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15

改

正

新 旧対 照条 文

案

古 物営 業 法（ 昭 和二 十四 年 法律 第 百八 号 ）

古 物営 業 法の 一 部を 改正 す る法 律 案
○

（定義）
（略）

（略）

（定義 ）
第二条

現

（ 傍 線の 部 分は 改正 部 分）

行

（略 ）

第二条
（略 ）

２

２

この 法律におい て「古物商」と は、次条第 一項の規定によ る許可

前条第二項第 一号に掲げる営 業を営もう とする者は、営 業所

（許可 ）

（略 ）

許可を 受けて第二項第 二号に掲げる 営業を営む 者をいう。

この 法律におい て「古物市場主 」とは、次 条第二項の規定 による

を受け て前項第一号 に掲げる営業を 営む者をい う。

この 法律において「 古物商」と は、次条の規定 による許可 を受け ３

受けて第二 項第二号に 掲げる営業を営 む者をいう。
（略）

５

この法 律において「 古物市場主 」とは、次条の 規定による 許可を ４

て前項第一 号に掲げる 営業を営む者 をいう。

３

４

５

（許可）

前 条第二項第一 号又は第二号 に掲げる営業を 営もうとす る者 第三条

（営業 所のない者にあ つては、住所 又は居所をい う。以下同じ。 ）

第三条

は、都道府県 公安委員 会（以下「公安 委員会」とい う。）の許可 を

前条 第二項第二号に 掲げる営業を 営もうとす る者は、古物市 場が

」という。） の許可を受 けなければなら ない。

が所在 する都道府県ご とに都道府県 公安委員会（ 以下「公安委員 会

２

受けなければ ならない 。

（削る）

所在する都道 府県ごとに 公安委員会の許 可を受けなけ ればならない
。

公安 委員会は、前 条の規定によ る許可を受けよ うとする者 が

（許可の基準 ）

公安委 員会は、前条 の規定による許 可を受けよ うとする者が 第四条

（ 許可の基準 ）
第 四条

次の各号のい ずれかに該 当する場合にお いては、許可 をしてはなら

（略）

次 の各号のい ずれかに該当す る場合におい ては、許可を してはなら

一

ない。

（略）

な い。
一

は刑法（明治 四十年法律 第四十五号）第 二百四十七 条、第二百五

禁錮以上の 刑に処せ られ、又は第三 十一条に規定 する罪若しく

は刑 法（明治四十年 法律第四十 五号）第二百三 十五条、第 二百四

十四条若しく は第二百五十 六条第二項に規 定する罪 を犯して罰金

二

十七 条、第二百五十 四条若しく は第二百五十六 条第二項に 規定す

の刑に処せら れ、その執行 を終わり、又は 執行を受 けることのな

禁錮以上の 刑に処せられ、 又は第三十 一条に規定す る罪若しく

る罪 を犯して罰金の 刑に処せら れ、その執行を 終わり、又 は執行

（略）

（ 新設）

（新設）

くなつた日か ら起算して五 年を経過しない 者

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

を受 けることのなく なつた日か ら起算して五年 を経過しな い者

二

三

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
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

