第 一号に規定する政令で定める外国人︶

︶とする︒

産管理契約﹂ という︒︶その他主務省令で定める契約に係るものを除く︒

年法律第八十八号︶第八条第二項に規定する資産管 理契約︵以下単に﹁資

項の規定により締結する加入者保護 信託契約︑確定拠出年金法︵平成十三

株式等 の振替に関する法律︵平成十三年法律第七十五号︶第五十一条第一

に規定する信託の契約︵以下﹁資産管理運用契 約等﹂という︒︶︑社債︑

︵法第四条第一項に規定する政令で定める外国人︶

︶とする︒

産管理契約﹂という︒︶その他主務省令で定める契約に係 るものを除く︒

年法律第八十八号︶第八条第二項に規 定する資産管理契約︵以下単に﹁資

項の規定によ り締結する加入者保護信託契約︑確定拠出年金法︵平成十三

株式等の振替に関する法律︵平成十三年法律第七十 五号︶第五十一条第一

に規定する信託の契約︵以下﹁資産管 理運用契約等﹂という︒︶︑社債︑

定めるものは︑本邦に在留する外国人 であって︑その所持する旅券︵出入

法第四条第一項 に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で

政令で定めるものは︑本邦に在留する外国人であって︑その所持 する旅券

国管理及び難民認定法︵昭和二十六年政令第三百十九号︶第二条第五 号に

第六条

︵出入国管理及び難民認 定法︵昭和二十六年政令第三百十九号︶第二条第

掲げる旅券をいう︒︶又は乗員 手帳︵出入国管理及び難民認定法第二条第

法第四条第一項第一号に規定 する本邦内に住居を有しない外国人で

五号に掲げる旅券をいう︒︶又は乗 員手帳︵出入国管理及び難民認定法第

六号に掲げる乗員手帳をいう︒︶の記載に よって当該外国人のその属する

第六条

二条第六号に掲げる乗員手帳をいう︒︶の記載によって当該外国人の その

国 における住居を確認することができないものとする︒

法第四条第一項の表第二条第二項第一号から第三十三号までに掲げ

属する国における住居を確認す ることができないものとする︒

第七条

︵金融機関等の特定業務︶

法別表第二条第二項第一号か ら第三十六号までに掲げる者の項に規

︵金 融機関等の特定業務︶
第七条

る者の項に規定する政令で定める業務 は︑次の各号に掲げる特定事業者の

法第二条第 二項第一号から第七号まで及び第十四号から第十九号まで

定する政令で定める業務は︑次の各号に掲げる特 定事業者の区分に応じ︑

一

区分に応じ︑それぞれ当該各号に定める業務とする︒

法第二条第二項第一号から第七 号まで及び第十四号から第二十号まで

それぞれ 当該各号に定める業務とする︒
一

に掲げる特定事業者︑同項第二十号 に掲げる特定事業者︵第七号に掲げ

当該特定事業者が行う業

に掲げる特定事業者︑同項第二十一号に掲げる特定事 業者︵第七号に掲

務

十号及び第三十一号 の二に掲げる特定事業者

る者を除く︒︶並びに同項第二十一号︑第二十三号︑第二十 六号︑第三
当該特定事業者が行う業

げる者を除く︒ ︶並びに同項第二十二号︑第二十四号︑第二十七号︑第
三十二号及び第三十四号に掲げる 特定事業者
務

三頁

農業協同組合

法︵昭和二十二年法律第百三十二号︶第十条第一項 第二号に掲げる事業

法第二条第二項第八号及び第九号 に掲げる特定事業者

法︵昭 和二十二年法律第百三十二号︶第十条第一項第二号に掲げる事業

︵当該特定事 業者が同項第三号に掲げる事業を併せ行う場合に限る︒︶

二

︵当該特定事業者が同項第三号に 掲げる事業を併せ行う場合に限る︒︶

︑同項第三号に掲げる事業︵これら の事業に附帯する事業を含む︒︶若

農業協同組合

︑同項第三号に掲げる事業︵これらの事業に附帯す る事業を含む︒︶若

しくは同項第十号に掲げる事業︵当該事業に附帯する事業 を含む︒︶又

法第二条第二項第八号及び第九号に掲げる 特定事業者

しくは同項第 十号に掲げる事業︵当該事業に附帯する事業を含む︒︶又

は同条第六項若し くは第七項に規定する事業に係る業務

水産業協同組合法︵昭和

は同条第六項若しくは第七項に規 定する事業に係る業務

法第二条第二項第十号に掲げる特 定事業者

二十三年法律第二百四十二号︶第十一条第一項第三号に掲げる 事業︵当

三

二十三年法律第二百 四十二号︶第十一条第一項第三号に掲げる事業︵当

該特定事業者が同項第四 号に掲げる事業を併せ行う場合に限る︒︶︑同

水産業協 同組合法︵昭和

該特定事業者が同項第四号に掲げ る事業を併せ行う場合に限る︒︶︑同

項第四号に掲げる事業︵これらの事 業に附帯する事業を含む︒︶若しく

法第二条第二項第十号に掲げる特定事業者

項第四号に掲げる事業︵これらの事業に附帯する事業を含む︒︶ 若しく

は同項第十一号に掲げる事業︵当該事業に附帯する事業を含む︒︶又 は

二

三

は同項第十一号に掲げる 事業︵当該事業に附帯する事業を含む︒︶又は

同条第三項から第五項までに規 定する事業に係る業務

水産業協同組合法第八

同条第三項から第五項までに規定す る事業に係る業務

法第二条第二項第十一号に掲げる特定 事業者

十 七条第一項第三号に掲げる事業︵当該特定事業者が同項第四号に掲げ

四

十七条第一項第三号に掲げる事 業︵当該特定事業者が同項第四号に掲げ

る事業を併せ行う場合に限る︒︶若 しくは同項第四号に掲げる事業︵こ

水産業協同組合法 第八

る事業を併せ行う場合に限る︒︶若しくは 同項第四号に掲げる事業︵こ

れらの事業に附帯する事業を含む︒︶又は同条 第四項から第六項までに

法第二条第二項第十一号に掲げる特定事業者

れら の事業に附帯する事業を含む︒︶又は同条第四項から第六項までに

水産業協同組合法第九

規定する 事業に係る業務

法第二条第二項第十二号に掲げる 特定事業者

規定する事業に係る業務
五

十三条第一項第一号に掲げる事業︵当該特定事業者が 同項第二号に掲げ

水産業協同組合法第九

十三条第 一項第一号に掲げる事業︵当該特定事業者が同項第二号に掲げ

る事業を併せ行 う場合に限る︒︶︑同項第二号に掲げる事業︵これらの

法第二条第二項第十二号に掲げる特定事業者

る事業を併せ行う場合に限る︒︶ ︑同項第二号に掲げる事業︵これらの

事業に附帯する事業を含む︒︶若し くは同項第六号の二に掲げる事業︵

水産業協同組合法第九

事業に附帯する事業を含む︒︶若しくは同項第六号の 二に掲げる事業︵

法第二条第二項第十三号に掲げる 特定事業者

当該事業に附帯する事業を含む︒︶又は同条第二項から第四 項までに規

六

当該事業に附帯 する事業を含む︒︶又は同条第二項から第四項までに規

水産業協 同組合法第九

定する事業に係る業 務
法第二条第二項第十三号に掲げる特定事業者

定する事業に係る業務

四

五

六

四頁

れらの事業に附帯する事業を含む ︒︶又は同条第三項から第五項までに

る事業 を併せ行う場合に限る︒︶若しくは同項第二号に掲げる事業︵こ

十七条第一項第一号に掲げる事業︵当該特定事 業者が同項第二号に掲げ

れらの事業に 附帯する事業を含む︒︶又は同条第三項から第五項までに

る事業を併せ行う場合に限る︒︶若しくは同項第二 号に掲げる事業︵こ

十七条第一項第一号に掲げる事業︵ 当該特定事業者が同項第二号に掲げ

法第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者︵金融商 品取引法︵昭和

規定する事業に係る業務
七

規定する事業に係る業務
法第二条 第二項第二十一号に掲げる特定事業者︵金融商品取引法︵昭

二十三年法律第二 十五号︶第二十八条第一項に規定する第一種金融商品

金融

取引業又は同条第四項に規定する投 資運用業を行う者を除く︒︶

金

信託法︵平成十八年

金融商品取引法第六

品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者を 除く︒︶

法第二条第二項第二十四号 に掲げる特定事業者

十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務

法第二条第二項第二十二号に掲げ る特定事業者

商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業 又は同条

八

融商品取引法第二十 八条第二項に規定する第二種金融商品取引業又は同

信託法︵平成十八年

金融商品取 引法第六

第三項に規定する投資助 言・代理業に係る業務

法第二条第二項第二十三号に掲げる特定事業者
十三条第二項に規定する 適格機関投資家等特例業務
法第二条第二項第二十五号に掲 げる特定事業者

法律第百八号︶第三条第三号に掲げる方法 によってする信託に係る事務

不動産特定共同事業

法律第百八号︶第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事 務

法第二条第二項第二十五号に掲 げる特定事業者

に 関する業務
不動産特定共同事業

に関する業務
法第二条第二項第二十六号に掲げる特 定事業者

十

九

条第三項に規定する投資助言・代 理業に係る業務

和二十三年法律第二十五号︶第二 十八条第一項に規定する第一種金融商

七

八

九

十

十三

法第二条 第二項第二十八号に掲げる特定事業者

貸金業法︵昭和五

資金決済に関

貸金業法第二条第

法第二条第二項第二十八号の二に掲げる特定事業者

一項本文に規定する貸付けの業務

十二

十八年法律第三十二号︶第二条第一項に規定する貸金 業に係る業務

法第二条第二項第二十七号に掲 げる特定事業者

法︵平成六年法律第七十七号︶第二条第四項に 規定する不動産特定共同

貸金業法第二条第

十一

法︵ 平成六年法律第七十七号︶第二条第四項に規定する不動産特定共同

貸金業法︵昭和五

事業に係 る業務

法第二条第二項第二十八号に掲げる特定事 業者

事業に係る業務
十一

法第二条第二項第二十九号に 掲げる特定事業者

十八年法 律第三十二号︶第二条第一項に規定する貸金業に係る業務
十二

一項本文に規定する貸付けの業務
資金決済に関する法

する法律︵平成二十 一年法律第五十九号︶第二条第二項に規定する資金

法第二条 第二項第三十号に掲げる特定事業者

律︵平成二十一年法律第五十九号 ︶第二条第二項に規定する資金移動業

移動業に係る業務

十三

に係る業務

五頁

十四

法第二条第二項第三十一号に掲げる特定 事業者

商品先物取引法︵

十四

法第二条第二項第二十九号に掲 げる特定事業者

法第二条第二項第三十一号に掲 げる特定事業者

法第二条第 二項第三十二号に掲げる特定事業者

商品先物取引法︵

独立行政法人郵便

社債︑株式等の振

昭和二十五年法律第二百三十九号︶第二条第二十二 項に規定する商品先

十六

替に関する法律第四十五条第一項に規定する振替業

十五

昭和二 十五年法律第二百三十九号︶第二条第二十二項に規定する商品先

独立行政法人郵便

社債︑株式等の振

物取引業に係 る業務

法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業 者

物取引業に係る業務
十五

法第二条第二項第三十五号に 掲げる特定事業者

替に関する法 律第四十五条第一項に規定する振替業
十六

法第二条第二項第 三十三号に掲げる特定事業者

次の各号に掲げる法の規定に規定 する政令で定める取引は︑当該各

同号に規定する両

貯金・簡易生命保険管理機構法︵平 成十七年法律第百一号︶第十三条第

第八条

︵金融機関等の特定取引︶

替業務

十七

貯金・簡易生命保険管理機構法︵平成十七年法律第百一号 ︶第十三条第

同号に規定する両

一項各号に掲げる業務又は同法附則第二条第一項各号に掲げる 業務

法第二条第二項第三十六号に 掲げる特定事業者

一項各号に掲げる業 務又は同法附則第二条第一項各号に掲げる業務
十七
替業務

次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は︑ 当該各

︵金融機関等の特定取引︶
第八条

号 に定める取引︵第一号イからウまで︑第二号イ︑第三号イ︑第四号イ︑

一

法第四条第一項の表第二条第二項 第一号から第三十三号までに掲げる

みの顧客等との取引を除く︒︶とする ︒

利用 されるおそれがない取引として主務省令で定めるもの及び本人確認済

号に定める取引︵犯罪による収 益の移転に利用されるおそれがない取引と

次の

第五号イ及び第六号イに掲げる取引 にあっては︑犯罪による収益の移転に

法別表第二条第二項第一号から第三十六号ま でに掲げる者の項

して主務省令で定めるものを除く︒︶とす る︒

一

預金又は貯 金の受入れを内容とする契約の締結

次のいずれかに該当する取引
イ

者の項

預金又は貯金の受入れを内容 とする契約の締結

定期積金等︵銀行法︵昭和五十 六年法律第五十九号︶第二条第四項

いずれか に該当する取引
イ

ロ

表示される権利︵同項第十二号か ら第十四号までに掲げる受益証券に

信託︵受益権が 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に

に規定する定期積金等をいう︒︶の受入れを内容とする契約 の締結

定期積金等︵銀行法︵昭和五十六年法律第五十九 号︶第二条第四項
に規定する定期 積金等をいう︒︶の受入れを内容とする契約の締結
信託︵受益権が金融商品取引 法第二条第一項に規定する有価証券に

ハ

ロ

ハ

表示される権利︵同項第十二号から第十四号までに掲げる受 益証券に

六頁

ニ

ホ

一項に規定する信託契約に係る信託を除く︒以下こ の条において同じ

信託及び担保付社債信託法︵明 治三十八年法律第五十二号︶第二条第

なされ る権利︵同項第一号及び第二号に掲げるものを除く︒︶である

表示される権利を除く︒︶又は同条第二項の規 定により有価証券とみ

︒︶に係る契約の締結

一項に規定する信託契約に係る信 託を除く︒以下この条において同じ

信託及び担保 付社債信託法︵明治三十八年法律第五十二号︶第二条第

なされる権利︵同項第一号及び第二号に掲げるもの を除く︒︶である

表示される権利を除く︒︶又は同 条第二項の規定により有価証券とみ

信託行為︑信 託法第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行

︒︶に係る契 約の締結
ニ

使︑信託の受益権の譲渡その他の 行為による信託の受益者との間の法

信託行為︑信託法第八十九条 第一項に規定する受益者指定権等の行
使︑信託の受益権の譲渡その他の行為による信託の受益者 との間の法

を行う者が保険者となる保険契約の 締結

保険業法︵平成七年 法律第百五号︶第二条第一項に規定する保険業

律関係の成立︵リに規定する行為に係るものを除く︒︶
ホ

律関係の成立︵リに 規定する行為に係るものを除く︒︶
保険業法︵平成七年法律第百 五号︶第二条第一項に規定する保険業
を行う者が保険者となる保険契約の締結

第一項第十一号︑第九十三条第 一項第六号の二若しくは第百条の二第

農業協同組合法第十条第一項第十号又は水産業協同組合法第十一 条

第一項第十一号︑第九十三条第一項 第六号の二若しくは第百条の二第

一項第一号に規定する共済に係る契約︵以 下﹁共済に係る契約﹂とい

ヘ

一項第一号に規定する共済に係る契約︵以下﹁共済に係る契約﹂とい

う ︒︶の締結

農業協同組合法第十 条第一項第十号又は水産業協同組合法第十一条

う︒︶の締結

に基づく年金︵人の生存を事由 として支払が行われるものに限る︒︶

命保険契 約︵チにおいて﹁保険契約﹂という︒︶又は共済に係る契約

生命保険法︵昭和二十四年法律第六十八号︶第三 条に規定する簡易生

る法律︵平成十七年法律第百二 号︶第二条の規定による廃止前の簡易

険契 約若しくは郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関す

︑満期保険金︑満期返戻金︑解約 返戻金又は満期共済金の支払︵勤労

に基づく年金︵ 人の生存を事由として支払が行われるものに限る︒︶

命保険契約︵チにおいて﹁保険契約﹂という︒︶又は 共済に係る契約

生命保険法︵昭和二十四年法律第 六十八号︶第三条に規定する簡易生

る法律︵ 平成十七年法律第百二号︶第二条の規定による廃止前の簡易

険契約若しくは郵政民営化法等の施行に伴う関 係法律の整備等に関す

保険業法第二条第一項に規定す る保険業を行う者が保険者となる保

︑満期保険金︑満期返戻金︑解約返戻金又は満期共済 金の支払︵勤労

者財産形成貯蓄契約等︑勤労者財産形成給付金契約︑勤労者 財産形成

ト

者財産形成貯蓄 契約等︑勤労者財産形成給付金契約︑勤労者財産形成

基金契約︑資産管理 運用契約等及び資産管理契約に基づくものを除く

保険業法第二条第一項に規定する保険 業を行う者が保険者となる保

基金契約︑資産管理運用契約等 及び資産管理契約に基づくものを除く

︒︶

ヘ

ト

︒︶

七頁

チ

保険契約又は共済に係る契約の契約者の変 更

チ

保険契約又は共済に係る契約の 契約者の変更

に掲げる行為 又は同項第七号から第九号までに掲げる行為により顧客

金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号 まで若しくは第十号

に掲げる行為又は同項第七号か ら第九号までに掲げる行為により顧客

等に有価証券︵同条第一項に規定 する有価証券又は同条第二項の規定

リ

等に有価証券︵同条第一項に規定する有価証券又は 同条第二項の規定

により有価証券とみなされる権利をいう︒以下同じ︒︶を 取得させる

金 融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで若しくは第十号

により有価証 券とみなされる権利をいう︒以下同じ︒︶を取得させる

行為を行うことを 内容とする契約の締結

金融商品取引法第二十八条第三 項各号又は第四項各号に掲げる行為

行為を行うことを内容とする契 約の締結
金融商品取引法第二十八条第三項各号又は第四項各号 に掲げる行為

を行うことを内容とする契約の締結︵当該契約により金銭の預 託を受

ヌ

リ

ヌ
を行うことを内容と する契約の締結︵当該契約により金銭の預託を受

金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介︵手形 の割引︑売渡担保その他

契約の締結又はその代理若しくは 媒介

不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業

契約の締結

無尽業法︵昭和六年法律第 四十二号︶第一条に規定する無尽に係る

契約の締結

有価証券の貸借又はその媒介若 しくは代理を行うことを内容とする

けない場合を除く︒︶
ル

ワ

ヲ

けない場合を除く︒︶
有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を行うことを内容 とする
契約の締結
無尽業法︵昭和六年法律第四十 二号︶第一条に規定する無尽に係る
契約の締結
不動産特定共同事業法第二 条第三項に規定する不動産特定共同事業
契約の締結又はその代理若しくは媒介
カ

