︵抄︶

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 法律案参 照条文

○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 ︶
︵定義 ︶
︵略 ︶

︵ 略︶

この法 律にお いて﹁ 特定事業 者﹂ とは︑次 に掲げる 者を いう︒

第二条
２
一〜十 五

保険会社

株式会 社日本政 策投 資銀行

十六

保険業 法︵平 成七年 法律第 百五号︶ 第二条 第七項 に規定す る外国 保険会 社等

十五 の二

十七

保 険業法 第二条 第十八項 に規定す る少 額短期保 険業者

金融商 品取引 法第二 条第三 十項に規 定する 証券金 融会社

十八

二 十一

金融 商品取 引法第 六十三 条第三項 に規定 する特 例業務届 出者

共済水 産業協 同組合連 合会

二十 二
信託会社

十九

二 十三

信託 業法︵ 平成十六 年法律 第百五 十四号︶ 第五十 条の二 第一項 の登録を 受けた 者

金融 商品取 引法︵昭 和二十 三年法 律第二 十五号︶ 第二 条第九項 に規定す る金 融商品取 引業者

二十四

不 動産特 定共同事 業法︵ 平成六 年法律 第七十七 号︶第 二条第 五項に規 定する 不動産 特定共 同事業者 ︵信 託会社又 は金融機 関の信 託業務

二十

二十 五

の 兼営等 に関す る法律︵ 昭和十 八年法 律第四十 三号︶ 第一条 第一項 の認可を 受けた 金融機 関であっ て︑ 不動産特 定共同事 業法 第二条第 四項に

二 十六

貸金業 法︵ 昭和五十 八年法 律第三 十二号︶ 第二条 第二項 に規定 する貸金 業者

無尽会社

規定す る不動 産特定 共同事 業を営む ものを含 む︒ ︶

二十七

一頁

二十 八

貸金 業法第 二条第 一項第 五号に規 定する者 のう ち政令で 定める 者
資金 決済に 関する 法律︵平 成二十 一年法 律第五 十九号︶ 第二条 第三項 に規定す る資金 移動業 者

社債︑ 株式 等の振替 に関す る法律 ︵平成 十三年法 律第七 十五号 ︶第二条 第二項 に規定 する振 替機関︵ 同法第 四十八 条の規定 により 振替機

商品先 物取引 法︵昭 和二十 五年法律 第二百 三十九 号︶第二 条第 二十三項 に規定す る商 品先物取 引業者

二 十八の 二
二十九
三十

社債 ︑株式 等の振替 に関 する法律 第二条第 四項 に規定す る口座 管理機関

関 とみな される 日本銀行 を含む ︒︶
三十一

三十 三

三十二

顧客に 対し︑ その指定 する機 械類そ の他の物 品を購 入して その賃 貸︵政令 で定め るもの に限る︒ ︶をす る業務 を行う者

本邦 にお いて両替 業務︵ 業として 外国 通貨︵本 邦通貨以 外の 通貨をい う︒︶ 又は旅 行小切 手の売買 を行う ことを いう︒︶ を行う 者

独立行 政法人 郵便貯 金・簡 易生命保 険管理 機構

電子 記録債 権法︵ 平成十九 年法律 第百二 号︶第 二条第二 項に規 定する 電子債権 記録機 関

三 十四

それ を提示 し又は通 知して ︑特定 の販売業 者から 商品若 しくは 権利を購 入し ︑又は特 定の役務 提供事 業者︵ 役務の 提供の事 業を 営む者

三 十一の 二

三十五

をい う︒以 下この号 におい て同じ ︒︶か ら有償で 役務 の提供を 受けるこ とが できるカ ードそ の他の 物又は 番号︑記 号その他 の符 号︵以下 ﹁ク

レジット カード 等﹂と いう︒ ︶をこれ により 商品若 しくは権 利を購 入しよ うとする 者又は 役務の 提供を 受けよう とする 者︵以 下﹁利用 者たる