三

四

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

（略）

もの
五

第二十四条 の規定により その古物営業の 許可を取り 消され、当

該取 消しの日か ら起算して五 年を経過しな い者（許可を 取り消さ

四

れ、当該 取消しの日 から起算して五 年を経過しな い者（許可 を取

れた 者が法人で ある場合におい ては、当該 取消しに係る 聴聞の期

第二十四条第一 項の規定に よりその古物 営業の許可を取 り消さ

り消され た者が法人 である場合にお いては、当該 取消しに係る 聴

日及 び場所が公 示された日前六 十日以内に 当該法人の役 員であつ

六

聞の期日 及び場所が 公示された日前 六十日以内に 当該法人の役 員

七

八

九

を 含む。）

で あつた者で当該 取消しの日 から起算して五 年を経過しな いもの
。）

た者で当該取 消しの日か ら起算して五年 を経過しな いものを含む

をし ないことを決定 する日ま での間に第八条 第一項第一号 の規定

及び 場所が公示さ れた日から 当該取消しをす る日又は当該 取消し

許可証の返納 をした者（ その古物営業の 廃止につい て相当な理由

いことを決定 する日まで の間に第八条第 一項第一号 の規定による

所が公示され た日から当 該取消しをする 日又は当該 取消しをしな

第二十四 条の規定に よる許可の取消 しに係る聴聞 の期日及び場

によ る許可証の返納 をした者（ その古物営業 の廃止につい て相当

がある者を除 く。）で、 当該返納の日か ら起算して 五年を経過し

五

な理 由がある者を除 く。）で、 当該返納の日か ら起算して 五年を

ないもの

第二十四 条第一項の規定 による許可の 取消しに係る 聴聞の期日

経過 しないもの

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 古物商又は古 物市場主の相続 人であつて 、その法定

六

し、 その者が古物商 又は古物市 場主の相続人で あつて、そ の法定

代理人が前各 号及び第八号 のいずれにも該 当しない場 合を除くも

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

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

法人で、そ の役員のうち に第一号から第 五号まで のいずれかに

と 認められな いことについ て相当な理由が ある者

営業所又は 古物市場ご とに第十三条第 一項の管理 者を選任する

のとする。
七

のとす る。
営業所（営業 所のない者に あつては、 住所又は居所を いう。以
下同じ 。）又は古物 市場ごとに第 十三条第一項の 管理者を 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
八

該 当する者が あるもの

法人で、その 役員のうちに 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

（ 許可の手続及 び許可証）

十

（許 可の手続及び 許可証）

に、 次に掲げる 事項を記載し た許可申請書を 提出しなけ ればならな

第三条の 規定による 許可を受けよう とする者は 、公安委員会

営業 所又は古物市場 の所在地を 管轄する公安 委員会に、次に 掲げる

い。 この場合に おいて、許可申 請書には、国 家公安委員 会規則で定

第三条の規 定による許可 を受けよう とする者は、そ の主たる 第五 条

事項 を記載した許可 申請書を提 出しなければな らない。この 場合に

める 書類を添付 しなければなら ない。

第五 条

おい て、許可申請書 には、国家 公安委員会規則 で定める書類 を添付

（略）
二

一

営業所又 は古物市場 の名称及び所在 地

（略）

し なければな らない。
一
主たる営 業所又は古物市 場その他の営 業所又は古物 市場の名称

（略 ）

第二条第二 項第一号 に掲げる営業を 営もうとする 者にあつては

三・四

二
及び 所在地
（略 ）
五

、行商（露店 を出すこと を含む。以下同 じ。）をし ようとする者

第二条第二 項第一号に掲げ る営業を営 もうとする者 にあつては

三 ・四
五
、行 商（仮設店舗（ 営業所以外 の場所に仮に設 けられる店 舗であ

（略）

（略）

であるかどう かの別

２・３

六・七

つて 、容易に移転す ることがで きるものをいう 。以下同じ 。）を

（略）

出す ことを含む。以 下同じ。） をしようとする 者であるか どうか
の別
六 ・七
（略）

し たときは、速 やかにその 旨を公安委員会 に届け出て 、許可証の再

許可証の交付 を受けた 者は、許可証を 亡失し、又は 許可証が滅失

し たときは、速や かにその旨を 主たる営業 所又は古物市場 の所在地

交 付を受けなけ ればならない 。

許可証の交付 を受けた者は、 許可証を亡 失し、又は許 可証が滅失 ４

２・ ３
４

を 管轄する公安委 員会に届け出 て、許可証の 再交付を受けな ければ
な らない。

公安委員 会は、第三 条の規定による 許可を受け た者について

（ 許可の取消し ）

公安委員 会は、第三条の 規定による 許可を受けた者 について 第 六条

（ 許可の取消し）
第六 条

（略）

、次 に掲げるい ずれかの事実 が判明したとき は、その許 可を取り消

一

第四条各号 （同条第七号を 除く。）に掲 げる者のい ずれかに該

、次 に掲げるいずれ かの事実が 判明したとき は、その許可を 取り消

（略）

二

すこ とができる 。

一

第四条各号（第 九号を除く 。）に掲げる者 のいずれかに 該当し

すこ とができる。

二

２

３

（略）

当しているこ と。
三

三月以上 所在不明で あること。

て いること。
三
四

（略）

（ 削る）
公安委員会 は、第三条の 規定による許可 を受けた者 の営業所若し （新設）
く は古物市場 の所在地を確知 できないとき 、又は当該者 の所在（法
人 である場合に おいては、その 役員の所在 ）を確知でき ないときは
、 国家公安委員 会規則で定める ところによ り、その事実 を公告し、
そ の公告の日か ら三十日を経過 しても当該 者から申出がな いときは
、 その許可を取 り消すことがで きる。