これらに 類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってす

金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介︵手形の割引︑売渡担保その他
これらに類する方法によってす る金銭の交付又は当該方法によってす

る金銭の授受の媒介を含む︒︶を 内容とする契約の締結

商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行 為を行うことを内
容とする契約の 締結

ヨ

る金銭の授受の媒介を含む︒︶を内容とする契約 の締結
商品 先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内
容とする契約の締結

現金︑持参人払式小切手︵小切 手法︵昭和八年法律第五十七号︶第

五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小 切手又は

タ

五条第一項第三 号に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は

同条第二項若しくは 第三項の規定により持参人払式小切手とみなされ

現金︑持参人払式小切手︵小切手法︵昭和八年法 律第五十七号︶第

同条第二項若しくは第三項の規 定により持参人払式小切手とみなされ

る小切手をいい︑同法第三十七条 第一項に規定する線引がないものに

ル

ヲ

ワ

カ

ヨ

タ

る小切手をいい︑同法第三十七条第一項に規定する線引がな いものに

八頁

小切手の振出しを伴うものにあっては︑十万円︶を超える もの

引の金額が二百万円︵現金の受 払いをする取引で為替取引又は自己宛

をいう︒︶の 本券若しくは利札の受払いをする取引であって︑当該取

法︵昭和四十年法律第三十三号︶第二条第一項第九 号に掲げる公社債

いものに限る︒以下タにおいて 同じ︒︶又は無記名の公社債︵所得税

り出さ れた小切手をいい︑同法第三十七条第一項に規定する線引がな

限る︒︶︑自己宛小切手︵同法第六条第三項の 規定により自己宛に振

小切手の振出しを伴うものにあっ ては︑十万円︶を超えるもの

引の金額が二百万 円︵現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛

をいう︒︶の本券若しくは利札の受払いをする取引であっ て︑当該取

法︵昭和四十年法律第三十三号︶ 第二条第一項第九号に掲げる公社債

いものに限る ︒以下タにおいて同じ︒︶又は無記名の公社債︵所得税

り出された小切手をいい︑同法第三十七条第一項に 規定する線引がな

限る︒︶︑自己宛小切手︵同法第 六条第三項の規定により自己宛に振

他の特定事業者︵法第二条第二項第一号から第十五号まで 及び第二

十八号の二に掲げる特定 事業者に限る︒︶が行う為替取引︵当該他の

レ

十号に掲げる特定事業者に限る ︒︶が行う為替取引︵当該他の特定事

特定事業者がソに規定する契約に基 づき行うものを除く︒︶のために

他の特定事業者 ︵法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三

業者がソに規定する契約に基づき行うものを除く︒︶のために行 う現

行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しであって︑当該払戻

イに掲げる取引を行うことなく為替取 引又は自己宛小切手︵小切手

金の支払を伴わない預金 又は貯金の払戻しであって︑当該払戻しの金

ソ

しの金額が十万円を超えるもの

イに掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手︵小切 手

額が十万円を超えるもの

レ

ソ

法 第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう︒︶

貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約 の締結

法第六条第三項の規定により自 己宛に振り出された小切手をいう︒︶

ツ

社債 ︑株式等の振替に関する法律第十二条第一項又は第四十四条第

の振出しを継続的に又は反復して 行うことを内容とする契約の締結

貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結

ネ

の振出しを継続的に又は反復して行うこと を内容とする契約の締結
ツ

社債︑株式等の振替に関する 法律第十二条第一項又は第四十四条第

一項の規定による社債等の振替を 行うための口座の開設を行うことを

ネ

一項の規定による社債等の振替を行うための口座 の開設を行うことを

電子記録債 権法︵平成十九年法律第百二号︶第七条第一項の規定に

内容とする契約の締結
ナ

内容とす る契約の締結
電子記録債権法︵平成十九年 法律第百二号︶第七条第一項の規定に

保護預りを行うことを内容とする契約の締結

ナ

ラ

二百万円を超え る本邦通貨と外国通貨の両替又は二百万円を超える

よる電子記録を行うことを内容と する契約の締結

保護預りを 行うことを内容とする契約の締結

ム

よる電子記録を行うことを内容とする契約の締結
ラ

二百万円を超える本邦通貨と 外国通貨の両替又は二百万円を超える

旅行小切手の販売若しくは買取り

ム

旅行小切手の販売若しくは買取り

九頁

二

三

四

ウ

外国銀行︵銀行法第十条第二項 第八号に規定する外国銀行をいう︒

︶の業務の代理又は媒介として行うイ︑ロ︑カ若し くはソに掲げる取

ウ

︶の業 務の代理又は媒介として行うイ︑ロ︑カ若しくはソに掲げる取

引︵ソに掲げ る取引にあっては︑為替取引に係るものに限る︒︶又は

外国銀行︵銀行法第十条第二項第八号に規 定する外国銀行をいう︒

引︵ソに掲げる取引にあっては ︑為替取引に係るものに限る︒︶又は

次のい

法第四条第一項の表第二条第二項第三十四号に掲げる者の項 に規定
する賃貸借契約の締結

イに規定する契約に基づく取引 のうち︑なりすまし等が疑われる取
引に該当するもの

次のい

法第四条第一項の表第二条第二項第三十五号に掲げる者の項に規定
する契約の締結

イに規定する契約に基づく取引のうち︑なり すまし等が疑われる取
引に該当 するもの

次のい

イに規定する契約に基づく取引のうち︑なりすまし等が 疑われる取

する売買契約の締結又はその代理 若しくは媒介

法第四条第 一項の表第二条第二項第三十六号に掲げる者の項に規定

ずれかに該当する取引

法第四条第 一項の表第二条第二項第三十六号に掲げる者の項

ロ

イ

ずれかに該当する取引

法第四条第一項の表第二条第二項第三十五号に掲げる者の項

ロ

イ

ずれかに該当する取引

法第四条第一項の表第二条第二項第三十四号に掲げる者の 項

づく取引のうち︑なりすまし等が疑われる取引に該当する もの

イからハまで︑チからヨまで又 はソからラまでに規定する契約に基

イ︑ロ︑カ若しくはソに規定する 契約︵ソに規定する契約にあっては

四

ヰ

イ︑ロ︑カ若しくはソに規定する契約︵ソに規定す る契約にあっては

二

︑為替取引に係るものに限る︒︶に基づく取引

同項に規定する賃貸

同項に規定する契約

同項に規定する売買

三

︑為替取引に 係るものに限る︒︶に基づく取引

法別表第二条第 二項第三十七号に掲げる者の項
借契約の締結

法別表第二条第二項第三十 八号に掲げる者の項
の締結

法別表第二条第二項第三十九号 に掲げる者の項
契約の締結又はその代理若しくは媒介

イ

ロ

一〇頁

２

五

法 別表第二条第二項第四十号に掲げる者の項

その代金の額が二百万

五

引に該当するもの

法第四条第一項の表第二条第二項第三十七号に 掲げる者の項
ずれかに該当 する取引

次のい

次のい

イに規定する契約に基づく取引 のうち︑なりすまし等が疑われる取

七号に規定す る貴金属等をいう︒以下同じ︒︶の売買契約の締結

その代金の額が二百万円を超え る貴金属等︵法第二条第二項第三十

円を超える貴金属等︵法第二条第 二項第四十号に規定する貴金属等をい

ロ

引に該当するもの

法第四条第一項の表第二条第二項第三十八号に掲げる者の 項
ずれかに該当する取引

法第四条第一項の表第二条第二項第三十八号に掲げる者の項 に規定
する契約の締結

イに規定する契約に基づく取引 のうち︑なりすまし等が疑われる取

者が 受益の意思表示をしていないとき又は信託の受益者の受益権に停止条

託の受益者が特定されていないとき若しく は存在しないとき︑信託の受益

件若しく は期限が付されているときは︑特定事業者が当該受益者の特定若

者が受益の意思表示をしていないとき又は信託 の受益者の受益権に停止条

託の受益者が特定されていないとき 若しくは存在しないとき︑信託の受益

六

イ

同項に規定する契約

う︒以下同じ︒︶の売買契約の締結

法別表第二条第 二項第四十一号に掲げる者の項
の締結

イ

ロ

引に該当するもの

件若しくは期限が付されているとき は︑特定事業者が当該受益者の特定若

しくは存在︑当該受益の意思表示又は 当該停止条件の成就若しくは当該期

特定事業者が前項第一号ハ又はニに掲げる取引を行う場合において︑信

しくは存在︑当該受益の意思表示又は当該停止条 件の成就若しくは当該期

限の到来を知った時に当該受益者について同号ニに規 定する法律関係が成

六

２

限の到来 を知った時に当該受益者について同号ニに規定する法律関係が成

立したものとみ なして︑同号ニの規定を適用する︒

特定事業者が前項第一号ハ 又はニに掲げる取引を行う場合において︑信

立したものとみなして︑同号ニの規 定を適用する︒

法第四条第 一項の表第二条第二項第四十号に掲げる者の項の中欄各

号列記以外の部分に規定する政令で定 めるものは︑次に掲げるものとする

第九条

︵司法書士等の特定業務︶

法別表第二条第二項第四十三 号に掲げる者の項の中欄各号列記以外

︵司法書士等の 特定業務︶
第九条

の部分に規定する政令で定めるものは︑次に掲げるものとす る︒

一一頁

二

一

過料の納付

罰金︑科料︑追徴に係る金銭又 は保釈に係る保証金の納付

租 税の納付

三

二

一

過料の納付

罰金︑科 料︑追徴に係る金銭又は保釈に係る保証金の納付

租税の納付

︒

三

選任される保険管 理人その他法律の規定により人又は法人のために当該

成年後見人︑保険業法第二百四十二条第二項又は第四 項の規定により

選任される保険管理人その他法律 の規定により人又は法人のために当該

人又は法人の財産の管理又は処分を 行う者として裁判所又は主務官庁に

四

人又は法人の財産の管理又は処分を行う者として裁判所又 は主務官庁に

より選任される者がその職務として行う当該人又は法人の財産 の管理又

成年後見 人︑保険業法第二百四十二条第二項又は第四項の規定により

より選任される者が その職務として行う当該人又は法人の財産の管理又

は処分

法第四条第一項の表第二条第二項第 四十号に掲げる者の項の中欄第二号

は処分

四

２

に規定する政令で定める会社の組織︑運営又は管理に関する行為又は 手続

法別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項の中欄第二号 に規定する

政令で定める会社の組織 ︑運営又は管理に関する行為又は手続は︑次の各

は︑次の各号に掲げる会社の区 分に応じ︑当該各号に定める事項に関する

２

号に掲げる会社の区分に応じ︑当該 各号に定める事項に関する行為又は手

行為又は手続とする︒

イ

組織変更︑合併︑会社分割︑株式交換又は 株式移転

設立

次のいずれかの事項

設立

ロ

定款 の変更

株式会社

イ

組織変更︑合併︑会社分割︑株式交換又は株式移転

ハ

一

ロ
定款の変更

取締役若しくは執行役の選任又 は代表取締役若しくは代表執行役の

次のいずれかの 事項

ハ

ニ

選定

取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役 若しくは代表執行役の
選定

イ

組織変更︑合併又は合同会社にあっては︑会社分割

設立

次のいずれかの事項

設立

ロ

定款の変更

持分会社

イ

組織変更︑ 合併又は合同会社にあっては︑会社分割

ハ

業務を執行する社員又は持分会 社を代表する社員の選任

二

ロ

定款の変更

ニ

持分会社

ハ

業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の選任

次のいずれかの事項

ニ

株式会社

続とする︒
一

二

ニ

一二頁

法別表第二条第二項第四十三号に掲げる者 の項の中欄第二号に規定する

３

法第四条第一項の表第二条第二項第 四十号に掲げる者の項の中欄第二号

資産の流動化に関する法律︵平成十年法律第百五号︶第二 条第三項に

る特定非営利活動法人

特定非営利活 動促進法︵平成十年法律第七号︶第二条第二項に規定す

︶第二条第十二項に規定する投資法人

投資信託及び投資法人に関する法 律︵昭和二十六年法律第百九十八号

に規定する会社以外の法人︑組合又は信託であって 政令で定めるものは︑

三

二

一

会社以 外の法人︑組合又は信託であって政令で定めるものは︑次に掲げる

特定非営利活動促進法︵平成十 年法律第七号︶第二条第二項に規定す

︶第二条第十 二項に規定する投資法人

投資信託及び投資法人に関する法律︵昭和二十 六年法律第百九十八号

次に掲げるも のとする︒

一

二
る特定非営利活動法人
資産の流動化に 関する法律︵平成十年法律第百五号︶第二条第三項に

一般社団法人又は一般財団法人

三

四

規定する特定目的会社

一般社団法人又は一般財団法人

規定する特定目的会社
四

民法︵明治二十九年法律第八十九号︶第六百六十七条に規定する 組合

七

八

商法︵明治三十二年法律第四十八号︶ 第五百三十五条に規定する匿名
組 合契約によって成立する匿名組合

投資事業有限責任組合契約に関 する法律︵平成十年法律第九十号︶第

二条第二項に規定する投資事業有限責任組合

有限 責任事業組合契約に関する法律︵平成十七年法律第四十号︶第二
条に規定する有限責任事業組合

信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託

法第四条第 一項の表第二条第二項第四十号に掲げる者の項の中欄第二号

九

契約によって成立する組合

五

契約によって成立する組合
商法︵明治三十二年法律第四十八号︶第五百三十五条に規定する 匿名
組合契約によって成立する匿名 組合
投資事業有限責任組合契約に関する法 律︵平成十年法律第九十号︶第
二条 第二項に規定する投資事業有限責任組合
有限責任事業組合契約に関する 法律︵平成十七年法律第四十号︶第二
条に規定する有限責任事業組合
信託 法第二条第十二項に規定する限定責任信託
法別表第二条第二項第四十三号に 掲げる者の項の中欄第二号に規定する