顧客﹂ という ︒︶に 交付し 又は付与 し︑当 該利用 者たる顧 客が当 該クレ ジット カード等 を提示 し又は 通知して 特定の 販売業 者から 商品若し く

は 権利を購 入し ︑又は特 定の役務 提供 事業者か ら有償 で役務 の提供 を受けた ときは︑ 当該 販売業者 又は役 務提供 事業者に 当該商 品若し くは権

利の代 金又は 当該役務 の対価 に相当 する額の 金銭を 直接に 又は第 三者を経 由して 交付す るととも に︑当 該利用 者たる 顧客から ︑あら かじめ 定

めら れた時 期までに 当該代 金若し くは当 該対価の 合計額 の金銭 を受領し ︑又は あらか じめ定 められた 時期 ごとに当 該合計額 を基 礎として あら

三十 六

金︑白金 その 他の政令 で定める 貴金 属若しく はダイ ヤモン ドその 他の政令 で定め る宝石 又はこれ らの製 品︵以 下﹁貴金 属等﹂ とい

︵略 ︶

かじめ定 められ た方法 により 算定して 得た額の 金銭 を受領す る業務 を行う 者

三 十七

︵ 略︶

う︒︶の 売買 を業とし て行う 者
三十 八

二頁

三十 九

弁護 士︵外 国法事 務弁護 士を含む ︒︶又は 弁護 士法人

四十一

公認 会計 士︵公認 会計士 法︵昭 和二十 三年法律 第百三 号︶第 十六条の 二第五 項に規 定する 外国公認 会計士 を含む ︒︶又は 監査法 人

行政書 士又は 行政書 士法人

司 法書士又 は司法 書士法 人

四十 二
税理士 又は税 理士法人

四十

四 十三
︵疑わ しい取 引の届 出等︶
︵ 略︶

特定 事業者 ︵その 役員及び 使用人 を含む ︒︶は︑ 前項の 規定に よる届 出︵以下 ﹁疑わ しい取 引の届出 ﹂とい う︒︶ を行お うとする こと又 は行

第九 条
２

行政 庁︵都道 府県知 事又は 都道府 県公安委 員会に限 る︒ ︶は︑疑 わしい 取引の 届出を受 けたと きは︑ 速やか に︑当該 疑わし い取引 の届出に 係

った ことを当 該疑 わしい取 引の届 出に係る 顧客等 又はそ の者の関 係者 に漏らし てはなら ない ︒
３

行政庁 ︵都道府 県知事 及び都 道府県公 安委員 会を除 く︒︶ 又は前項 の主 務大臣︵ 国家公安 委員 会を除く ︒︶は ︑疑わし い取引 の届出 又は同項

る事項 を主務 大臣に 通知する ものと する︒
４

行政庁 は︑こ の法律の 施行 に必要な 限度にお いて ︑特定事 業者に 対しその 業務に 関して 報告又は 資料 の提出を 求めるこ とが できる︒

の通知 を受けた ときは ︑速や かに︑当 該疑わ しい取 引の届 出又は通 知に係 る事項 を国家公 安委員 会に通 知する ものとす る︒
︵報 告︶
第十 三条

行政庁は ︑この 法律の 施行に必 要な限 度にお いて︑ 当該職員 に特定 事業者 の営業所 その他 の施設 に立ち 入らせ︑ 帳簿書 類その 他の物件

︵立入 検査︶
第十 四条

前 項の規 定によ り立入検 査をす る当該 職員は ︑その身 分を示 す証明 書を携帯 し︑関 係人の 請求が あったと きは︑ これを 提示しな ければ ならな