（ 変更の届出）

前項の規定 による処分につ いては、行政 手続法（平成 五年法律第 （新設）
八 十八号）第三 章の規定は、適 用しない。

（ 変更の届出）

古物商又 は古物市場主は 、第五条第 一項第二号に 掲げる事項 （ 新設）

変更 （同項第二 号の所在地の変 更にあつては 、同一の公 安委員会の

古物商又 は古物市場 主は、第五条第 一項各号に 掲げる事項に

に掲 げる事項に変更 があつたと きは、主たる営 業所又は古物 市場の

管轄 区域内にお けるものに限る 。）があつた ときは、公 安委員会に

古物商又は古物 市場主は、第 五条第一項 各号（第二号を 除く。） 第七 条

出し なければならな い。

員会 ）に、国家公 安委員会規則 で定める事項 を記載した届出 書を提

そ の変更後の主た る営業所又は 古物市場の所 在地を管轄する 公安委

て 主たる営業所又 は古物市場の 所在地を変更 しようとすると きは、

場 の所在地を管轄 する公安委員 会（公安委員 会の管轄区域を 異にし

を 変更しようとす るときは、あ らかじめ、主 たる営業所又は 古物市

第七 条

２

所在 地を管轄する公 安委員会に 、国家公安委員 会規則で定め る事項

を 記載した届 出書を提出しな ければならな い。

業 所又は古物市 場を有する古物 商又は古物 市場主は、前二 項の規定
に よる届出書の 提出を当該公安 委員会を経 由して行うこと ができる
。

２

第一項又は第 二項の規定によ り提出する 届出書には、 国家公安委 ３
員 会規則で定める 書類を添付し なければなら ない。

、国家公安委 員会規則で 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。

二以上の 公安委員会の 管轄区域内に 営業所を有する 古物商又は 二

以上 の公安委員 会の管轄区域 内に古物市場を 有する古物 市場主は、

第五 条第一項第 一号又は第七 号に掲げる事項 に変更があ つたときは

、前 項の規定に かかわらず、そ のいずれか一 の公安委員 会に同項の

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

の提 出を受けた 公安委員会は、 当該届出書に 記載された内 容を関係

する 他の公安委 員会に通知する ものとする。

定 める書類を添 付しなければ ならない。

当 該届出書に係る 事項が許可証 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。

当 該届出書に係 る事項が許可 証の記載事項に 該当すると きは、その

第一項又は第 二項の規定 により届出書を 提出する場 合において、

書 換えを受けなけ ればならない 。

（許 可証の返納 等）

第一項又は第 二項の規定によ り届出書を 提出する場合に おいて、 ４

前二項の規定 により提 出する届出書に は、国家公安 委員会規則で

前二項に規 定する公安委員 会以外の公安 委員会の管轄 区域内に営 （新設）

（ 削る）

３

４

５

（許 可証の返納等）

許可証の 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 、許可証（第 三号に掲げ る場合にあ

許可証の交 付を受けた者 は、次の各 号のいずれかに 該当する 第八 条

こと となつたときは 、遅滞なく 、許可証（第三 号に掲げる場 合にあ

つて は、発見し 、又は回復した 許可証）を公 安委員会に 返納しなけ

第八 条

つて は、発見し、又 は回復した 許可証）をその 主たる営業所 又は古

物 市場の所在 地を管轄する公 安委員会に返 納しなければ ならない。
（略 ）

（略 ）

ればならない 。
一～三
（略）

一 ～三
（略）

２

２

許可証の 交付を受けた 者が次の各号 に掲げる場合の 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、許

許可証の交 付を受けた者 が次の各号に掲 げる場合の いずれかに該 ３
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、許