六

民法︵明治二十九年 法律第八十九号︶第六百六十七条に規定する組合

九

八

七

六

五

４

ものとする︒

３

４

設立

前項第一号に掲 げる法人

次のいずれかの事項

に規定する政令で定める行為又は手続 は︑次の各号に掲げる区分に応じ︑

一

政令で定める行為又は手続は︑次の各号に掲げる区分 に応じ︑当該各号に

次の いずれかの事項

当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする︒

前項第一号に掲げる法人
設立

イ

定める事項に関 する行為又は手続とする︒
一
イ

一三頁

二

三

四

ニ

ハ

ロ

執行役員の選任

規 約の変更

合併

ニ

ハ

ロ

執行役員 の選任

規約の変更

合併

設立
ロ

イ

定款の変更

合併

設立

前項第二号に掲げる法人

イ
合併

ハ

理事の選任

二

ロ
定款の変更

ニ

次のいずれかの事項

ハ
理事の選任

前項第二号に掲げる法人

ニ

次のい ずれかの事項

設立

次のいずれかの事項
イ

定款の変更

前項第三号に掲げる 法人

設立

ロ

取締役の選任又は代表取締 役の選定

三

イ
定款の変更

ハ

次の いずれかの事項

ロ
取締役の選任又は代表取締役の 選定

前項第三号に掲げる法人

ハ

イ

合併

設立

次のいずれ かの事項

設立

ロ

定款の変更

前項第四号に掲げる法人

イ
合併

ハ

理事 の選任又は代表理事の選定

四

ロ
定款の変更

ニ

次のいずれかの事項

ハ

理事の選任又は代表理事の選 定

前項第四号に掲げる法人

ニ

特例民法法人︵整備法第四十二 条第二項に規定する特例民法法人を

よる名称の変更

例無限責任中間 法人をいう︒︶にあっては︑整備法第三十条の規定に

この号において﹁整備法﹂という︒︶第二十五条第二 項に規定する特

伴う関係法律の整備等に関する法 律︵平成十八年法律第五十号︒以下

律及び公 益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に

特例無限責任中間法人︵一般社 団法人及び一般財団法人に関する法

ヘ

ホ

特例民法法人︵一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律及び公

︵削る︒︶

ホ

一四頁

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する 法律の施行に伴う関係

いう︒︶にあっては︑整備法第四 十四条又は第四十五条の規定による

組合契約の締結又は変更

公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般 社団法人若しくは

前項第五号か ら第八号までに掲げる組合

法律の 整備等に関する法律︵平成十八年法律第五十号︶第四十二条第

五

一般財団法人 への移行

組合契約の締結又は変更

前項第九号に掲げる信託

信託行為

ロ

イ

受託者の変更

信託の変更︑併合又 は分割

信託行為

次のい ずれかの事項

六

二項に規定する特例民法法人を いう︒︶にあっては︑同法第四十四条
又は第四十五条の規定による公益社団法人若しくは 公益財団法人又は

前項第五号から第八号までに掲 げる組合

通常の一般社 団法人若しくは一般財団法人への移行
五
前項第九号に掲げる信託
イ
信託の変更︑併合又は分割

ハ

次のいずれかの事項

六

ロ
受託者の変更

法第四条第一項の表第二条第二項 第四十号に掲げる者の項から第二

︵司法書士等の特定取引︶

ハ

︵司法書士等の特定取引︶

第十条

条 第二項第四十三号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は︑

法別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項から第二条第 二項第

四十六号に掲げる者の項までに 規定する政令で定める取引は︑特定受任行

次の各号のいずれかに該当する取引 とする︒

第十条

為の代理等︵同表第二条第二項第四十三号 に掲げる者の項の中欄第三号に

一

財産の価額が二百万円以下のものを 除く︒︶を行うことを内容とする契約

行為の代理等にあっては︑当該財産 の価額が二百万円以下のものを除く

掲げる 者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任

特定受任行為の代理等︵法第四条第一項の 表第二条第二項第四十号に

掲げ る財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等にあっては︑当該

の締結︵犯罪による収益の移転に利用されるおそ れがない取引として主務

︒︶を行うことを内容とする契約の締結︵犯罪によ る収益の移転に利用

特定受任行 為の代理等を継続的に又は反復して行うことを内容とする

の顧客等との取引を除く︒︶

されるおそれがない取引として主務 省令で定めるもの及び本人確認済み

省令で定 めるものを除く︒︶とする︒

二

契約に基づく取引のうち︑なりすま し等が疑われる取引に該当するもの

一五頁

法第四条第二項に規定する政令で定める額は︑二百万円とする︒

︵法第四条第二項に規定する政令で定める額︶
第十一 条

第八条及び前条第一号に規定する﹁本人 確認済みの顧客等との取

︵本人確認済みの顧客等との取引等︶
第十一条

引﹂とは︑次に掲げる場合における顧 客等︵法第四条第三項の規定により

顧客等とみなされる自然人を含む︒以下この項︵第 二号︑第四号及び第六

号を除く︒︶ 及び次項において同じ︒︶との取引であって︑当該特定事業

者︵第三号及び第四号に掲げる場合に あっては︑これらの号に規定する他

の特定事業者︶が︑主務省令で定めるところにより︑当該 顧客等が既に本

合

当該特定事業者が他の特定事業者に委託して第八 条第一項第一号に定

っており ︑かつ︑当該本人確認について本人確認記録を保存している場

場合において︑当該他の特定事業者が顧客等につ いて既に本人確認を行

める取引︵同号ヰに該当するものを 除く︒次号において同じ︒︶を行う

当該特定事業者が他の特定事業者に委託して第八条第一項第一号に定

おり︑かつ︑当該本人確認について本人確 認記録を保存している場合

三項の規定により顧客等とみな される自然人について本人確認を行って

︒︶に掲げるものと既に取引を行ったことがあり︑その際に法第四条 第

当該特定事業者が次条各号︵第三 号を除く︒以下この項において同じ

当該本人確認について本 人確認記録を保存している場合

当該特定事業者が顧客等について既に本人確認を行っており ︑かつ︑

人確認を行っている 顧客等であることを確かめる措置をとったものをいう
︒
一

二

三

四

める取引を行う 場合において︑当該他の特定事業者が次条各号に掲げる

ものと既に取引を行ったことがあり ︑その際に法第四条第三項の規定に

より顧客等とみなされる自然人について本人確認を行ってお り︑かつ︑

一六頁

２

五

六

当該本人確認について本人確認記録を保存して いる場合

当 該特定事業者が合併︑事業譲渡その他これらに準ずるものにより他

の特定事業者の事業を承継する場合 において︑当該他の特定事業者が顧

客等について既に本人確認を行っており︑かつ︑当 該特定事業者に対し

て当該本人確 認について作成した本人確認記録を引き継ぎ︑当該特定事

業者が当該本人確認記録を保存して いる場合

当該特定事業者が合併︑事業譲渡その他これらに準ず るものにより他

の特定事業者の事業 を承継する場合において︑当該他の特定事業者が次

条各号に掲げるものと既に取引を行 ったことがあり︑その際に法第四条

第三項の規定により顧客等とみなされる自然人について本人確認 を行っ

ており︑かつ︑当該特定 事業者に対して当該本人確認について作成した

本人確認記録を引き継ぎ︑当該特定 事業者が当該本人確認記録を保存し
ている場合

第八条第一項及び前条第二 号に規定する﹁なりすまし等が疑われる取引

契約時本人 確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある

等になりすましている疑いがある場合における当該取 引

項の本人確認︶をいう︒次号におい て同じ︒︶に係る顧客等又は代表者

確認済み の顧客等との取引に該当する場合にあっては︑既に行われた同

る契約の締結に際して行われた本人確認︵当該契 約の締結が前項の本人

第三号ロ︑第四号ロ︑第五号ロ及び 第六号ロ並びに前条第二号に規定す

取引の相手方が契約時本人確認︵第八条第一項第一号ヰ︑第二号ロ︑

﹂とは︑次の各号のいずれかに該当する取 引をいう︒
一

二

顧客等又は代表者等との取引

一七頁

法第四条第二項第一号に規定する政令で定める取引は︑その締結

︵厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認 められる取引等︶

二

一

法第四条第二項第二号に規 定する政令で定める国又は地域は︑次に掲げ

等を含む︒︶との取引

いがある顧客等︵その代表者等が当 該事項を偽っていた疑いがある顧客

契約時確認が行われ た際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑

すましている疑いがある場合における当該取引

号において﹁契約時確認﹂という ︒︶に係る顧客等又は代表者等になり

ないこととされる取 引に該当する場合にあっては︑当該取引時確認︒次

取引であるため法第四条第三項の規定により同条第一項の 規定を適用し

該契約の締結が他の取引の際に既 に取引時確認を行っている顧客等との

その取引 の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認︵当

であって︑次の各号のいずれかに該当するものとす る︒

が同条第一項に規定する特定取引に 該当することとなる契約に基づく取引

第十二 条

２

一
北朝鮮

イラン

るとおりとする︒

二

法第四条第三項に規定する 他の取引の際に既に確認を行っている

︵既に取 引時確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等︶
第十三条

顧客等との取引に準ずるものとして政令で定める取引 は︑次の各号のいず

当該特定事業者が他の特定事業 者に委託して行う第八条第一項第一号

れかに該当する 取引とする︒
一

に定める取引であって︑当該他の特定事業者が他の取引の際 に既に取引

一八頁

２

二

時確認︵当該他の特定事業者が当該取引時確認 について法第六条の規定
による 確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る︒︶
を行っている顧客等との間におけ るもの
当該特定事業者が合併︑事業譲渡その他これら に準ずるものにより他
の特定事業者 の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が他の
取引の際に既に取引時確認を行っ ている顧客等との取引︵当該他の特定
事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認について法 第六条第一項
の規定により作成し た確認記録を引き継ぎ︑当該特定事業者が当該確認
記録を保存している場合における ものに限る︒︶
法第四条第三項に規定する政令で定めるものは︑当該特定事 業者︵前項
第一号に掲げる取引にあ っては︑同号に規定する他の特定事業者︶が︑主
務省令で定めるところにより︑その 顧客等が既に取引時確認を行っている
顧客等であることを確かめる措置をとった取引︵当該取引の相手方が 当該
取引時確認に係る顧客等又は代 表者等になりすましている疑いがあるもの
及び当該取引時確認が行われた際に当該取 引時確認に係る事項を偽ってい
た疑 いがある顧客等︵その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧
客等を含む︒︶との間におけるもの を除く︒︶とする︒

法第四条第五項に規定する政令で定めるも のは︑次に掲げるもの

︵法第四 条第五項に規定する政令で定めるもの︶

第十四条
とする︒

法第四条第三項に規定する政 令で定めるものは︑次に掲げるもの

︵国︑地方公共団体︑人格のない社団又は財団その他 の政令で定めるもの
︶
第十二条

一

地方公共団体

国

とする︒

二

一九頁

一

二

独 立行政法人通則法︵平成十一年法律第百三号︶第二条第一項に規定
する独立行政法人

三

独立行政法人通則法︵平成十一年法律第百三号 ︶第二条第一項に規定

人格のない社団又は財団

国又は地方公共団体が資本金︑基 本金その他これらに準ずるものの二

する独立行政 法人

四

五

分の一以上を出資している法人︵前号︑次号及び第八号に 掲げるものを

国又は地方公共団体が資本金︑基本金その他こ れらに準ずるものの二
分の一以上を 出資している法人︵前号︑次号及び第五号に掲げるものを

外国政府︑外国の政府機関︑外国 の地方公共団体︑外国の中央銀行又

除く︒︶
六

除く︒︶
外国政府︑外国の政府機関︑外国の地方公共団体︑外 国の中央銀行又

勤労者財産形成貯蓄 契約等を締結する勤労者

三

七

は我が国が加盟している国際機関

勤労者財産形成貯蓄契約等を締 結する勤労者

金融商品取引法施行令︵昭和四十 年政令第三百二十一号︶第二十七条

は我が国が加盟して いる国際機関
四

八

の二各号に掲げる有価証券︵金融商品取引法第六十七条の十八第四号 に

金融商品取引法施行令︵昭和四十年政令第三百二十一号︶第 二十七条
の二各号に掲げる有価証 券︵金融商品取引法第六十七条の十八第四号に

規定する取扱有価証券に該当す るものを除く︒︶の発行者

五

規定する取扱有価証券に該当するも のを除く︒︶の発行者

前各号に掲げるものに準ずるものとし て主務省令で定めるもの

九

前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの

財産移転︵財産に係る権利の移転 及び財産の占有の移転をいう︒以下

法第七条第一項に規定する政令で定 める取引は︑次に掲げるもの

六

一

とする︒

第十三条

︵少額の取引等︶

法第七条第一項に規定する政令で定める取引は︑次に掲げるもの

︵少額の取引等︶
第十 五条
とする︒
財産移転︵財産に係る権利の移転及び財産の 占有の移転をいう︒以下

その価額が 一万円以下の財産の財産移転に係る取引

一

二

この条において同じ︒︶を伴わない取引

その価額が一万円以下の財産の 財産移転に係る取引

前号に掲げるもののほか︑次のイ 又はロに掲げる特定事業者の区分に

この条に おいて同じ︒︶を伴わない取引
二

三

法第二条第二項 第一号から第三十三号までに掲げる特定事業者

応じ︑当該イ又はロに定める取引
イ

百万円以下の本邦通貨間の両替又 は二百万円以下の本邦通貨と外国通

二

前号に掲げるもののほか︑次のイ又はロに掲げる 特定事業者の区分に

二

三

法第二条第二項第一号から第 三十六号までに掲げる特定事業者

応じ︑当該イ又 はロに定める取引
イ

百万円以下の本邦通貨間の両替又は二百万円以下の本邦通貨 と外国通

二〇頁

２

四

ロ

その代金の額が二百

貨の両替若しくは二百万円以下の旅行小切手の 販売若しくは買取り
法 第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者