を検査 させ︑又 はその 業務に 関し関係 人に質 問させ ること ができる ︒
２

３

第一項 の規定は ︑特定 事業者 である日 本銀行 につい ては︑ 適用しな い︒

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 解して はならな い︒

い︒

４

三頁

行政庁 は︑こ の法律に 定める 特定事 業者によ る措置 の適正 かつ円 滑な実施 を確保 するた め必要が あると 認める ときは︑ 特定事 業者に 対

︵指 導等︶
第十 五条
し︑必 要な指導 ︑助言 及び勧 告をする ことが できる ︒

国家公 安委員 会は︑ 特定事 業者がそ の業務 に関し て前条に 規定す る規定 に違反し ている と認め るとき は︑行政 庁︵都 道府県 公安委員 会

︵国 家公安委 員会 の意見の 陳述︶
第 十七条

を除く ︒以下 この条 において 同じ ︒︶に対 し︑当該 特定 事業者に 対し前 条の規定 による 命令を 行うべき 旨又 は他の法 令の規定 によ り当該違 反を

理 由として 業務の 停止そ の他の 処分を行 うこと ができ る場合に あって は︑当 該特定 事業者に 対し当 該処分 を行うべ き旨の 意見を 述べる ことがで

国 家公安 委員会 は︑前項 の規定 により 意見を 述べるた め必要 な限度 において ︑特定 事業者 に対し その業務 に関 して報告 若しくは 資料 の提出を

きる︒
２

前 項の指示 を受け た都道 府県警 察の警視 総監又 は道府 県警察本 部長は ︑同項 の調査 を行うた め特に 必要が あると認 められ るとき は︑あ らかじ

求 め︑又 は相当 と認める 都道府 県警察 に必要 な調査を 行うこ とを指 示するこ とがで きる︒
３

め国 家公安 委員会 の承認を 得て ︑当該職 員に︑特 定事 業者の営 業所そ の他の 施設に 立ち入ら せ︑帳 簿書類 その他の 物件を 検査さ せ︑又 はその業

国 家公安 委員会 は︑前項 の承認 をしよ うとす るときは ︑あら かじめ ︑行政庁 ︵行政 庁が都 道府県 知事であ る場合 にあっ ては︑主 務大臣 を経由

務に関 し関係人 に質問 させる ことがで きる︒ この場 合にお いては︑ 第十四 条第二 項から第 四項ま での規 定を準 用する︒
４

前 項の通知 を受け た行政 庁は︑ 政令で定 めると ころに より︑国 家公安 委員会 に対し ︑第十四 条第一 項の規 定による 権限の 行使と 第三項 の規定

し て当該都 道府 県知事︶ にその 旨を通 知しな ければな らない ︒
５

︵抄︶

によ る都道 府県警 察の権限 の行使 との調 整を図る ため必 要な協 議を求 めること がで きる︒こ の場合に おい て︑国家 公安委 員会は ︑その 求めに応
じなけ ればなら ない︒

○組織 的な犯罪 の処 罰及び犯 罪収益 の規制等 に関 する法律 ︵平成十 一年 法律第百 三十六 号︶

︵略︶

︵ 定義︶
第二条

四頁

︵略︶

こ の法律に おいて ﹁犯罪 収益﹂ とは︑次 に掲げ る財産 をいう︒

一

次 に掲げる 罪の犯 罪行為 ︵日本国 外でし た行為 であっ て︑当該 行為 が日本国 内におい て行 われたと したな らばイ︑ ロ又は ニに掲 げる罪に 当

２

二

ロ

イ

銃砲刀 剣類所持 等取 締法︵昭 和三十 三年法 律第六 号︶第三 十一条 の十三 ︵資金等 の提供 ︶の罪

売 春防止 法︵昭和 三十一 年法律 第百十八 号︶第 十三条 ︵資金 等の提供 ︶の罪

覚せ い剤取 締法︵昭 和二十 六年法 律第二百 五十二 号︶第 四十一 条の十︵ 覚せい 剤原料 の輸入等 に係る 資金等 の提供等 ︶の罪

たり︑ かつ︑ 当該行 為地の 法令によ り罪 に当たる ものを含 む︒ ︶により 提供さ れた資 金

ハ

サリ ン等に よる人 身被害 の防止に 関する 法律︵ 平成七年 法律第 七十八 号︶第七 条︵資 金等の 提供︶ の罪

不正競争 防止 法︵平成 五年法 律第四十 七号︶ 第十一 条第一項 の違 反行為に 係る同法 第十 四条第一 項第七 号︵外 国公務 員等に対 する不 正の利

ニ
三

益 の供与 等︶の 罪の犯罪 行為︵ 日本国 外でした 行為で あって ︑当該 行為が日 本国内 におい て行われ たとし たなら ば︑当該 罪に当 たり︑ かつ︑