可証を公安委員 会に返納 しなければなら ない。

３

可 証をその主た る営業所又は古 物市場の所 在地を管轄す る公安委員
会 に返納しなけ ればならない。

（略）

一・二

（略）

一 ・二

（略）

（競り売りの届 出）
第十条

（ 競り売りの届 出）
（略）

商 は、同項の規定 による届出を 、その営業 所の所在地を管 轄する公
安 委員会を経由し て行うことが できる。

を識 別するための文 字、番号、 記号その他の 符号、競り売り をしよ

、あ らかじめ、当 該古物に関す る事項に係る 自動公衆送信の 送信元

一 項の競り売りを しようとする 場合には、同 項の規定にかか わらず

国 家公安委員会規 則で定める通 信手段により 受ける方法を用 いて第

行 う自動公衆送信 により公衆の 閲覧に供し、 その買受けの申 込みを

とす る期間その 他国家公安委 員会規則で定め る事項を公 安委員会に

識別 するための 文字、番号、 記号その他の符 号、競り売 りをしよう

あ らかじめ、当 該古物に関す る事項に係る自 動公衆送信 の送信元を

項 の競り売りを しようとする 場合には、同項 の規定にか かわらず、

国 家公安委員会 規則で定める 通信手段により 受ける方法 を用いて前

行 う自動公衆送 信により公衆 の閲覧に供し、 その買受 けの申込みを

古物商は、売 却する古物に関 する事項を 電気通信回線に 接続して ２

うと する期間その他 国家公安委 員会規則で定 める事項を当該 古物を

届け 出なければ ならない。

古物商は、売 却する古物 に関する事項を 電気通信回 線に接続して

前項に規定 する公安委員会 の管轄区域内 に営業所を有 しない古物 （新設）

第十 条
２

３

取り 扱う営業所の所 在地を管轄 する公安委員会 に届け出なけ ればな
らな い。

４

取引をしよう とする場合 には、適用しな い。

前二項の 規定は、古物 競りあつせん 業者が行うあ つせんを受け て

取 引をしよう とする場合には 、適用しない 。

（標識の掲示 等）

前三項の規 定は、古物競 りあつせん業者 が行うあつ せんを受けて ３

（ 標識の掲示 等）

古 物商又は古物 市場主は、そ れぞれ営業所若 しくは露店 又

は古物市場ごと に、公衆 の見やすい場所 に、国家公安 委員会規則で

古物 商又は古物市 場主は、それぞ れ営業所若 しくは仮設店 第十二条

舗 又は古物市場 ごとに、公衆の 見やすい場 所に、国家公 安委員会規

（略）

（管理者）
（略 ）

次の各号の いずれかに 該当する者は、 管理者となる ことができな

第十三条

２

定める様式の標 識を掲示 しなければなら ない。

（略）

則 で定める様式 の標識を掲示し なければな らない。

第十 二条

２

（ 管理者）
（略 ）

次の各号の いずれかに該当 する者は、管 理者となるこ とができな ２

第十 三条
２

一

未成年者

い。
未成年者

第四条第一 号から第五号 までのいずれか に該当す る者

い。
一

二

（略）

（ 営業の制限）

３ ・４

第四条第一号 から第七号ま でのいずれか に該当する者
（略）

二
３・ ４

（ 営業の制限）

所以 外の場所に おいて、買い 受け、若しくは 交換するた め、又は売

古物商 は、その営 業所又は取引の 相手方の住 所若しくは居

所以 外の場所におい て、買い受 け、若しくは 交換するため、 又は売

却若 しくは交換 の委託を受け るため、古物商 以外の者か ら古物を受

古物商 は、その営業所 又は取引の 相手方の住所若 しくは居 第 十四条

却若 しくは交換の委 託を受ける ため、古物商 以外の者から古 物を受

け取 つてはなら ない。

第十 四条

け取 つてはならない 。ただし、 仮設店舗におい て古物営業を 営む場
合に おいて、あらか じめ、その 日時及び場所を 、その場所を 管轄す

２

３

る 公安委員会 に届け出たとき は、この限り でない。

２

（立入り及び調 査）

（略）

前項ただし 書に規定する 公安委員会の管 轄区域内に 営業所を有し （新設）
な い古物商は 、同項ただし書 の規定による 届出を、その 営業所の所
在 地を管轄す る公安委員会を 経由して行う ことができる 。
（略）