万円以下の貴金属等の売買
四

ロ

その代金の額が二

貨の両替若しくは二百万円以下の 旅行小切手の販売若しくは買取り

法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者

百万円以下の 貴金属等の売買

前三号に掲げるもののほか︑財産 移転を把握するために法第七条第一

項に規定する記録を作成する必要がない取引として主務省 令で定めるも

前三号に掲げるもののほか︑財産移転を把握す るために法第七条第一
項に規定する 記録を作成する必要がない取引として主務省令で定めるも

法第七条第二項に規定する政令で定 める特定受任行為の代理等は︑次に

の
２

の
法第七条第二項に規定する政令で定める特定受任行為 の代理等は︑次に

掲げるものとする︒

法第四条第一項の表 第二条第二項第四十号に掲げる者の項の中欄第三

号に掲げる財産の管理又は処分に係 る特定受任行為の代理等のうち︑当

一

財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち︑当該財 産の価

前号に掲げるもののほか︑ 財産移転を把握するために法第七条第二項

該財産の価額が二百万円以下のもの
二

に規定する記録を作成する必要がない特定 受任行為の代理等として主務

前号に掲げるもののほか︑財産 移転を把握するために法第七条第二項

額が二百万円以下のもの

法別表第二条第二項第四十三号 に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる

掲げるものとする︒
一

二

に規定する記録を作成する必要がない特定受任行為の代理等として主 務

省 令で定めるもの

疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は︑文書その他主

︵疑わしい取引の届出の方法等︶

省令で定めるもの

︵疑 わしい取引の届出の方法等︶

第十四条

務省令で定める方法により︑主務省令 で定める様式に従って︑疑わしい取

疑わしい取引の届出をしよ うとする特定事業者は︑文書その他主

務省令で定める方法により︑主務省令で定める様 式に従って︑疑わしい取

法第九条第 一項に規定する政令で定める事項は︑次に掲げる事項とする

引の届出をしなければならない︒
２

疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地

法第八条第一項に規定する政令で 定める事項は︑次に掲げる事項とする

引の届出 をしなければならない︒

第十六条

２

一

疑わしい取引の 届出の対象となる取引︵以下この条において﹁対象取

︒
疑わしい取 引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地

二

︒
一

疑わしい取引の届出の対象とな る取引︵以下この項において﹁対象取

引﹂という︒︶が発生した年月日及 び場所

二

引﹂という︒︶が発生した年月日及び場所

二一頁

七

六

五

四

三

その他主 務省令で定める事項

疑わしい取引の届出を行う理由

対象取引に係る顧客等又は代表 者等の取引時確認に係る事項

対 象取引に係る財産の内容

対象取引が発生した業務の内容

七

六

五

四

三

その他主務省令で定める事項

疑わしい取引の届出を行う理由

対象取引 に係る顧客等又は代表者等の氏名又は名称及び住所又は居所

対象取引に係る財産の内容

対象取引が発生した業務の内容

法第十条第一項に規定する政令で定める方法は︑小 切手又は手形

︵通知義務の対象とならない外国為替 取引の方法︶
第十五条

︵通知義務の対象とならない外国為替取引の方法︶
法第九条 第一項に規定する政令で定める方法は︑小切手又は手形

の振出しその他これらに 準ずるものとして主務省令で定める方法とする︒

第十七条

の振出しその他これらに準ずるもの として主務省令で定める方法とする︒

︵協議の求めの方法︶

法第十七条第五項の 規定による協議の求めは︑文書又はファクシ

︵協議の求めの方法︶

第十六条

ミリ装置による通信により行うものとする ︒

法第十八条第五項の規定に よる協議の求めは︑文書又はファクシ

ミリ装置による通信により行うものとする︒

︵方面公安委員会への権限の委任︶

第十八条

︵方面公安委員会への権限の委任︶

法の規定により道公安委員会の権限 に属する事務は︑道警察本部

の所在地 を包括する方面を除く方面については︑当該方面公安委員会が行

第十七条

の所在地を包括する方面を除く方面 については︑当該方面公安委員会が行

う︒この場合において︑法第九条第三 項の規定による国家公安委員会への

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は︑道警察本部

う︒この場合において︑法第八条第三項の規定に よる国家公安委員会への

通知は︑道公安委員会を経由して行うものとする︒

第十 九条

通知は︑ 道公安委員会を経由して行うものとする︒

︵証券取引等監視委員会への検査等の 権限の委任等︶

法第二十条第五項の規定により金融庁長官に委任 された権限︵同

︵証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等︶

第十八条

条第六項の規定によ り証券取引等監視委員会に委任されたものを除く︒︶

法第 二十一条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限︵

同条第六項の規定により証券取引等 監視委員会に委任されたものを除く︒

のうち︑法第二条第二項第二十一号︑ 第三十号及び第三十一号に掲げる特

第二十条

︶のうち︑法第二条第二項第二十二号︑第三十二号及び第三 十三号に掲げ

二二頁

２

限は︑金融庁長官が自ら行使するこ とを妨げない︒

券取引 等監視委員会に委任する︒ただし︑報告又は資料の提出を命ずる権

る特定事業者に対する法第十四条及び第十五条 第一項に定めるものは︑証

︑金融庁長官 が自ら行使することを妨げない︒

引等監視委員会に委任する︒ただし︑報告又は資料 の提出を命ずる権限は

定事業者に対する法第十三条及び第十 四条第一項に定めるものは︑証券取

ときは︑速やかに︑その結果について金融庁長官に報告し なければならな

証券取引等監視委員会は︑前項の規 定により委任された権限を行使した

ときは︑速や かに︑その結果について金融庁長官に報告しなければならな
い︒

２

い︒

︵銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等︶

証券取引等監視委員会は︑前項の規定により委 任された権限を行使した

︵銀行等に係る取引 に関する行政庁の権限委任等︶

主たる外国銀行支店及び信託業法︵ 平成十六年法律第百五十四号︶第五十

いう ︒︶に対するものは︑その本店︵銀行法第四十七条第一項に規定する

五号及び第三十号に掲げる特定事業者︵以 下この条において﹁銀行等﹂と

う︒︶で︑法第二条第二項第一 号︑第二号︑第六号︑第二十四号︑第二十

事項に関するものを除く︒以下﹁金融庁長官検査・是正命令等権限﹂ とい

第三項に規定する登録金融機関業務 をいう︒次項において同じ︒︶に係る

︑第十六条及び第十七条 に定めるもの︵登録金融機関業務︵法第二十一条

︵以下﹁金融庁長官権限﹂という︒︶のうち法第十四条︑第十五 条第一項

三条第一項に規定する主たる支店を含 む︒︶又は主たる事務所若しくは営

主たる外 国銀行支店及び信託業法︵平成十六年法律第百五十四号︶第五十

いう︒︶に対するものは︑その本店︵銀行法第 四十七条第一項に規定する

び第二十八号の二に掲げる特定事業 者︵以下この条において﹁銀行等﹂と

で ︑法第二条第二項第一号︑第二号︑第六号︑第二十三号︑第二十四号及

関するものを除く︒以下﹁金融庁長官検査 ・是正命令等権限﹂という︒︶

に規定する登録金融機関業務を いう︒次項において同じ︒︶に係る事項に

十五条及び第十六条に定めるもの︵登録金融機関業務︵法第二十条第 三項

下﹁金融庁長官権限﹂という︒︶のう ち法第十三条︑第十四条第一項︑第

法第二十条第 五項の規定により金融庁長官に委任された権限︵以

三条第一項に規定する主たる支店を含む︒︶又は 主たる事務所若しくは営

業所︵以下この条において﹁本店等﹂という︒︶の所 在地を管轄する財務

第十九条

業所︵以 下この条において﹁本店等﹂という︒︶の所在地を管轄する財務

局長︵当該所在 地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては︑福

法第二十一条第五項の規 定により金融庁長官に委任された権限

局長︵当該所在地が福岡財務支局の 管轄区域内にある場合にあっては︑福

岡財務支局長︶に委任する︒ただし︑ 金融庁長官が自らその権限を行使す

録金融機関業務に係る事項に関するも のを除く︒以下﹁金融庁長官検査等

金融庁長官権限 のうち法第十三条及び第十四条第一項に定めるもの︵登

岡財務支局長︶に委任する︒ただし︑金融庁長官が自 らその権限を行使す

２

ることを妨げない︒

金融庁長官権限のうち法第十四条 及び第十五条第一項に定めるもの︵登

ることを妨げな い︒

第二十一条

２

録金融機関業務に係る事項に関するものを除く︒以下﹁金融 庁長官検査等

二三頁

３

あっては︑福 岡財務支局長︶も行使することができる︒

管轄する財務局長︵当該所在地が福岡財務支局の管 轄区域内にある場合に

項に規定する財務局長及び福岡財務 支局長のほか︑当該支店等の所在地を

︵以下 この条において﹁支店等﹂という︒︶に対するものについては︑前

権限﹂という︒︶で︑銀行等の本店等以外の事 務所︑営業所その他の施設

あっては︑福岡財務支局長︶も行使することができる︒

管轄する財務局長︵当該所在地が福岡 財務支局の管轄区域内にある場合に

項に規定する 財務局長及び福岡財務支局長のほか︑当該支店等の所在地を

︵以下この条において﹁支店等﹂という︒︶に対す るものについては︑前

権限﹂という︒︶で︑銀行等の本店等 以外の事務所︑営業所その他の施設

め又は質問若しくは立入検査︵以下この項において﹁検査 等﹂という︒︶

を行った財務局長又は福岡財務支局長は︑当該銀行等の本店等 又は当該支

め又は質問若しくは立入検査︵以下こ の項において﹁検査等﹂という︒︶

前項の規定に より銀行等の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求

を行った財務局長又 は福岡財務支局長は︑当該銀行等の本店等又は当該支

店等以外の支店等に対し て検査等の必要を認めたときは︑当該本店等又は

３

店等以外の支店等に対して検査等の 必要を認めたときは︑当該本店等又は

当該支店等以外の支店等に対し︑検査 等を行うことができる︒

前項の規定により銀行等の支店等 に対して報告若しくは資料の提出の求

当該支店等以外の支店等に対し︑検査等を行うことができる︒

︵労働金庫等に係る取引に関す る行政庁の権限委任等︶

金融庁長官及び厚生労働大臣は ︑法第二条第二項第四号及び第五

︵労働金庫等に係る取引に関する行 政庁の権限委任等︶

第二十条

号 に掲げる特定事業者に対する法第十三条及び第十四条第一項に定める権

金融庁長官及び厚生労働大臣は︑法第二条第二項第四号 及び第

五号に掲げる特定事業者に対す る法第十四条及び第十五条第一項に定める

限︵金融庁長官の場合にあっては︑ 金融庁長官検査等権限︶を行使する場

︑速やかに︑そ の結果を金融庁長官に通知するものとする︒

厚生労働大臣は︑第一項の規定によりその権限を 単独に行使したときは

やかに︑その結果を厚生労働大臣に通 知するものとする︒

金融 庁長官は︑前項の規定によりその権限を単独に行使したときは︑速

権限︵金融庁長官の場合にあっては︑金融 庁長官検査等権限︶を行使する

２

合においては︑それぞれ単独にその権限を行使 することを妨げない︒

金融庁長官は︑前項の規定により その権限を単独に行使したときは︑速
やかに︑その結果を厚生労働大臣に通知するもの とする︒
厚生 労働大臣は︑第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは
︑速やかに︑その結果を金融庁長官 に通知するものとする︒