公衆等 脅迫目 的の犯罪 行為 のための 資金の提 供等 の処罰に 関する 法律︵ 平成十 四年法律 第六十 七号︶ 第二条︵ 資金提 供︶に 規定す る罪に係

当該行 為地の 法令によ り罪に 当たる ものを含 む︒︶ により 供与さ れた財産
四

︵略 ︶

る資金
３〜７

第二条 第二項 第一号 若しく は第三号 の犯罪 収益若 しくは薬 物犯罪 収益︵ 麻薬特 例法第二 条第二 項各号 に掲げる 罪の犯 罪行為 により 得た財

︵ 不法収 益等に よる法 人等の事 業経営 の支配 を目的と する行 為︶
第九条

産又 は当該 犯罪行 為の報酬 として 得た財 産に限る ︒第十 三条第 一項第 三号及び 同条 第四項に おいて同 じ︒ ︶︑これ らの保 有若し くは処 分に基づ

き得た 財産又は これら の財産 とこれら の財産 以外の 財産と が混和し た財産 ︵以下 ﹁不法収 益等﹂ という ︒︶を 用いるこ とによ り︑法 人等︵法 人

又は 法人でな い社団 若しく は財団 をいう︒ 以下こ の条に おいて同 じ︒︶ の株主 等︵株主 若しく は社員 又は発 起人その 他の法 人等の 設立者を いう︒

以 下同じ︒ ︶の地 位を取 得し︑ 又は第三 者に 取得させ た者が︑ 当該 法人等又 はその 子法人 の事業 経営を支 配する目 的で ︑その株 主等の 権限又 は

当該権 限に基 づく影 響力を行 使し︑ 又は当 該第三者 に行使 させて ︑次の 各号のい ずれか に該当 する行為 をした ときは ︑五年以 下の懲 役若し くは
千万 円以下 の罰金 に処し︑ 又はこ れを併 科する︒

五頁

一

当該法人 等又は その子 法人の 役員等︵ 取締役︑ 執行 役︑理事 ︑管理 人その 他いかな る名称 を有す るもの であるか を問わ ず︑法 人等の経 営を

不 法収益 等を用 いること により ︑法人 等に対 する債権 を取 得し︑又 は第三者 に取 得させた 者が︑ 当該法 人等又 はその子 法人の事 業経 営を支配

当 該法人等 又はそ の子法 人を代表 すべき 役員等 の地位 を変更さ せる こと︵前 号に該当 する ものを除 く︒︶ ︒

行 う役職に ある者 をいう ︒以下こ の条に おいて 同じ︒ ︶を選任 し︑若 しくは 選任させ ︑解任 し︑若 しくは 解任させ ︑又は 辞任さ せること ︒
二
２

す る目的 で︑当 該債権の 取得又 は行使 に関し ︑次の各 号のい ずれか に該当す る行為 をした ときも ︑前項と 同様と する︒ 不法収益 等を用 いるこ と

により ︑法人 等に対 する債権 を取 得しよう とし︑又 は第 三者に取 得させ ようとす る者が ︑当該 法人等又 はそ の子法人 の事業経 営を 支配する 目的

で ︑当該債 権の取 得又は 行使に 関し︑こ れらの 各号の いずれか に該当 する行 為をし た場合に おいて ︑当該 債権を取 得し︑ 又は第 三者に 取得させ

当該法人 等又 はその子 法人の 役員等を 選任さ せ︑若 しくは解 任さ せ︑又は 辞任させ るこ と︒

たとき も︑同様 とする ︒
一

当該 法人等 又はその 子法人 を代表 すべき 役員等の 地位を 変更さ せること ︵前号 に該当 するも のを除く ︒︶︒

不 法収益等 を用い ること により ︑法人等 の株主 等に対 する債権 を取得 し︑又 は第三 者に取得 させた 者が︑ 当該法人 等又は その子 法人の 事業経