（ 立入り及び調 査）

おいて、古物商 の営業所、 古物の保管場所 、古物市場 又は第十条第

警 察職員は、 必要があると認 めるときは、 営業時間中 に

お いて、古物商 の営業所若しく は仮設店舗 、古物の保管場 所、古物

一項の競り売り （同条第二 項及び第三項に 規定する場 合を除く。）

警 察職員は、必要 があると認め るときは、営 業時間中に 第二十二条

市 場又は第十条 第一項の競り売 り（同条第 三項及び第四項 に規定す

の場所に立ち入 り、古物及 び帳簿等（第十 八条第一項 に規定する書

第二 十二条

る 場合を除く。 ）の場所に立ち 入り、古物 及び帳簿等（第 十八条第

面で同項の記録 が表示され たものを含む。 第三十五条 第三号におい

（略）

一 項に規定する 書面で同項の記 録が表示さ れたものを含む 。第三十

２ ～４

て 同じ。）を検 査し、関係 者に質問するこ とができる 。

（略）

五 条第三号におい て同じ。）を 検査し、関 係者に質問する ことがで
き る。
２～ ４

代 理人等が、こ の法律若しく はこの法律に基 づく命令の 規定に違反

（ 指示）

古物 営業に関しこ の法律若しく はこの法律に 基づく命令又は 他の法

し、 又はその古 物営業に関し 他の法令の規定 に違反した 場合におい

（ 指示）

令の 規定に違反した 場合におい て、盗品等の 売買等の防止又 は盗品

て、 盗品等の売 買等の防止又 は盗品等の速や かな発見が 阻害される

公安 委員会は、 古物商若しくは 古物市場主 又はこれらの

等の 速やかな発見が 阻害される おそれがある と認めるときは 、当該

おそ れがあると 認めるときは、 当該古物商又 は古物市場 主に対し、

古物 商若しくは古物 市場主又は これらの代理人 等がその 第 二十三条

古物 商又は古物市場 主の主たる 営業所又は古物 市場の所在地 を管轄

その 業務の適正 な実施を確保す るため必要な 措置をとる べきことを

第二 十三条

する 公安委員会は、 当該古物商 又は古物市場主 に対し、その 業務の

２

適 正な実施を 確保するため必 要な措置をと るべきことを 指示するこ
と ができる。

指示すること ができる。

（ 営業の停止等 ）

公安委員会 は、他の公安 委員会の管轄区 域内に主た る営業所若し （新設）
く は古物市場 を有する古物商 若しくは古物 市場主で当該 公安委員会
の 管轄区域内 において古物営 業を営むもの 又はこれらの 代理人等が
当 該公安委員会 の管轄区域内に おけるその 古物営業に関 しこの法律
若 しくはこの法 律に基づく命令 又は他の法 令の規定に違 反した場合
に おいて、盗品 等の売買等の防 止又は盗品 等の速やかな発 見が阻害
さ れるおそれが あると認めると きは、当該 古物商又は古物 市場主に
対 し、その業務 の適正な実施を 確保するた め必要な措置を とるべき
こ とを指示する ことができる。