限は︑その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長︵当該 所在地が福岡

法第二条第二項第四号に掲げる特定 事業者に対する金融庁長官検査等権

限は︑その主た る事務所の所在地を管轄する財務局長︵当該所在地が福岡

財務支局の管轄区域 内にある場合にあっては︑福岡財務支局長︶に委任す

４

財務支局の管轄区域内にある場合に あっては︑福岡財務支局長︶に委任す

る︒ただし︑金融庁長官が自らその権 限を行使することを妨げない︒

法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対す る金融庁長官検査等権

３

場合 においては︑それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない︒

第二十二条

２

３

４

る︒ただし︑金融庁長官が自らその権限を行使することを妨 げない︒

二四頁

する事務は︑一の都道府県の区域を 越えない区域を地区とする法第二条第

限並び に法第十四条及び第十五条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属

二項第四号に掲げる特定事業者︵以下 この条において﹁都道府県労働金庫

する事務は︑ 一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第二条第

限並びに法第十三条及び第十四条第一項に定める厚 生労働大臣の権限に属

法第二条第二項第四号に掲げる特定 事業者に対する金融庁長官検査等権

二項第四号に掲げる特定事業者︵以下この条におい て﹁都道府県労働金庫

﹂という︒︶に関するものに限り︑都道府県知事が行うも のとする︒ただ

５

﹂という︒︶ に関するものに限り︑都道府県知事が行うものとする︒ただ

し︑金融庁長官又 は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げな

法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者 に対する金融庁長官検査等権

し︑金融庁長官又は厚生労働大臣が 自らその権限を行使することを妨げな

い︒

道府県労働金庫から報告を徴し︑若 しくはこれに対し資料の提出を命じ︑

又は法第十四条第一項の規定により都 道府県労働金庫の検査を行った場合

道府県労働金庫から報告 を徴し︑若しくはこれに対し資料の提出を命じ︑

都道府県知事は︑前項本文の規定に基づき︑法第十三条の 規定により都

又は法第十五条第一項の規定により都道府県労働金庫の検査を行 った場合

には︑その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければなら ない

６

には︑その結果を金融庁 長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない

︒

都道府県知事は ︑前項本文の規定に基づき︑法第十四条の規定により都

︒

受 ける事務は︑都道府県労働金庫に関するものに限り︑都道府県知事が行

法第二条第二項第四号に掲げる特定事 業者が行う疑わしい取引の届出を

受ける事務は︑都道府県労働金 庫に関するものに限り︑都道府県知事が行

うものとする︒

法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者が行う疑わしい取引の 届出を

うものとする︒

︵農業協 同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等︶

７

い︒

５

６

７

︵農業協同組合等に係る取引に関す る行政庁の権限委任等︶

︒︶並びに同項第十号から第十三号 までに掲げる特定事業者︵以下この条

九号に掲 げる特定事業者︵以下この条において﹁農業協同組合等﹂という

において﹁漁業協同組合等﹂という︒ ︶に対する法第十三条及び第十四条

︒︶並びに同項 第十号から第十三号までに掲げる特定事業者︵以下この条

九号に掲げる特定事業者︵以下この条において﹁農業 協同組合等﹂という

金融庁長官及び農林水産大 臣は︑法第二条第二項第八号及び第

において﹁漁業協同組合等﹂という︒︶に対する法第 十四条及び第十五条

第一項に定める権限︵金融庁長官の場合にあっては︑金融庁 長官検査等権

第二十一条

第一項に定める 権限︵金融庁長官の場合にあっては︑金融庁長官検査等権

限︶を行使する場合 においては︑それぞれ単独にその権限を行使すること

金融庁長官及び農林水産大臣は︑法 第二条第二項第八号及び第

限︶を行使する場合においては︑そ れぞれ単独にその権限を行使すること

を妨げない︒この場合においては︑前 条第二項及び第三項の規定を準用す

第二十三条

を妨げない︒この場合においては︑前条第二項及び第三項の 規定を準用す

二五頁

２

る︒

る︒

その主たる事 務所の所在地を管轄する財務局長︵当該所在地が福岡財務支

農業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金 融庁長官検査等権限は︑

その主たる事務所の所在地を管轄す る財務局長︵当該所在地が福岡財務支

局の管轄区域内にある場合にあっては ︑福岡財務支局長︶に委任する︒た

２

局の管轄区域内にある場合にあっては︑福岡財務支 局長︶に委任する︒た

だし︑金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げな い︒

農 業協同組合等及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限は︑

だし︑金融庁 長官が自らその権限を行使することを妨げない︒

産大臣の権限︵地方農政局の管轄区域を越えない区域を地 区とする農業協

同組合等︵以下この項において﹁地方農業協同組合﹂という︒ ︶に対する

産大臣の権限︵地方農政局の管轄区域 を越えない区域を地区とする農業協

農業協同組合 等に対する法第十三条及び第十四条第一項に定める農林水

同組合等︵以下この 項において﹁地方農業協同組合﹂という︒︶に対する

ものに限る︒︶は︑地方 農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する

３

ものに限る︒︶は︑地方農業協同組 合の主たる事務所の所在地を管轄する

地方農政局長に委任する︒ただし︑農 林水産大臣が自らその権限を行使す

農業協同組合等に対する法第十四 条及び第十五条第一項に定める農林水

地方農政局長に委任する︒ただし︑農林水産大臣が自らその権限 を行使す

ることを妨げない︒

務は︑都道府県の区域を地区と する法第二条第二項第九号︑第十一号又は

に法第十四条及び第十五条第一項に定める農林水産大臣の権限に属す る事

第十三号に掲げる特定事業者︵以下 この条において﹁都道府県連合会﹂と

務 は︑都道府県の区域を地区とする法第二条第二項第九号︑第十一号又は

に法第十三条及び第十四条第一項に定める 農林水産大臣の権限に属する事

農業協同組合等及び漁業協 同組合等に対する金融庁長官検査等権限並び

第十三号に掲げる特定事業者︵以下この条 において﹁都道府県連合会﹂と

いう︒︶に関するものに限り︑都道府県知事が 行うものとする︒ただし︑

４

いう ︒︶に関するものに限り︑都道府県知事が行うものとする︒ただし︑

金融庁長 官又は農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない︒

農業協同組合等及び漁業協同組合 等に対する金融庁長官検査等権限並び

金融庁長官又は農林水産大臣が自ら その権限を行使することを妨げない︒

道府県連 合会から報告を徴し︑若しくはこれらに対し資料の提出を命じ︑

又は法第十四条 第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合に

道府県連合会から報告を徴し︑若しくはこれらに対し 資料の提出を命じ︑

都道府県知事は︑前項本文の規定に 基づき︑法第十三条の規定により都

又は法第十五条第一項の規定により 都道府県連合会の検査を行った場合に

は︑その結果を金融庁長官及び農林水 産大臣に報告しなければならない︒

都道府県知事は︑前項本文の規定に基づき︑ 法第十四条の規定により都

は︑その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告し なければならない︒

金融庁長官及び農林水産大臣は︑法第十三条の規定によ り都道府県連合

会から報告を徴し︑ 若しくはこれらに対し資料の提出を命じ︑又は法第十

金融庁長官 及び農林水産大臣は︑法第十四条の規定により都道府県連合
会から報告を徴し︑若しくはこれら に対し資料の提出を命じ︑又は法第十

四条第一項の規定により都道府県連合 会の検査を行った場合には︑その結

６

５

ることを妨げない︒

３

４

５

６

五条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合 には︑その結

二六頁

︵農林中央金庫に係る取引に関する 行政庁の権限行使︶

果を関係都道府県知事に通知するものとする︒

︵農林中央金 庫に係る取引に関する行政庁の権限行使︶

果を関係都道府県知事に通知するもの とする︒

げる特定事業 者に対する法第十四条及び第十五条第一項に定める権限︵金

融庁長官の場合に あっては︑金融庁長官検査等権限︶を行使する場合にお

げる特定事業者に対する法第十三条及び第十四条第一項に 定める権限︵金

金融庁長官及び農林水産大 臣は︑法第二条第二項第十四号に掲

融庁長官の場合にあっては︑金融庁 長官検査等権限︶を行使する場合にお

いては︑それぞれ単独にその権限を行 使することを妨げない︒この場合に

第二十二条

いては︑それぞれ単独にその権限を行使することを妨げな い︒この場合に

おいては︑第二十条第二項及び第三項の規定を準用する︒

金融庁長官及び農林水産大臣は︑法第 二条第二項第十四号に掲

おいては︑第二十二 条第二項及び第三項の規定を準用する︒

︵株式会社商工組合中央金庫に係る取 引に関する行政庁の権限委任等︶

第二十四条

︵株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委 任等︶

金融庁長官︑財務大臣及び経済産業大臣は︑法第二 条第二

項第十五号に掲げる特定事業者 に対する法第十三条及び第十四条第一項に

第二十二条の二

十五号に掲げる特定事業者に対する 法第十四条及び第十五条第一項に定め

定める権限︵金融庁長官の場合にあっては ︑金融庁長官検査等権限︶を行

金融庁長官 ︑財務大臣及び経済産業大臣は︑法第二条第二項第

る権限︵金融庁長官の場合にあっては︑金融庁長官検査等権限︶を行 使す

使 する場合においては︑それぞれ単独にその権限を行使することを妨げな
い︒

前項に規定する行政庁は︑同項の規定によ りその権限を単独に行使した

ときは︑ 速やかに︑その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するもの

２

ときは︑速やかに︑その結果を他の 同項に規定する行政庁に通知するもの

とする︒

前項に規定する行政庁は︑同項の規定によりその権限を単独に行使した

とする︒

権限は︑その本 店の所在地を管轄する財務局長︵当該所在地が福岡財務支

法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対 する金融庁長官検査等

権限は︑その本店の所在地を管轄す る財務局長︵当該所在地が福岡財務支

局の管轄区域内にある場合にあっては ︑福岡財務支局長︶に委任する︒た

法第 二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等

局の管轄区域内にある場合にあっては︑福岡財務支局 長︶に委任する︒た

だし︑金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない ︒

第二項第十五号に掲げる特定事業者の 本店以外の営業所その他の施設に対

第十九条第二項 及び第三項の規定は︑金融庁長官検査等権限で法第二条

だし︑金融庁長 官が自らその権限を行使することを妨げない︒
第二十一条第二項及び第三項の規 定は︑金融庁長官検査等権限で法第二

４

３

る場合においては︑それぞれ単 独にその権限を行使することを妨げない︒

第二十五条

２

３

４

条第二項第十五号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所そ の他の施設に

二七頁

︵株式会社日本政策投資銀行に係る 取引に関する行政庁の権限委任等︶

対するものについて準用する︒

︵株式会社日 本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等︶

するものについて準用する︒

に掲げる特定事業者に対する法第十三条及び第十四条第一 項に定める権限

金融庁長官及び財務大 臣は︑法第二条第二項第十五号の二

特定事業者に 対する法第十四条及び第十五条第一項に定める権限︵金融庁

︵金融庁長官の場 合にあっては︑金融庁長官検査等権限︶を行使する場合

第二十二条の三

長官の場合にあっては︑金融庁長官 検査等権限︶を行使する場合において

においては︑それぞれ単独にその権限 を行使することを妨げない︒この場

金融庁長官及び財務大臣は︑法第二条 第二項第十六号に掲げる

は︑それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない︒ この場合におい

合においては︑第二十条第二項及び第三項の規定を準用する︒

査等権限は︑その本店の所在地を管轄 する財務局長︵当該所在地が福岡財

法第二条第二項第十 五号の二に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検

権限は︑その本店の所在地を管轄する財務局長︵当該所在地が福 岡財務支

務支局の管轄区域内にある場合にあっては︑福岡財務支局長︶に委任 する

２

局の管轄区域内にある場 合にあっては︑福岡財務支局長︶に委任する︒た

︒ただし︑金融庁長官が自らそ の権限を行使することを妨げない︒

法第二条第二項第十六号に掲げる 特定事業者に対する金融庁長官検査等

だし︑金融庁長官が自らその権限を 行使することを妨げない︒

第 二項第十五号の二に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設

第十九条第二項及び第三項の規定は︑ 金融庁長官検査等権限で法第二条

条第二項第十六号に掲げる特定 事業者の本店以外の営業所その他の施設に

に対するものについて準用する︒

第二十一条第二項及び第三項の規定は︑金融庁長官検査等権限で 法第二

対するものについて準用する︒

︵保険会 社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等︶

３

ては︑第二十二条第 二項及び第三項の規定を準用する︒

第二十六条

２

３

︵保険会社等に係る取引に関する行 政庁の権限委任等︶

る金融庁長官検査・是正命令等権限 は︑その本店又は主たる事務所若しく

する金融 庁長官検査等権限並びに同項第十九号に掲げる特定事業者に対す

は保険業法第百八十七条第一項第四号 に規定する日本における主たる店舗

る金融庁長官検 査・是正命令等権限は︑その本店又は主たる事務所若しく

する金融庁長官検査等権限並びに同項第十八号に掲げ る特定事業者に対す

法第二条第二項第十六号及 び第十七号に掲げる特定事業者に対

は保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本 における主たる店舗

︵以下この条において﹁本店等﹂という︒︶の所在地を管轄 する財務局長

第二十三条

︵以下この条に おいて﹁本店等﹂という︒︶の所在地を管轄する財務局長

︵当該所在地が福岡 財務支局の管轄区域内にある場合にあっては︑福岡財

法第二条第二項第十七号及び第十八 号に掲げる特定事業者に対

︵当該所在地が福岡財務支局の管轄 区域内にある場合にあっては︑福岡財

務支局長︶に委任する︒ただし︑金融 庁長官が自らその権限を行使するこ

第二十七条

務支局長︶に委任する︒ただし︑金融庁長官が自らその権限 を行使するこ

二八頁

とを妨げない︒

とを妨げない︒

第十九条第二項及び第三項の規定は︑金融庁長 官検査等権限で法第二条

第二項第十六 号から第十八号までに掲げる特定事業者の本店等以外の営業

２

条第二項第十七号から第十九号まで に掲げる特定事業者の本店等以外の営

所︑事務所その他の施設に対するもの について準用する︒

第 二十一条第二項及び第三項の規定は︑金融庁長官検査等権限で法第二

業所︑事務所その他の施設に対するものについて準 用する︒

︵金融商品取引業 者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等︶

２

︵金融商品取引業者等に係る取引に 関する行政庁の権限委任等︶

有する個人にあっては︑国内における主たる営業所又は事務所︒以下 この

に対するものは︑その本店又は主た る事務所︵外国法人又は外国に住所を

げる特定事業者︵以下こ の条において﹁金融商品取引業者等﹂という︒︶

登録を受けた者に限る︒︶並びに同項第二十一号から第二十三号 までに掲

二十九号に掲げる特定事業者︵金融 商品取引法第三十三条の二に規定する

めるもので︑法第二 条第二項第一号から第十八号まで︑第二十七号及び第

に おいて﹁本店等﹂という︒︶の所在地を管轄する財務局長︵当該所在地

する個人にあっては︑国内における主たる 営業所又は事務所︒以下この条

対するものは︑その本店又は主 たる事務所︵外国法人又は外国に住所を有

る特定事業者︵以下この条において﹁金融商品取引業者等﹂という︒ ︶に

登録を受けた者に限る︒︶並びに同項 第二十号から第二十二号までに掲げ

二十八号に掲げる特定事 業者︵金融商品取引法第三十三条の二に規定する

めるもので︑法第二条第二項第一号から第十七号まで︑第二十 六号及び第

金融庁長官権限のうち法第 十三条︑第十五条及び第十六条に定

条において﹁本店等﹂という︒ ︶の所在地を管轄する財務局長︵当該所在

が福岡財務支局の管轄区域内にある 場合にあっては︑福岡財務支局長︶に

第二十四条

地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合 にあっては︑福岡財務支局長︶

委任する︒ただし︑金融庁長官が自らその権限 を行使することを妨げない

金融庁長官権限のうち法第十四条︑第十六条 及び第十七条に定

に委 任する︒ただし︑金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げな

︒

に定めるもので金融商品取引業者等の本店等以外の営 業所︑事務所その他

第十九条第二項及び第三項の規定は ︑金融庁長官権限のうち法第十三条

条に定め るもので金融商品取引業者等の本店等以外の営業所︑事務所その

の施設︵以下こ の条において﹁支店等﹂という︒︶に対するものについて

２

他の施設︵以下この条において﹁支 店等﹂という︒︶に対するものについ

準用する︒

第二十一条第二項及び第三項の規定は︑金融 庁長官権限のうち法第十四

て準用する︒

金融庁長官権限のうち法第二十条第六項の規定により証 券取引等監視委

員会に委任された権 限及び第十八条第一項の規定により証券取引等監視委

金融庁長官 権限のうち法第二十一条第六項の規定により証券取引等監視
委員会に委任された権限及び第二十 条第一項の規定により証券取引等監視

員会に委任された権限︵法第二条第二 項第二十一号に掲げる特定事業者に

３

い︒

第二十八条

２

３

委員会に委任された権限︵法第二条第二項第二十二号に掲げ る特定事業者

二九頁

４

らその権限を行使することを妨げない︒

ては︑福岡財務支局長︶に委任する ︒ただし︑証券取引等監視委員会が自

する財 務局長︵当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっ

に対するものに限る︒︶は︑金融商品取引業者 等の本店等の所在地を管轄

その権限を行使することを妨げない︒

は︑福岡財務 支局長︶に委任する︒ただし︑証券取引等監視委員会が自ら

る財務局長︵当該所在地が福岡財務支局の管轄区域 内にある場合にあって

対するものに限る︒︶は︑金融商品取 引業者等の本店等の所在地を管轄す

店等に対するものについては︑同項 に規定する財務局長及び福岡財務支局

長のほか︑当該支店等の所在地を管轄 する財務局長︵当該所在地が福岡財

店等に対するもの については︑同項に規定する財務局長及び福岡財務支局

前項に規定する証券取引等監視委員会の権限で金融商 品取引業者等の支

長のほか︑当該支店等の所在地を管轄する財務局長︵当該 所在地が福岡財

務支局の管轄区域内にある場合にあっては︑福岡財務支局長︶ も行使する

４

務支局の管轄区域内 にある場合にあっては︑福岡財務支局長︶も行使する

ことができる︒

前項に規 定する証券取引等監視委員会の権限で金融商品取引業者等の支

ことができる︒

﹂という︒︶を行った財務局長又は 福岡財務支局長は︑当該金融商品取引

料の提出の求め又は質問 若しくは立入検査︵以下この項において﹁検査等

業者等の本店等又は当該支店等以外の支店 等に対して検査等の必要を認め

﹂という︒︶を行った財務局長 又は福岡財務支局長は︑当該金融商品取引

料の提出の求め又は質問若しくは立入検査︵以下この項において﹁検 査等

前項の規定により金融商品取引業者 等の支店等に対して報告若しくは資

業者等の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を 認め

た ときは︑当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し︑検査等を行う

５

たときは︑当該本店等又は当該 支店等以外の支店等に対し︑検査等を行う

ことができる︒

前項の規定により金融商品取引業者等の支店等に対して報告 若しくは資

ことができる︒

に対する 同項に規定する証券取引等監視委員会の権限については︑適用し

第三項の規定は︑証券取引等監視委員会の 指定する金融商品取引業者等

に対する同項に規定する証券取引等 監視委員会の権限については︑適用し

ない︒この場合における第四項の規定 の適用については︑同項中﹁同項に

６

ない︒この場合における第四項の規定の適用につ いては︑同項中﹁同項に

規定する財務局長及び福岡財務支局長﹂とあるのは︑ ﹁証券取引等監視委

第三項の規定は︑証券取引等監視委員会の指定する金融商品取引業者等

規定する 財務局長及び福岡財務支局長﹂とあるのは︑﹁証券取引等監視委

員会﹂とする︒

証券取引等監視委員会は︑前項の規 定による指定をした場合には︑その

員会﹂とする︒
７

旨を公示するものとする︒これを取り消したときも︑同様と する︒

証券取引等監視委員会は︑前項の規定による指定 をした場合には︑その
旨を公示するも のとする︒これを取り消したときも︑同様とする︒

︵不動産特定共同事業者に係る取引に 関する行政庁の権限委任等︶

５

６

７

︵不動産特定共同事業者に係る取引に関する行政庁の権限委 任等︶

三〇頁

おいて﹁不動産特定共同事業者﹂という︒︶に対す る金融庁長官検査等権

法第二条第二項第二十五号 に掲げる特定事業者︵以下この条に

おいて ﹁不動産特定共同事業者﹂という︒︶に対する金融庁長官検査等権

限は︑その主 たる事務所の所在地を管轄する財務局長︵当該所在地が福岡

第二十五条

限は︑その主たる事務所の所在地を 管轄する財務局長︵当該所在地が福岡

財務支局の管轄区域内にある場合にあ っては︑福岡財務支局長︶に委任す

法第二条第二項第二十六号に掲げ る特定事業者︵以下この条に

財務支局の管轄区域内にある場合にあっては︑福岡 財務支局長︶に委任す

る︒ただし︑金融庁長官が自らその権限を行使することを 妨げない︒

第十九条第二 項及び第三項の規定は︑金融庁長官検査等権限で不動産特

定共同事業者の主たる事務所以外の事 務所に対するものについて準用する

２

特定共同事業者の主たる事務所以外の事務所に対するもの について準用す

︒

第二十一条第二項及び第三項の規 定は︑金融庁長官検査等権限で不動産

る︒

道府県の区域内において 行われるものに限り︑都道府県知事が行うものと

及び第十五条第一項に定める国土交通大臣の権限に属する事務は ︑その都

する︒ただし︑金融庁長官及び 国土交通大臣が自らその権限を行使するこ

道府県の区域内において行われるものに限り︑都道府県知事が行うも のと

及び第十四条第一項に定める国土交通 大臣の権限に属する事務は︑その都

不動産特定共同事業 者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第十三条

する︒ただし︑金融庁長官及び国土 交通大臣が自らその権限を行使するこ

とを妨げない︒

不動産特定共同事業者に対する金 融庁長官検査等権限並びに法第十四条

とを妨げない︒

動産特定共同事業者から報告を徴し︑若し くはこれに対し資料の提出を命

じ︑又は法第十四条第一項の規定により不動産 特定共同事業者の検査を行

動産特定共同事業者から報告を徴し ︑若しくはこれに対し資料の提出を命

都道府県知事は︑前項本文の規定に基づき︑法第十三条の規定により不

じ︑ 又は法第十五条第一項の規定により不動産特定共同事業者の検査を行

った場合 には︑その結果を金融庁長官及び国土交通大臣に報告しなければ

都道府県知事は︑前項本文 の規定に基づき︑法第十四条の規定により不

った場合には︑その結果を金融庁長 官及び国土交通大臣に報告しなければ

ならない︒

不動産特定共同事業者が行う疑わしい取引の届出 を受ける事務は︑不動

ならない︒
不動 産特定共同事業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は︑不動

産特定共同事業 法第三条第一項に規定する都道府県知事の許可を受けた者

５

４

３

る︒ただし︑ 金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない︒

第二十九条

２

３

４

５

産特定共同事業法第三条第一項に規 定する都道府県知事の許可を受けた者

に関するものに限り︑都道府県知事が 行うものとする︒

法第二条第二項第二十七号 に掲げる特定事業者︵以下この条に

に関するものに限り︑都道府県知事が行うものとする ︒

第二十六条

︵貸金業者に係る取 引に関する行政庁の権限委任等︶
法第二条第二項第二十八号に掲げる特定事業者︵ 以下この条にお

︵貸金業者に係る取引に関する行政 庁の権限委任等︶
第三十条

三一頁

の管轄区域内にある場合にあっては︑福岡財務支局 長︶に委任する︒ただ

という︒︶の所在地を管轄する財務 局長︵これらの所在地が福岡財務支局

︑その 主たる営業所又は事務所︵以下この条において﹁主たる営業所等﹂

いて﹁貸金業者﹂という︒︶に対する金融庁長 官検査・是正命令等権限は

だし︑金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げな い︒

局の管轄区域内にある場合にあっては ︑福岡財務支局長︶に委任する︒た

﹂という︒︶ の所在地を管轄する財務局長︵これらの所在地が福岡財務支

は︑その主たる営業所又は事務所︵以下この条にお いて﹁主たる営業所等

おいて﹁貸金業者﹂という︒︶に対す る金融庁長官検査・是正命令等権限

第十九条第二 項及び第三項の規定は︑金融庁長官検査等権限で貸金業者

し︑金融庁長 官が自らその権限を行使することを妨げない︒
２

の主たる営業所等以外の営業所又は事 務所に対するものについて準用する

第二十一条第二項及び第三項の規 定は︑金融庁長官検査等権限で貸金業

者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所に対するもの について準用す

︒

条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者︵以下この条 において

﹁都道府県貸金業者﹂という︒︶に関するものに限り︑都道府県知事 が行

条第一項に規定する都道府県知事の登 録を受けた者︵以下この条において

貸金業者に対する金 融庁長官検査等権限に属する事務は︑貸金業法第三

﹁都道府県貸金業者﹂と いう︒︶に関するものに限り︑都道府県知事が行

うものとする︒ただし︑金融庁 長官が自らその権限を行使することを妨げ

３

うものとする︒ただし︑金融庁長官 が自らその権限を行使することを妨げ

ない︒

貸金業者に対する金融庁長官検査 等権限に属する事務は︑貸金業法第三

ない︒

道府県貸金業者から報告を徴し︑若 しくはこれに対し資料の提出を命じ︑

都道府県知事は︑前項本文の規定に基づき︑法第十三条の規定により都

道府県貸金業者から報告を徴し︑若しくは これに対し資料の提出を命じ︑

又は法第十四条第一項の規定により都道府県貸 金業者の検査を行った場合

都道府県知事は︑前項本文 の規定に基づき︑法第十四条の規定により都

又は 法第十五条第一項の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合

には︑そ の結果を金融庁長官に報告しなければならない︒

貸金業者が行う疑わしい取引の届出 を受ける事務は︑都道府県貸金業者

には︑その結果を金融庁長官に報告 しなければならない︒
貸金業者が行う疑わしい取引の届出を受ける 事務は︑都道府県貸金業者

に関するものに限り︑都道府県知事が行うものとする ︒

５

４

る︒

２

３

４

５

に関する ものに限り︑都道府県知事が行うものとする︒

︵商品先物取引業者に係る取引に関す る行政庁の権限委任等︶

法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者 ︵以下この条に

︵商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限 委任等︶

第二十七条

おいて﹁商品先物取 引業者﹂という︒︶に対する法第十三条︑第十四条第

法 第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者︵以下この条に

おいて﹁商品先物取引業者﹂という ︒︶に対する法第十四条︑第十五条第

一項︑第十五条及び第十六条に定める 農林水産大臣及び経済産業大臣の権

第三十一条

一項︑第十六条及び第十七条に定める農林水産大臣及び経済 産業大臣の権

三二頁

業大臣が自ら その権限を行使することを妨げない︒

農政局長及び経済産業局長に委任する︒ただし︑農 林水産大臣及び経済産

務所︒以下この条において﹁本店等 ﹂という︒︶の所在地を管轄する地方

又は外 国に住所を有する者にあっては︑国内における主たる営業所又は事

限は︑その本店又は主たる事務所︵外国の法令 に準拠して設立された法人

業大臣が自らその権限を行使することを妨げない︒

農政局長及び経済産業局長に委任する ︒ただし︑農林水産大臣及び経済産

務所︒以下こ の条において﹁本店等﹂という︒︶の所在地を管轄する地方

又は外国に住所を有する者にあっては︑国内におけ る主たる営業所又は事

限は︑その本店又は主たる事務所︵外 国の法令に準拠して設立された法人

所︵外国の法令に準 拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあ

の権限で︑商品先物取引業者の本店等以外の支店その他の 営業所又は事務

っては︑国内における従 たる営業所又は事務所︒以下この条において﹁支

所︵外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有 する者にあ

の権限で︑商品先物取引業者の本店等 以外の支店その他の営業所又は事務

法第十三条及 び第十四条第一項に定める農林水産大臣及び経済産業大臣

っては︑国内における従たる営業所 又は事務所︒以下この条において﹁支

店等﹂という︒︶に対するものについ ては︑前項に規定する地方農政局長

２

店等﹂という︒︶に対するものについては︑前項に規定する地方 農政局長

及び経済産業局長のほか︑当該支店等の所在地を管轄する地方農政局 長及

法第十四条及び第十五条第一項に 定める農林水産大臣及び経済産業大臣

及び経済産業局長のほか ︑当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長及

び経済産業局長も行使すること ができる︒

業者 の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めた

という︒︶を行った地方農政局長及び経済 産業局長は︑当該商品先物取引

の提出の求め又は質問若しくは 立入検査︵以下この項において﹁検査等﹂

ときは︑ 当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し︑検査等を行うこ

業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対 して検査等の必要を認めた

という︒︶を行った地方農政局長及 び経済産業局長は︑当該商品先物取引

の 提出の求め又は質問若しくは立入検査︵以下この項において﹁検査等﹂

前項の規定により商品先物取引業者の 支店等に対して報告若しくは資料

ときは︑当該本店等又は当該支店等 以外の支店等に対し︑検査等を行うこ

とができる︒

３

とができる︒

︵電子債権記録 機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等︶

前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して報告若しく は資料

び経済産業局長も行使することがで きる︒

２

３

︵電子債権記録機関に係る取引に関 する行政庁の権限委任等︶

法第二条第二項第三十 一号の二に掲げる特定事業者に対す

る金融庁長官権限のうち法第十三条及び第十四条第一項に定 めるものは︑

第二十七条の二

長官権限のうち 法第十四条及び第十五条第一項に定めるものは︑その本店

その本店の所在地を 管轄する財務局長︵当該所在地が福岡財務支局の管轄

法第二条第二項第三十四号に掲げる特定 事業者に対する金融庁

の所在地を管轄する財務局長︵当該 所在地が福岡財務支局の管轄区域内に

区域内にある場合にあっては︑福岡財 務支局長︶に委任する︒ただし︑金

第三十二条

ある場合にあっては︑福岡財務支局長︶に委任する︒ただし ︑金融庁長官

三三頁

が自らその権限を行使することを妨げない︒

融庁長官が自らその権限を行使するこ とを妨げない︒

第十九条第二項及び第三項の規定は︑金融庁長 官権限のうち法第十三条

及び第十四条 第一項に定めるもので法第二条第二項第三十一号の二に掲げ

２

条及び第十五条第一項に定めるもの で法第二条第二項第三十四号に掲げる

る特定事業者の本店以外の営業所に対 するものについて準用する︒

第 二十一条第二項及び第三項の規定は︑金融庁長官権限のうち法第十四

特定事業者の本店以外の営業所に対するものについ て準用する︒

︵両替業者に係る 取引に関する行政庁の権限委任等︶

２

︵両替業者に係る取引に関する行政 庁の権限委任等︶

おいて﹁両替業者﹂ という︒︶に対する法第十五条第一項に定める財務大

臣の権限は︑その本店又 は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長︵当

おいて﹁両替業者﹂という︒︶に対する法第十四条第一項に定 める財務大

法第二条第二項第三十三号 に掲げる特定事業者︵以下この条に

臣の権限は︑その本店又は主たる事 務所の所在地を管轄する財務局長︵当

該所在地が福岡財務支局の管轄区域内 にある場合にあっては︑福岡財務支

第二十八条

該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては︑福 岡財務支

局長︶に委任する︒ただし︑財務大臣が自らその権限を行使すること を妨

法第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業 者︵以下この条に

局長︶に委任する︒ただ し︑財務大臣が自らその権限を行使することを妨

げない︒

外の営業所又は事務所︵以下こ の条において﹁支店等﹂という︒︶に対す

るものについては︑同項に規定する 財務局長のほか︑当該支店等の所在地

外 の営業所又は事務所︵以下この条において﹁支店等﹂という︒︶に対す

前項に規定する財務大臣の権限で︑両 替業者の本店又は主たる事務所以

るものについては︑同項に規定する財務局 長のほか︑当該支店等の所在地

を管轄する財務局長︵当該所在地が福岡財務支 局の管轄区域内にある場合

２

を管 轄する財務局長︵当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合

にあって は︑福岡財務支局長︶も行使することができる︒

前項に規定する財務大臣の権限で︑両替業者の本店又は主たる事 務所以

にあっては︑福岡財務支局長︶も行 使することができる︒

財務局長 又は福岡財務支局長は︑当該両替業者の本店若しくは主たる事務

所又は当該支店 等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めた

財務局長又は福岡財務支局長は︑当該両替業者の本店 若しくは主たる事務

前項の規定により両替業者の支店等 に対して質問又は立入検査を行った

所又は当該支店等以外の支店等に対 して質問又は立入検査の必要を認めた

ときは︑当該本店若しくは主たる事務 所又は当該支店等以外の支店等に対

前項の規定により両替業者の支店等に対して 質問又は立入検査を行った

ときは︑当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店 等以外の支店等に対

し︑質問又は立入検査を行うことができる︒

項の規定により両替業者に関して財務 局長及び福岡財務支局長に委任され

両替業者に対す る法第十三条に定める財務大臣の権限については︑前三

し︑質問又は立 入検査を行うことができる︒
両替業者に対する法第十四条に定 める財務大臣の権限については︑前三

４

３

げない︒

第三十三条

２

３

４

項の規定により両替業者に関して財務局長及び福岡財務支局 長に委任され

三四頁

５

６

た質問又は立入検査の権限を行使するために必 要な限度において︑当該財

た質問又は立入検査の権限を行使する ために必要な限度において︑当該財

及び前項に規定する財務大臣の権限に ついては︑適用しない︒

前各項の 規定は︑財務大臣の指定する両替業者に対する第一項︑第二項

務局長及び福岡財務支局長も行使することができる ︒
５

務局長 及び福岡財務支局長も行使することができる︒
前各項の規定は︑財務大臣の指定 する両替業者に対する第一項︑第二項
及び前項に規定する財務大臣の権限については︑適 用しない︒

財務大臣は︑前項の規定による指定をした場合には︑ その旨を告示する

ものとする︒これ を取り消したときも︑同様とする︒

６

ものとする︒これを取り消したとき も︑同様とする︒

︵宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等︶

財務大臣 は︑前項の規定による指定をした場合には︑その旨を告示する

︵宅地建物取引業者 に係る取引に関する行政庁の権限委任等︶

おいて﹁宅地建物取引業者﹂という︒︶に対する法第十四条︑第 十五条第

一項︑第十五条及び第十六条に定める国土交通大臣の権限は︑その本 店又

おいて﹁宅地建物取引業者﹂という︒ ︶に対する法第十三条︑第十四条第

法第二条第 二項第三十六号に掲げる特定事業者︵以下この条に

一項︑第十六条及び第十 七条に定める国土交通大臣の権限は︑その本店又

は主たる事務所の所在地を管轄 する地方整備局長及び北海道開発局長に委

第二十九条

は主たる事務所の所在地を管轄する 地方整備局長及び北海道開発局長に委

任する︒ただし︑国土交通大臣が自らその 権限を行使することを妨げない

法第二条第二項第三十九 号に掲げる特定事業者︵以下この条に

任する︒ただし︑国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げ ない

︒

︶第一条の二第二号に掲げる事務所 ︵以下この条において﹁支店等﹂とい

る事 務所又は宅地建物取引業法施行令︵昭和三十九年政令第三百八十三号

う︒︶に対するものについては︑同項 に規定する地方整備局長及び北海道

︶第一条 の二第二号に掲げる事務所︵以下この条において﹁支店等﹂とい

る事務所又は宅地建物取引業法施行令︵昭和三 十九年政令第三百八十三号

前項に規定する国土交通大臣の 権限で︑宅地建物取引業者の支店︑従た

う︒︶に対するものについては︑同項に規定する 地方整備局長及び北海道

開発局長のほか︑当該支店等の所在地を管轄する地方 整備局長及び北海道

２

開発局長 のほか︑当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道

開発局長も行使 することができる︒

前項に規定する国土交通大臣の権限で ︑宅地建物取引業者の支店︑従た

開発局長も行使することができる︒

取引業法︵昭和二十七年法律第百七十六号︶第三条第一項に 規定する国土

宅地建物取引業者が行う疑わしい取 引の届出を受ける事務は︑宅地建物

取引業法︵昭和 二十七年法律第百七十六号︶第三条第一項に規定する国土

交通大臣の免許を受 けた者に関するものに限り︑第一項に規定する地方整

宅地建物取引業者が行う疑わしい取引の届出を受 ける事務は︑宅地建物

交通大臣の免許を受けた者に関する ものに限り︑第一項に規定する地方整

備局長及び北海道開発局長が行うもの とする︒

３

︒

第三十四条

２

３

備局長及び北海道開発局長が行うものとする︒

三五頁

︵司法 書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等︶

︵司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委 任等︶

︑第十四条第一項及び第十五条に定め る法務大臣の権限は︑その事務所︵

法 第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者に対する法第十三条

四条︑第十五条第一項及び第十六条に定める法務大 臣の権限は︑その事務

司法書士法人にあっては︑主たる事務所︶の所在地を管轄 する法務局及び

第三十条

所︵司法書士 法人にあっては︑主たる事務所︶の所在地を管轄する法務局

地方法務局の長に 委任する︒ただし︑法務大臣が自らその権限を行使する

法第二条第二項第四十三 号に掲げる特定事業者に対する法第十

及び地方法務局の長に委任する︒た だし︑法務大臣が自らその権限を行使

ことを妨げない︒

以外の事務所︵以下この条において﹁従たる事務所﹂という︒︶ に対する

特定事業者︵司法書士法人に限る︒ 次項において同じ︒︶の主たる事務所

のについては︑前項に規定する法務局及び地方法務局の長のほか︑当 該従

外の事務所︵以下この条において﹁従 たる事務所﹂という︒︶に対するも

定事業者︵司法書士法人 に限る︒次項において同じ︒︶の主たる事務所以

前項に規定する法務大臣の権限で︑法第二条第二項第四十 号に掲げる特

ものについては︑前項に 規定する法務局及び地方法務局の長のほか︑当該

たる事務所の所在地を管轄する 法務局及び地方法務局の長も行使すること

２

従たる事務所の所在地を管轄する法 務局及び地方法務局の長も行使するこ

ができる︒

前項に規定する 法務大臣の権限で︑法第二条第二項第四十三号に掲げる

とができる︒

・指導等﹂という︒︶を行った法務 局又は地方法務局の長は︑当該特定事

入検 査又は指導︑助言若しくは勧告︵以下この条及び次条において﹁検査

る事務所に対して報告若しくは資料の提出 の求め若しくは質問若しくは立

者の主たる事務所又は当該従たる事務 所以外の従たる事務所に対して検査

指導等﹂ という︒︶を行った法務局又は地方法務局の長は︑当該特定事業

検査又は指導︑助言若しくは勧告︵以下この条 及び次条において﹁検査・

事務所に対して報告若しくは資料の 提出の求め若しくは質問若しくは立入

前項の規定により法第二条第二項第四十号に掲げる特定事業者の従たる

業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の 従たる事務所に対して検

・指導等の必要を認めたときは︑当該主たる事務所又 は当該従たる事務所

前項の規定により法第二条 第二項第四十三号に掲げる特定事業者の従た

査・指導 等の必要を認めたときは︑当該主たる事務所又は当該従たる事務

以外の従たる事 務所に対し︑検査・指導等を行うことができる︒

３

することを妨げない︒

第三十五条

２

３

所以外の従たる事務所に対し︑検査 ・指導等を行うことができる︒

法第二 条第二項第四十三号に掲げる特定事業者に対する法第十

三条︑第十四条第一項及び第十五条に 定める財務大臣の権限は︑国税庁長

第三十一条

︵税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等︶
法第二条第二項第四十六 号に掲げる特定事業者に対する法第十