（ 営業の停止等）

（前 条の規定によ る指示を含む 。）に違反し たときは、当該 古物商

め るとき、又は古 物商若しくは 古物市場主が この法律に基づ く処分

し くは盗品等の速 やかな発見が 著しく阻害さ れるおそれがあ ると認

は 他の法令の規定 に違反した場 合において盗 品等の売買等の 防止若

そ の古物営業に関 しこの法律若 しくはこの法 律に基づく命令 若しく

に違 反したとき は、当該古物 商又は古物市場 主に対し、 その古物営

市 場主がこの法 律に基づく処 分（前条の規定 による指示 を含む。）

く 阻害されるお それがあると 認めるとき、又 は古物商若 しくは古物

お いて盗品等の 売買等の防止 若しくは盗品等 の速やかな 発見が著し

反 し若しくはそ の古物営業に 関し他の法令の 規定に違 反した場合に

ら の代理人等が この法律若し くはこの法律に 基づく命 令の規定に違

公安 委員会は 、古物商若しく は古物市場主 若しくはこれ

又は 古物市場主の主 たる営業所 又は古物市場 の所在地を管轄 する公

業の 許可を取り 消し、又は六 月を超えない範 囲内で期間 を定めて、

古物 商若しくは古物 市場主若し くはこれらの 代理人等が 第 二十四条

安委 員会は、当該古 物商又は古 物市場主に対 し、その古物営 業の許

その 古物営業の 全部若しくは一 部の停止を命 ずることが できる。

第二 十四条

可を 取り消し、又は 六月を超え ない範囲内で期 間を定めて、 その古
物営 業の全部若しく は一部の停 止を命ずること ができる。

２

公安 委員会は 、前条の規定に より古物商又 は古物市場主

（ 聴聞の特例）

公安委員会 は、他の公安 委員会の管轄区 域内に主た る営業所若し （新設）
く は古物市場 を有する古物商 若しくは古物 市場主で当該 公安委員会
の 管轄区域内 において古物営 業を営むもの 若しくはこれ らの代理人
等 が当該公安 委員会の管轄区 域内における その古物営業 に関しこの
法 律若しくは この法律に基づ く命令若しく は他の法令の 規定に違反
し た場合におい て盗品等の売買 等の防止若 しくは盗品等 の速やかな
発 見が著しく阻 害されるおそれ があると認 めるとき、又 は当該古物
商 若しくは古物 市場主が当該古 物営業に関 しこの法律に基 づく処分
（ 前条の規定に よる指示を含む 。）に違反 したときは、当 該古物商
又 は古物市場主 に対し、六月を 超えない範 囲内で期間を定 めて、当
該 古物営業の全 部又は一部の停 止を命ずる ことができる。

（ 聴聞の特例）

公安 委員会は、前条 の規定によ り古物商又は 古物市場主 第 二十五条

の 営業の停止を 命じようとす るときは、行政 手続法（ 平成五年法律

第二 十五条

の 営業の停止を命 じようとする ときは、行政 手続法第十三条 第一項

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

削除

（略）

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

２ ・３

第 五章

第二 十六条

雑則

区 分にかかわら ず、聴聞を行 わなければなら ない。

（略）

雑則

わ なければならな い。
２・ ３

第五章

（削 る）

（ 略）

（ 情報の提供 ）
第 二十六条

第三条の規 定による許可、 第五条第四 項の規定による 許可証の
再交 付又は第六条第 一項若しく は第二項の規定 による許可 の取消
しをし た場合
第七条第一 項若しくは第二 項の規定に よる届出書の提 出、第八
条第一 項若しくは第 三項の規定に よる許可証の 返納又は第 十条第
一項若 しくは第三項 若しくは第十 四条第一項ただ し書の規 定によ
る届出 を受けた場合
第二十三条又 は第二十四条 の規定による 処分をした場合
公安委員会は 、古物商若しく は古物市場 主若しくはこれ らの代理

（略）

（情報の提供 ）
第二十七条

公 安委員会は、 次の各号のいず れかに該当 するときは、 （新設）

（ 国家公安委 員会への報告等 ）

三

二

一

る 事項を各公安 委員会に通報す るものとす る。

ば ならない。こ の場合において 、国家公安 委員会は、当 該報告に係

国 家公安委員会 規則で定める事 項を国家公 安委員会に報 告しなけれ

第二 十七条

２

人 等が前項第三号 に規定する処 分の事由とな る違反行為をし たと認
める とき、又は古 物商若しくは 古物市場主が 同号に規定する 処分に
違反 したと認めると きは、当該 古物商又は古 物市場主の主た る営業
所又 は古物市場の所 在地を管轄 する公安委員 会に対し、国家 公安委
員会 規則で定める事 項を通報し なければならな い。