︵税理士等に係 る取引等に関する行政庁の権限委任等︶
第三十六条

四条︑第十五条第一項及び第十六条に定める財務大臣の権限 は︑国税庁長

三六頁

２

い︒

官に委任する︒ただし︑財務大臣が自らその権 限を行使することを妨げな
い︒

官に委任する︒ただし︑財務大臣が自 らその権限を行使することを妨げな

務所︵税理士法人にあっては︑主たる 事務所︶の所在地を管轄する国税局

前項の規 定により国税庁長官に委任された権限は︑当該特定事業者の事

務所︵税理士法人にあっては︑主たる事務所︶の所 在地を管轄する国税局

長及び税務署長に委任する︒ただし︑国税庁長官が自らそ の権限を行使す

２

長及び税務署 長に委任する︒ただし︑国税庁長官が自らその権限を行使す

ることを妨げない ︒

前項の規定により国税庁長官に委 任された権限は︑当該特定事業者の事

ることを妨げない︒

る特定事業者︵税理 士法人に限る︒次項において同じ︒︶の主たる事務所

以外の事務所︵以下この 条において﹁従たる事務所﹂という︒︶に対する

る特定事業者︵税理士法人に限る︒次項において同じ︒︶の主 たる事務所

第一項に規定する財務大臣の権限で ︑法第二条第二項第四十三号に掲げ

以外の事務所︵以下この条において ﹁従たる事務所﹂という︒︶に対する

ものについては︑前項に規定する国税 局長及び税務署長のほか︑当該従た

３

ものについては︑前項に規定する国税局長及び税務署長のほか︑ 当該従た

る事務所の所在地を管轄する国税局長及び税務署長も行使することが でき

第一項に規定する財務大臣の権限で︑法第二条第二項 第四十六号に掲げ

る事務所の所在地を管轄 する国税局長及び税務署長も行使することができ

る︒

定事業者の主たる事務所又は当該従たる事 務所以外の従たる事務所に対し

る事務所に対して検査・指導等 を行った国税局長又は税務署長は︑当該特

て検査・指導等の必要を認めたときは︑当該主 たる事務所又は当該従たる

定事業者の主たる事務所又は当該従 たる事務所以外の従たる事務所に対し

る 事務所に対して検査・指導等を行った国税局長又は税務署長は︑当該特

前項の規定により法第二条第二項第四 十三号に掲げる特定事業者の従た

て検 査・指導等の必要を認めたときは︑当該主たる事務所又は当該従たる

事務所以 外の従たる事務所に対し︑検査・指導等を行うことができる︒

４

事務所以外の従たる事務所に対し︑ 検査・指導等を行うことができる︒

︵外国為替取引に係る通知義務に関する行政庁の権限 委任等︶

前項の規定により法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者 の従た

る︒

３

４

︵外国為 替取引に係る通知義務に関する行政庁の権限委任等︶

外国為替取引業者﹂という︒︶に係る 法第十条に定める事項に関する行政

法 第十条第一項に規定する特定事業者︵以下この条において﹁

外国為替取引業者﹂という︒︶に係る法第九条に定め る事項に関する行政

庁は︑当該外国為替取引業者に対する法第十三条及び第十四 条第一項に定

第三十二条

庁は︑当該外国 為替取引業者に対する法第十四条及び第十五条第一項に定

める権限︵金融庁長 官の場合にあっては︑金融庁長官検査等権限︶を行使

法第九条第一項に規定す る特定事業者︵以下この条において﹁

める権限︵金融庁長官の場合にあっ ては︑金融庁長官検査等権限︶を行使

する場合においては︑それぞれ単独に その権限を行使することを妨げない

第三十七条

する場合においては︑それぞれ単独にその権限を行使するこ とを妨げない

三七頁

２

︒

︒

前項に規定する行政庁は︑同項の規定によりそ の権限を単独に行使した

ときは︑速や かに︑その結果を当該外国為替取引業者について権限を有す

２

ときは︑速やかに︑その結果を当該 外国為替取引業者について権限を有す

る他の行政庁に通知するものとする︒

前 項に規定する行政庁は︑同項の規定によりその権限を単独に行使した

る他の行政庁に通知するものとする︒

定めるものは︑外 国為替取引業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄

第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法 第十四条第一項に

定めるものは︑外国為替取引業者の 本店又は主たる事務所の所在地を管轄

する財務局長︵当該所在地が福岡財務 支局の管轄区域内にある場合にあっ

３

する財務局長︵当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内に ある場合にあっ

ては︑福岡財務支局長︶に委任する︒ただし︑財務大臣が自ら その権限を

第一項に 規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十五条第一項に

ては︑福岡財務支局 長︶に委任する︒ただし︑財務大臣が自らその権限を

行使することを妨げない ︒

事務所以外の営業所又は 事務所︵以下この条において﹁支店等﹂という︒

︶に対するものについては︑同 項に規定する財務局長のほか︑当該支店等

事務所以外の営業所又は事務所︵以下この条において﹁支店等﹂とい う︒

前項に規定する財務大臣の権限で︑ 外国為替取引業者の本店又は主たる

︶に対するものについては︑同項に 規定する財務局長のほか︑当該支店等

の所在地を管轄する財務局長︵当該所在地 が福岡財務支局の管轄区域内に

４

の所在地を管轄する財務局長︵当該所在地が福岡財務支局の管轄区域 内に

あ る場合にあっては︑福岡財務支局長︶も行使することができる︒

前項に規定する財務大臣の権限で︑外国為替取引業者の本店 又は主たる

ある場合にあっては︑福岡財務 支局長︶も行使することができる︒

しくは主たる事務所又は当該支店等 以外の支店等に対して質問又は立入検

を行 った財務局長又は福岡財務支局長は︑当該外国為替取引業者の本店若

査の必要を認めたときは︑当該本店若 しくは主たる事務所又は当該支店等

しくは主 たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検

を行った財務局長又は福岡財務支局長は︑当該 外国為替取引業者の本店若

前項の規定により外国為替取引 業者の支店等に対して質問又は立入検査

査の必要を認めたときは︑当該本店若しくは主た る事務所又は当該支店等

以外の支店等に対し︑質問又は立入検査を行うことが できる︒

前項の規定により外国為替取引業者の 支店等に対して質問又は立入検査

以外の支 店等に対し︑質問又は立入検査を行うことができる︒

ものについては︑前三項の規定により外国為替取引業 者に関して財務局長

及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を 行使するため

ものについては︑前三項の規定により 外国為替取引業者に関して財務局長

第一項に規 定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十三条に定める

及び福岡財務支 局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するため

に必要な限度におい て︑当該財務局長及び福岡財務支局長も行使すること

第一項に規定する行政庁たる財務 大臣の権限のうち法第十四条に定める

に必要な限度において︑当該財務局 長及び福岡財務支局長も行使すること

ができる︒

６

５

行使することを妨げない︒

３

４

５

６

ができる︒

三八頁

７

８

７

第三項から前項までの規定は︑財務 大臣の指定する外国為替取引業者に

対する第三項︑第四項及び前項に規定する財務大臣 の権限については︑適

第三項から前項までの規定は︑財務大臣の 指定する外国為替取引業者に
対する 第三項︑第四項及び前項に規定する財務大臣の権限については︑適
用しない︒

第二十八条第六項の規定は︑前項の 規定による指定について準用する︒

︵法定受託事務等 ︶

８

用しない︒
第三十三条第六項の規定は︑前項の規定による 指定について準用する︒

︵法定受託事務等︶

︑第二十五条第三項から第五項まで並びに第二十六条第三項か ら第五項ま

第二十条第五項から第七項 まで︑第二十一条第四項及び第五項

項︑第二十九条第三 項から第五項まで並びに第三十条第三項から第五項ま

での規定により都道府県 が処理することとされている事務は︑地方自治法

第三十三条

での規定により都道府県が処理する こととされている事務は︑地方自治法

︵昭和二十二年法律第六十七号︶第二 条第九項第一号に規定する第一号法

第二十二条第五項から第七項まで︑第二十三 条第四項及び第五

︵昭和二十二年法律第六十七号︶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︒

都道府県知事が前項に規定 する事務を行うこととする場合においては︑

法中同項に規定する事務に係る行政庁に関 する規定は︑都道府県知事に関

２

法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は︑都道府県知事 に関

す る規定として都道府県知事に適用があるものとする︒

都道府県知事が前項に規定する事 務を行うこととする場合においては︑

定受託事務とする︒

第三十八条

２

する規定として都道府県知事に 適用があるものとする︒

三九頁

正

○保険業法施行令︵平成七年政令第四百二十五 号︶
改

案

︵免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関 係︶

現

︵傍線の部分は改正部分︶

行

︵免許特定法人の引受社員に係る他の 法令の適用関係︶

八号︑商品先物取引法施行令第二十 三条第六号︑第二十八条第九号及び第

分に限る ︒︶︑犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第十

百二十七号︶とし︑宅地建物取引業法第四十一条 第一項︵第二号に係る部

令︵平成五年政令第三十一号︶及び 信託業法施行令︵平成十六年政令第四

平成 五年政令第十九号︶︑金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行

百四十八号︶︑ゴルフ場等に係る会員契約 の適正化に関する法律施行令︵

船舶の所有者等の責任の制限に 関する法律施行令︵昭和五十一年政令第二

一号︶︑船舶油濁損害賠償保障法施行令︵昭和五十一年政令第十一号 ︶︑

政令第百四十一号︶︑金融商品取引 法施行令︵昭和四十年政令第三百二十

令︵昭和二十五年政令第 二百八十号︶︑貿易保険法施行令︵昭和二十八年

の補償に関する法律︵平成二十三年法律第十七号︶︑商品先物取 引法施行

に関する法律︵平成十九年法律第二 十二号︶︑展覧会における美術品損害

する法律︵昭和三十 六年法律第百四十八号︶︑犯罪による収益の移転防止

る法律︵昭和三十六年法律第百四十七号︶︑原子力損害賠 償補償契約に関

物取引業法︵昭和二十七年法律第百 七十六号︶︑原子力損害の賠償に関す

五十一条第十号︑金融商品取引法施行 令第十五条の十三︑船舶の所有者等

七号︑商品先物 取引法施行令第二十三条第六号︑第二十八条第九号及び第

分に限る︒︶︑犯罪による収益の移転防止に関する法 律第二条第二項第十

百二十七号︶とし︑宅地建物取引業法 第四十一条第一項︵第二号に係る部

令︵平成 五年政令第三十一号︶及び信託業法施行令︵平成十六年政令第四

平成五年政令第十九号︶︑金融機関の信託業務 の兼営等に関する法律施行

百四十八号︶︑ゴルフ場等に係る会 員契約の適正化に関する法律施行令︵

船 舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令︵昭和五十一年政令第二

一号︶︑船舶油濁損害賠償保障法施行令︵ 昭和五十一年政令第十一号︶︑

政令第百四十一号︶︑金融商品 取引法施行令︵昭和四十年政令第三百二十

令︵昭和二十五年政令第二百八十号︶︑貿易保険法施行令︵昭和二十 八年

の補償に関する法律︵平成二十三年法 律第十七号︶︑商品先物取引法施行

に関する法律︵平成十九 年法律第二十二号︶︑展覧会における美術品損害

する法律︵昭和三十六年法律第百四十八号︶︑犯罪による収益 の移転防止

る法律︵昭和三十六年法律第百四十七 号︶︑原子力損害賠償補償契約に関

物取引業法︵昭和 二十七年法律第百七十六号︶︑原子力損害の賠償に関す

法第二百四十条第二項に規定する政令で定め る法令は︑宅地建

五十一条第十号︑金融商品取引法施行令第十五条の十 三︑船舶の所有者等

の責任の制限に関する法律施行令︵第七号に係る部分に限る ︒︶︑ゴルフ

第三十六条

の責任の制限に 関する法律施行令︵第七号に係る部分に限る︒︶︑ゴルフ

場等に係る会員契約 の適正化に関する法律施行令第二条︑金融機関の信託

法第二百四十条第二項に規定する政令で定める法令は︑宅地建

場等に係る会員契約の適正化に関す る法律施行令第二条︑金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律施行令第五 条並びに信託業法施行令第十条の規

第三十六条

業務の兼営等に関する法律施行令第五条並びに信託業法施行 令第十条の規

四〇頁

︵保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係 ︶

社等とみなす︒

九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を 外国損害保険会

条第一項第三号に係る部分に限る︒ ︶の規定の適用については法第二百十

第二条第一項 ︵第三号に係る部分に限る︒︶及び第二項︵第一号のうち同

三条︑貿易保険法施行令第二十五条並びに船舶油濁 損害賠償保障法施行令

法律第十八条第一項︑展覧会におけ る美術品損害の補償に関する法律第十

原子力 損害の賠償に関する法律第八条︑原子力損害賠償補償契約に関する

定の適用については免許特定法人の引受社員を 外国保険会社等とみなし︑

︵保険契約者保護機構が保険業を行う 場合の他の法令の適用関係︶

社等とみなす︒

九条第五項の特定損害保険業免許を受 けた者の引受社員を外国損害保険会

条第一項第三号に 係る部分に限る︒︶の規定の適用については法第二百十

第二条第一項︵第三号に係る部分に限る︒︶及び第二項︵ 第一号のうち同

三条︑貿易保険法施行令第二十五条並 びに船舶油濁損害賠償保障法施行令

法律第十八条 第一項︑展覧会における美術品損害の補償に関する法律第十

原子力損害の賠償に関する法律第八条︑原子力損害 賠償補償契約に関する

定の適用については免許特定法人の引 受社員を外国保険会社等とみなし︑

険法︵昭和三十年法律第六十三号︶ ︑自動車損害賠償保障法︵昭和三十年

等の取締 りに関する法律︵昭和二十九年法律第百九十五号︶︑住宅融資保

保険法︵昭和二十九年法律第百十五号︶︑出資の 受入れ︑預り金及び金利

十七号︶︑漁船損害等補償法︵昭和 二十七年法律第二十八号︶︑厚生年金

和二 十五年法律第二百二十六号︶︑税理士法︵昭和二十六年法律第二百三

︑船主相互保険組合法︵昭和二十五年法律 第百七十七号︶︑地方税法︵昭

二十三年法律第百九十三号︶︑ 相続税法︵昭和二十五年法律第七十三号︶

二十三年法律第百八十六号︶︑損害保険料率算出団体に関する法律︵ 昭和

令は︑臨時金利調整法︵昭和二十二 年法律第百八十一号︶︑消防法︵昭和

法律第九十七号︶︑準備預金制度に関 する法律︵昭和三十二年法律第百三

険法︵昭和三十 年法律第六十三号︶︑自動車損害賠償保障法︵昭和三十年

等の取締りに関する法律︵昭和二十九年法律第百九十 五号︶︑住宅融資保

保険法︵昭和二十九年法律第百十五号 ︶︑出資の受入れ︑預り金及び金利

十七号︶ ︑漁船損害等補償法︵昭和二十七年法律第二十八号︶︑厚生年金

和二十五年法律第二百二十六号︶︑税理士法︵ 昭和二十六年法律第二百三

︑船主相互保険組合法︵昭和二十五 年法律第百七十七号︶︑地方税法︵昭

二 十三年法律第百九十三号︶︑相続税法︵昭和二十五年法律第七十三号︶

二十三年法律第百八十六号︶︑損害保険料 率算出団体に関する法律︵昭和

令は︑臨時金利調整法︵昭和二 十二年法律第百八十一号︶︑消防法︵昭和

法第二百七十条の六第三項に規定する政令で定 める法

法律第九十七号︶︑準備預金制度に関する法律︵昭和 三十二年法律第百三

十五号︶︑国民年金法︵昭和三十四年法律第百四十一号︶︑ 原子力損害の

第三十七条の四の五

十五号︶︑国民 年金法︵昭和三十四年法律第百四十一号︶︑原子力損害の

賠償に関する法律︑ 所得税法︵昭和四十年法律第三十三号︶︑法人税法︵

法 第二百七十条の六第三項に規定する政令で定める法

賠償に関する法律︑所得税法︵昭和 四十年法律第三十三号︶︑法人税法︵

昭和四十年法律第三十四号︶︑地震保 険に関する法律︵昭和四十一年法律

第三十七条の四の五

昭和四十年法律第三十四号︶︑地震保険に関する法律︵昭和 四十一年法律

四一頁

日本政策金融公庫法施行令︵平成二十年政令第百四十三号︶ 及び資金決済

機関の信託業務の兼営等に関する法 律施行令︑信託業法施行令︑株式会社

十五号︶︑ゴル フ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令︑金融

が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令︵昭 和五十三年政令第二

に関する政令︵昭和五十二年政令第 百九十九号︶︑地方公務員共済組合等

済組合及 び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業

施行令︑船舶の所有者等の責任の制限に関する法 律施行令︑国家公務員共

置法施行令︵昭和四十四年政令第百 九十五号︶︑船舶油濁損害賠償保障法

施行 令︵昭和四十二年政令第百八号︶︑外航船舶建造融資利子補給臨時措

震保険に関する法律施行令︵昭和四十一年 政令第百六十四号︶︑印紙税法

人税法施行令︵昭和四十年政令 第九十七号︶︑金融商品取引法施行令︑地

令第三百四十一号︶︑所得税法施行令︵昭和四十年政令第九十六号︶ ︑法

令︵昭和三十二年政令第四十三号︶ ︑割賦販売法施行令︵昭和三十六年政

金額を定める政令︵昭和 三十年政令第三百十六号︶︑租税特別措置法施行

︵昭和三十年政令第二百八十六号︶︑自動車損害賠償保障事業賦 課金等の

法施行令︵昭和二十九年政令第百五 十号︶︑自動車損害賠償保障法施行令

法施行令︵昭和二十 七年政令第三百四十三号︶︑貿易保険法施行令︑関税

︑漁船損害等補償法施行令︵昭和二十七年政令第六十八号 ︶︑公認会計士

十一号︶︑中小企業信用保険法施行 令︵昭和二十五年政令第三百五十号︶

和二十二年勅 令第百六十五号︶︑相続税法施行令︵昭和二十五年政令第七

号︶︑犯罪による収益の移転防止に関する法律︑予 算決算及び会計令︵昭

和五十年法律第九十五号︶︑確定給 付企業年金法︵平成十三年法律第五十

成促進 法︵昭和四十六年法律第九十二号︶︑船舶油濁損害賠償保障法︵昭

第七十三号︶︑印紙税法︵昭和四十二年法律第 二十三号︶︑勤労者財産形

日本政策金融公庫法施行令︵平成二十 年政令第百四十三号︶及び資金決済

機関の信託業務の兼 営等に関する法律施行令︑信託業法施行令︑株式会社

十五号︶︑ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 施行令︑金融

が行う地方公務員等の財産形成事業に 関する政令︵昭和五十三年政令第二

に関する政令︵ 昭和五十二年政令第百九十九号︶︑地方公務員共済組合等

済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務 員等の財産形成事業

施行令︑船舶の所有者等の責任の制限 に関する法律施行令︑国家公務員共

置法施行 令︵昭和四十四年政令第百九十五号︶︑船舶油濁損害賠償保障法

施行令︵昭和四十二年政令第百八号︶︑外航船 舶建造融資利子補給臨時措

震保険に関する法律施行令︵昭和四 十一年政令第百六十四号︶︑印紙税法

人 税法施行令︵昭和四十年政令第九十七号︶︑金融商品取引法施行令︑地

令第三百四十一号︶︑所得税法施行令︵昭 和四十年政令第九十六号︶︑法

令︵昭和三十二年政令第四十三 号︶︑割賦販売法施行令︵昭和三十六年政

金額を定める政令︵昭和三十年政令第三百十六号︶︑租税特別措置法 施行

︵昭和三十年政令第二百八十六号︶︑ 自動車損害賠償保障事業賦課金等の

法施行令︵昭和二十九年 政令第百五十号︶︑自動車損害賠償保障法施行令

法施行令︵昭和二十七年政令第三百四十三号︶︑貿易保険法施 行令︑関税

︑漁船損害等補償法施行令︵昭和二十 七年政令第六十八号︶︑公認会計士

十一号︶︑中小企 業信用保険法施行令︵昭和二十五年政令第三百五十号︶

和二十二年勅令第百六十五号︶︑相続税法施行令︵昭和二 十五年政令第七

号︶︑犯罪による収益の移転防止に関 する法律︑予算決算及び会計令︵昭

和五十年法律 第九十五号︶︑確定給付企業年金法︵平成十三年法律第五十

成促進法︵昭和四十六年法律第九十二号︶︑船舶油 濁損害賠償保障法︵昭

第七十三号︶︑印紙税法︵昭和四十二 年法律第二十三号︶︑勤労者財産形

四二頁

百三十条第五項及び第百五十九条第七項︑準備預金制度に関 する法律第二

八項並びに第三百十四条の二第一項 第五号及び第八項︑厚生年金保険法第

団体に関する法 律第二条第二項︑地方税法第三十四条第一項第五号及び第

用については保険契約者保護機構を保険会社とみなし ︑損害保険料率算出

済に関する法律施行令第八条第二項 第一号及び第十六条第二項の規定の適

︑株式会 社日本政策金融公庫法施行令第十一条及び第十三条並びに資金決

関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条 ︑信託業法施行令第十条

︑ゴルフ場等に係る会員契約の適正 化に関する法律施行令第二条︑金融機

令第 一条第三号︑船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令第六号

税法施行令第二十二条第二号︑外航船舶建 造融資利子補給臨時措置法施行

二十七条の二十八第三項に係る ものに限る︒︶及び第十五条の十三︑印紙

第八十四条︑金融商品取引法施行令第一条の九第二号︵金融商品取引 法第

等の金額を定める政令第一条︑割賦 販売法施行令第七条︑法人税法施行令

一第一項︑自動車損害賠 償保障法施行令︑自動車損害賠償保障事業賦課金

第一項第二号︑関税法施行令第六十二条の七第一項及び第六十二 条の二十

第十号︑漁船損害等補償法施行令第 二十四条︑公認会計士法施行令第二条

及び第百条の三第一 号及び第二号︑中小企業信用保険法施行令第一条の二

関する法律第二条第二項第十七号︑予算決算及び会計令第 七十七条第一号

第十四条第二項及び第三十九条の五 第二項︑犯罪による収益の移転防止に

法第二条第三 号︑所得税法第百七十四条第八号︑船舶油濁損害賠償保障法

の受入れ︑預り金及び金利等の取締りに関する法律 第三条︑住宅融資保険

理士法第五条第一項第一号ハ︑漁船 損害等補償法第百十二条第七項︑出資

第一条 第一項︑消防法第三十三条︑相続税法第五十九条第一項第一号︑税

に関する法律施行令︵平成二十二年政令第十九 号︶とし︑臨時金利調整法

百三十条第五項及び第百五十九条第七 項︑準備預金制度に関する法律第二

八項並びに第三百十 四条の二第一項第五号及び第八項︑厚生年金保険法第

団体に関する法律第二条第二項︑地方税法第三十四条第一項 第五号及び第

用については保険契約者保護機構を保 険会社とみなし︑損害保険料率算出

済に関する法律 施行令第八条第二項第一号及び第十六条第二項の規定の適

︑株式会社日本政策金融公庫法施行令第十一条及び第 十三条並びに資金決

関の信託業務の兼営等に関する法律施 行令第五条︑信託業法施行令第十条

︑ゴルフ 場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第二条︑金融機

令第一条第三号︑船舶の所有者等の責任の制限 に関する法律施行令第六号

税法施行令第二十二条第二号︑外航 船舶建造融資利子補給臨時措置法施行

二 十七条の二十八第三項に係るものに限る︒︶及び第十五条の十三︑印紙

第八十四条︑金融商品取引法施行令第一条 の九第二号︵金融商品取引法第

等の金額を定める政令第一条︑ 割賦販売法施行令第七条︑法人税法施行令

一第一項︑自動車損害賠償保障法施行令︑自動車損害賠償保障事業賦 課金

第一項第二号︑関税法施行令第六十二 条の七第一項及び第六十二条の二十

第十号︑漁船損害等補償 法施行令第二十四条︑公認会計士法施行令第二条

及び第百条の三第一号及び第二号︑中小企業信用保険法施行令 第一条の二

関する法律第二条第二項第十六号︑予 算決算及び会計令第七十七条第一号

第十四条第二項及 び第三十九条の五第二項︑犯罪による収益の移転防止に

法第二条第三号︑所得税法第百七十四条第八号︑船舶油濁 損害賠償保障法

の受入れ︑預り金及び金利等の取締り に関する法律第三条︑住宅融資保険

理士法第五条 第一項第一号ハ︑漁船損害等補償法第百十二条第七項︑出資

第一条第一項︑消防法第三十三条︑相続税法第五十 九条第一項第一号︑税

に関する法律施行令︵平成二十二年政 令第十九号︶とし︑臨時金利調整法

四三頁

︑第百八十四条第二項︑第二百九条第三項︑第二百九十八条 第六項第二号

項第一号︑貿易保険法施行令第二十 五条︑所得税法施行令第三十条第一号

促進法第六条︑ 第六条の二及び第十二条︑相続税法施行令第一条の二第二

八条第九号︑地震保険に関する法律︑印紙税法別表第 三︑勤労者財産形成

第百六十一条第十号及び第二百二十 五条第一項第五号︑法人税法第百三十

条第一項 第十七号︑第七十六条第三項第四号︑第七十七条第二項第一号︑

車損害賠償保障法︑原子力損害の賠償に関する法 律第八条︑所得税法第九

第五号及び第八項並びに第三百十四 条の二第一項第五号及び第八項︑自動

に第 十条第一項︑船主相互保険組合法第八条︑地方税法第三十四条第一項

法律第二条第一項第四号︑第三条第一項及 び第二項︑第六条︑第七条並び

契約者保護機構を生命保険会社 とみなし︑損害保険料率算出団体に関する

員等の財産形成事業に関する政令第四条の規定の適用については生命 保険

形成事業に関する政令第四条並びに 地方公務員共済組合等が行う地方公務

公務員共済組合及び国家 公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産

︑第百八十三条並びに附則第十六条第一項︑第十七条及び第十八 条︑国家

第三百二十六条第二項第一号︑法人 税法施行令第百七十七条第一項第三号

条第三項︑第二百八 十条第一項第三号︑第二百九十八条第六項第一号及び

第一号︑第七十六条第二項第一号︑第百八十三条第三項第 一号︑第二百九

号︑租税特別措置法施行令第三十九 条の三十六︑所得税法施行令第三十条

︑確定給付企 業年金法第九十三条︑相続税法施行令第一条の二第一項第一

紙税法別表第三︑勤労者財産形成促進法第六条︑第 六条の二及び第十二条

号並びに第二百二十五条第一項第四 号︑法人税法第百三十八条第九号︑印

第六項 ︑所得税法第七十六条第三項第一号及び第四号︑第百六十一条第十

条第一項第七号︑国民年金法第百二十八条第五 項及び第百三十七条の十五

︑第百八十四条第二項︑第二百九条第 三項︑第二百九十八条第六項第二号

項第一号︑貿易保険 法施行令第二十五条︑所得税法施行令第三十条第一号

促進法第六条︑第六条の二及び第十二条︑相続税法施行令第 一条の二第二

八条第九号︑地震保険に関する法律︑ 印紙税法別表第三︑勤労者財産形成

第百六十一条第 十号及び第二百二十五条第一項第五号︑法人税法第百三十

条第一項第十七号︑第七十六条第三項第四号︑第七十 七条第二項第一号︑

車損害賠償保障法︑原子力損害の賠償 に関する法律第八条︑所得税法第九

第五号及 び第八項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第八項︑自動

に第十条第一項︑船主相互保険組合法第八条︑ 地方税法第三十四条第一項

法律第二条第一項第四号︑第三条第 一項及び第二項︑第六条︑第七条並び

契 約者保護機構を生命保険会社とみなし︑損害保険料率算出団体に関する

員等の財産形成事業に関する政令第四条の 規定の適用については生命保険

形成事業に関する政令第四条並 びに地方公務員共済組合等が行う地方公務

公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の 財産

︑第百八十三条並びに附則第十六条第 一項︑第十七条及び第十八条︑国家

第三百二十六条第二項第 一号︑法人税法施行令第百七十七条第一項第三号

条第三項︑第二百八十条第一項第三号︑第二百九十八条第六項 第一号及び

第一号︑第七十六条第二項第一号︑第 百八十三条第三項第一号︑第二百九

号︑租税特別措置 法施行令第三十九条の三十六︑所得税法施行令第三十条

︑確定給付企業年金法第九十三条︑相続税法施行令第一条 の二第一項第一

紙税法別表第三︑勤労者財産形成促進 法第六条︑第六条の二及び第十二条

号並びに第二 百二十五条第一項第四号︑法人税法第百三十八条第九号︑印

第六項︑所得税法第七十六条第三項第一号及び第四 号︑第百六十一条第十

条第一項第七号︑国民年金法第百二十 八条第五項及び第百三十七条の十五

四四頁

適用については損害保険契約者保護機構を損害保険会社と みなす︒

済組合等が行う地方公務員等の財産 形成事業に関する政令第四条の規定の

行う国家公務 員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに地方公務員共

る部分に限る︒︶︑国家公務員共済組合及び国家公 務員共済組合連合会が

障法施行令第二条第一項第三号及び 第二項第一号︵同条第一項第三号に係

第百八 十三条︑地震保険に関する法律施行令第三条︑船舶油濁損害賠償保

︑第三百二十条第二項及び第三百二十六条第二 項第一号︑法人税法施行令

適用については損害保険契約者保護機 構を損害保険会社とみなす︒

済組合等が行う地 方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条の規定の

行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並び に地方公務員共

る部分に限る︒︶︑国家公務員共済組 合及び国家公務員共済組合連合会が

障法施行令第 二条第一項第三号及び第二項第一号︵同条第一項第三号に係

第百八十三条︑地震保険に関する法律施行令第三条 ︑船舶油濁損害賠償保

︑第三百二十条第二項及び第三百二十 六条第二項第一号︑法人税法施行令

四五頁

正

○金融庁組織令︵平成十年政令第三百九十二号 ︶
改

案

検査 局は︑次に掲げる事務をつかさどる︒ただし︑第二号に掲げる

︵検査局の所掌事務︶
第三条
事務については︑証券取引等監視委 員会の所掌に属するものを除く︒

現

︵傍線の部分は改正部分︶

行

検査局は︑次に掲げる事務をつかさどる︒ただし ︑第二号に掲げる

︵検査局の所掌事務︶
第三条

事務については︑ 証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く︒

第一項︵同条第二項において準用する場合を含む︒︶︑第百六条の二 十

項において準用する場合を含む︒︶ ︑第百六条の十六︑第百六条の二十

︑第七十九条の七十七︑ 第百三条の四︑第百六条の六第一項︵同条第二

条の二十二︑第六十六条の四十五第一項︑第七十五条︑第七十九 条の四

十第一項︑第五十七条の二十三︑ 第五十七条の二十六第二項︑第六十六

七 ︵同法第百九条において準用する場合を含む︒︶︑第百五十一条︑第

第一項︵同条第二項において準用する場合 を含む︒︶︑第百六条の二十

項において準用する場合を含む ︒︶︑第百六条の十六︑第百六条の二十

︑第七十九条の七十七︑第百三条の四︑第百六条の六第一項︵同条第 二

条の二十二︑第六十六条の四十五第 一項︑第七十五条︑第七十九条の四

十第一項︑第五十七条の 二十三︑第五十七条の二十六第二項︑第六十六

︵略︶

七︵同法第百九条において準用 する場合を含む︒︶︑第百五十一条︑第

百五十五条の九︑第百五十六条の五 の四︑第百五十六条の五の八︑第百

一

百五十五条の九︑第百五十六条の五の四︑ 第百五十六条の五の八︑第百

五十六条の十五︑第百五十六条の二十の十二︑ 第百五十六条の三十四及

︵略︶

五十 六条の十五︑第百五十六条の二十の十二︑第百五十六条の三十四及

び第百五 十六条の五十八︑投資信託及び投資法人に関する法律︵昭和二

一

び第百五十六条の五十八︑投資信 託及び投資法人に関する法律︵昭和二

十六年法律第百九十八号︶第二十二 条第一項及び第二百十三条第一項か

金融商品取引法第五十六条の二第一項から第四項まで︑第 五十七条の

十六年法律第百九十八号︶第二十二条第一項及び 第二百十三条第一項か

ら第四項まで︑資産の流動化に関する法律︵平成十年 法律第百五号︶第

二

ら第四項 まで︑資産の流動化に関する法律︵平成十年法律第百五号︶第

二百十七条第一 項︵同法第二百九条第二項︵同法第二百八十六条第一項

金融商品取引法 第五十六条の二第一項から第四項まで︑第五十七条の

二百十七条第一項︵同法第二百九 条第二項︵同法第二百八十六条第一項

において準用する場合を含む︒︶に おいて準用する場合を含む︒︶並び

二

において準用する場合を含む︒︶において準用する場 合を含む︒︶並び

に犯罪による収益の移転防止に関する法律︵平成十九年法律 第二十二号

︵略︶

に犯罪による収 益の移転防止に関する法律︵平成十九年法律第二十二号

三

︶第十四条第一項の 規定に基づく検査に関すること︒
︵略︶

︶第十五条第一項の規定に基づく 検査に関すること︒
三

四六頁

四七頁

正

○総務省組織令︵平成十二年政令第二百四十六 号︶
改

案

企画課は︑次に掲げる事務をつかさどる︒

︵企画課の所掌事務︶
第八十七条
︵略︶

現
︵企画課の所掌事務︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

企画課は︑次に掲げる事務をつかさどる︒
︵略︶

第八十七条
一〜五

和二十二年法律第百六十五号︶第六十五条第一項及び独立行政法 人郵便

便局株式会社法︵平成十七年法律 第百号︶第十四条第一項︑郵便法︵昭

郵便事業株式会社法 ︵平成十七年法律第九十九号︶第十三条第一項︑郵

貯金・簡易生命保険管理機構法︵平成十七年法律第百一号︶第三十一 条

和二十二年法律第百六十五号︶第六 十五条第一項及び独立行政法人郵便

便局株式会社法︵平成十 七年法律第百号︶第十四条第一項︑郵便法︵昭

郵便事業株式会社法︵平成十七年法律第九十九号︶第十三条第 一項︑郵

日本郵政株式会社法︵平成十七年 法律第九十八号︶第十五条第一項︑

貯金・簡易生命保険管理 機構法︵平成十七年法律第百一号︶第三十一条

第一項の規定に基づく検査並び に独立行政法人通則法第六十四条第一項

六

第一項の規定に基づく検査並びに独 立行政法人通則法第六十四条第一項

及び犯罪による収益の移転防止に関する法 律︵平成十九年法律第二十二

日本郵政株式会社法︵平成十七年法律第九十八号︶第 十五条第一項︑

一〜五
六

及び犯罪による収益の移転防止に関する法律︵平成十九年法律第二十 二

号 ︶第十四条第一項の規定に基づく独立行政法人郵便貯金・簡易生命保

︵略︶

号︶第十五条第一項の規定に基 づく独立行政法人郵便貯金・簡易生命保

七・八

険管理機構の検査に関すること︒

︵略︶

険管理機構の検査に関すること︒
七・ 八

四八頁

正

○財務省組織令︵平成十二年政令第二百五十号 ︶
改

︵略︶

国際 局は︑次に掲げる事務をつかさどる︒

︵国際局の所掌事務︶
第八条
一〜十五

案

現

国際局は︑次に掲げる事務をつかさどる︒

︵国際局の所掌事務︶
第八条

︵略︶

︵傍線の部分は改正部分︶

行

犯罪による収益の移転防止に関 する法律︵平成十九年法律第二十二

一〜十五
十六

号︶第二条第二項第三十三号に規定する両替業務を行う者に関 すること

犯罪による収益の移転防止に関する法律︵平成十九 年法律第二十二

号︶第二条第二項第 三十六号に規定する両替業務を行う者に関すること

︒

十六

︒

︵略︶

十七

︵略︶

十七

犯罪による収益の移転防止に 関する法律第二条第二項第三十三号に

︵略︶

調査課は︑次に掲げる事務を つかさどる︒

︵調査課の所掌事務︶

十二

︵ 略︶

規定する両替業務を行う者に関すること︒

十一

一 〜十

第五十八条

︵調査課の所掌事務︶
調査課は︑次に掲げる事務をつかさどる︒
︵略︶
犯罪による収益の移転防止に関する 法律第二条第二項第三十六号に

第五十八条
一〜十
十一

︵略︶

規定 する両替業務を行う者に関すること︒
十二

四九頁

正

○地方自治法施行令︵昭和二十二年政令第十六 号︶
改
第一号法定受託事務︵第一条関係︶

事

案

務

この表 の下欄の用語の意義及び字句の意味は︑上欄に掲げる政令にお

別表第一
備考

令

ける用語の意義及び字句の意味によ るものとする︒
政

現

第一号法定受託事務︵第一条 関係︶

事

︵傍線の部分は改正部分︶

行

務

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は︑上欄 に掲げる政令にお

別表第一
備考

令

ける用語の意義及 び字句の意味によるものとする︒
政
︵略︶

︵略︶

︵略︶

犯罪による収益の移 第二十条第五項から第七項まで︑第二 十一条第四

︵略︶

犯罪による収益の移 第二十二条第五項から第七項まで︑第二十三 条第

より都道府県が処理することとされて いる事務

転防止に関する法律 項及び第五項︑第二十五条第三項から第五項まで

政令第二十号︶

︵略︶

転防止に関する法律 四項及 び第五項︑第二十九条第三項から第五項ま

より都道府県が処理することとされている事務

︵略︶

施行令︵平成二十年 並びに第二 十六条第三項から第五項までの規定に

政令第二十号︶
︵略︶

施行令︵平成二十年 で並びに第三十条第三項から第五項 までの規定に

︵略︶

五〇頁