第 三十三条

一

次の各号のい ずれかに該当 する者は、六 月以下の懲役 又

第十四条 第二項、第 十五条第一項、 第十八条第一 項又は第十九

は三十万円以 下の罰金に 処する。

次 の各号のいず れかに該当する 者は、六月 以下の懲役又 第三十三条

第十四条 第三項、第十五 条第一項、第 十八条第一項 又は第十九

は 三十万円以 下の罰金に処す る。
一

次 の各号のい ずれかに該当 する者は、二十 万円以下の 罰

（略 ）

条第四項から 第六項まで の規定に違反し た者
二～五

次 の各号のいずれ かに該当する 者は、二十 万円以下の罰 第三十四条

（略 ）

条第 四項から第六 項までの規 定に違反した者
二 ～五

第三 十四条

一

第十条の規 定に違反し て届出をせず、 又は虚偽の 届出をした者

（略）

金に処する。

（略）

二

金 に処する。
一

第十条第一 項又は第三項の 規定に違反 して届出をせず 、又は虚

次の 各号のい ずれかに該当す る者は、十万 円以下の罰金

（略）

二

三・四

次の 各号のいずれか に該当する 者は、十万円 以下の罰金 第 三十五条

（略）

偽の届 出をした者
三 ・四

第三 十五条

第七条若し くは第十条の 二第二項の規定 に違反し て届出書若し

に 処する。
一

く は添付書類 を提出せず、又 は第七条若し くは第十条の 二第二項

第七条第一項 、第二項若し くは第四項若 しくは第十条の 二第二

に 処する。
一

項の規 定に違反して 届出書若しく は添付書類を提 出せず、又 は第

（略）

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

二～ 四

七条第一 項、第二項 若しくは第四 項若しくは第十 条の二第二 項の

（略）

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
二～ 四

○

正

案

（略）

現

（流 質物の取得 及び処分）
第十 九条

質 屋 営業 法 （昭 和二 十 五年 法 律第 百 五十 八号 ）（附則 第八条関係 ）

改

（流 質物の取得及び 処分）
（略）

（ 傍 線の 部 分は 改正 部 分）

行

項の 規定にかか わらず、同法第 二条第二項第 二号の古物 市場におい

質屋は、古物 営業法（昭和 二十四年法律第 百八号） 第十四条第二

項の 規定にかかわら ず、同法第 二条第二項第二 号の古物市場 におい

て、 流質物の売 却をすることが できる。

質屋は、古物営 業法（昭和二 十四年法律第 百八号）第十四 条第三 ２

第十 九条
２

て、 流質物の売却を することが できる。

○

改

正

案

２・ ３

（略 ）
（略）

第二 十二条

（行 政庁等）

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 ）（ 附則第九条関係 ）

（略）

（行 政庁等）
第二 十二条
（略）

現

（ 傍 線の 部 分は 改正 部 分）

行

同法第 十九条第一項の 流質物であ る貴金属等の売 却の業務を 行う場

昭和二 十五年法律第百 五十八号） 第二条第一項 の許可を受け た者が

び第二 条第二項第四十 一号に掲 げる特定事業者 のうち質屋営 業法（

同法第 二条第一項の 古物である 貴金属等の売買 の業務を行う 場合及

許可 （同法第二条第 二項第一号 に係るものに限 る。）を受け た者が

定事 業者のうち古物 営業法（昭 和二十四年法律 第百八号）第 三条の

公安委 員会とする 。この場合にお いて、道公 安委員会の権 限に属す

う場合 には、これ らの業務に係る 事項に関す る行政庁は、 都道府県

者が同 法第十九条 第一項の流質 物である貴金 属等の売却の 業務を行

法（昭 和二十五 年法律第百五十 八号）第二条 第一項の許可 を受けた

売買 の業務を行 う場合及び同号 に掲げる特定 事業者のうち 質屋営業

一項 の許可を受 けた者が同法第 二条第一項の 古物である貴 金属等の

定事 業者のうち 古物営業法（昭 和二十四年法 律第百八号） 第三条第

第一項の規定 にかかわらず 、第二条第二項 第四十一 号に掲げる特

合には 、これらの業務 に係る事項 に関する行政庁 は、都道府 県公安

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

第一項の規定に かかわらず、 第二条第二項 第四十一号に掲 げる特 ４

２・ ３
４

委員会 とする。この場 合において 、道公安委員会 の権限に属 する事

（略）

ことが できる。

５～

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

（略）

10

ができる 。
５～
10