二
３

営を 支配す る目的 で︑当該 債権 の取得又 は行使に 関し ︑当該株 主等に その権 限又は 当該権限 に基づ く影響 力を行使 させて ︑前項 各号の いずれか

に該当 する行為 をした ときも ︑第一項 と同様 とする ︒不法 収益等を 用いる ことに より︑法 人等の 株主等 に対す る債権を 取得し ようと し︑又は 第

三者 に取得さ せよう とする 者が︑ 当該法人 等又は その子 法人の事 業経営 を支配 する目的 で︑当 該債権 の取得 又は行使 に関 し︑当該 株主等に その

権 限又は当 該権 限に基づ く影響 力を行 使させ て︑これ らの各 号のい ずれかに 該当す る行為 をした 場合にお いて︑ 当該債 権を取得 し︑又 は第三 者

︵略︶

に取得 させた ときも ︑同様と する︒
４

犯罪 収益等 ︵公衆等 脅迫目 的の犯 罪行為 のための 資金の 提供等 の処罰に 関する 法律第 二条第 二項に規 定する 罪に係 る資金を 除く︒ 以下こ

︵犯罪 収益等隠 匿︶
第十条

の 項及び次 条にお いて同 じ︒︶ の取得若 しく は処分に つき事実 を仮 装し︑又 は犯罪 収益等 を隠匿 した者は ︑五年以 下の 懲役若し くは三 百万円 以

下の罰 金に処 し︑又 はこれを 併科す る︒犯 罪収益︵ 同法第 二条第 二項に 規定する 罪に係 る資金 を除く︒ ︶の発 生の原 因につき 事実を 仮装し た者
も︑ 同様と する︒

六頁

３

２

第一項 の罪を 犯す目 的で︑そ の予備 をした 者は︑二 年以下 の懲役 又は五 十万円以 下の罰 金に処 する︒

前 項の罪の 未遂は ︑罰す る︒

第三条︵ 組織 的な殺人 等︶︑ 第四条 ︵未遂罪 ︶若し くは第 六条第 一項第一 号︵組 織的な 殺人の予 備︶の 罪︑同 号に掲 げる罪に 係る同 条第二

別表︵第 二条︑ 第十三 条︑第二 十二条 ︑第四 十二条︑ 第五十 六条︑ 第五十 九条関係 ︶
一

刑法第 百八条 ︵現住建 造物 等放火︶ ︑第百九 条第 一項︵非 現住建 造物等放 火︶若 しくは 第百十条 第一 項︵建造 物等以外 放火 ︶の罪︑ 同法

項 ︵団体 の不正 権益に係 る殺人 の予備 ︶の罪又 は第十 条第一 項︵犯 罪収益等 隠匿︶ 若しく は第二項 ︵未遂 罪︶の 罪
二イ

第百 十五条 の規定に より 同法第百 九条第一 項若 しくは第 百十条 第一項 の例に より処断 すべき罪 又は これらの 罪︵同 法第百 十条第一 項の罪 及び

刑 法第百 三十七 条︵あ へん煙吸 食器具 輸入等 ︶若しく は第百 三十九 条第二 項︵あへ ん煙 吸食のた めの場所 提供 ︶の罪又 はこれ らの罪 の未

同項の例 により 処断す べき罪を 除く︒ ︶の未 遂罪
ロ

刑 法第百 四十八条 ︵通貨 偽造及 び行使等 ︶若し くは第 百四十 九条︵外 国通貨 偽造及 び行使等 ︶の罪 若しく はこれ らの罪の 未遂罪 又は同 法

遂罪
ハ

刑法 第百五 十五条 第一項 ︵有印公 文書偽 造︶若 しくは第 二項︵ 有印公 文書変造 ︶の罪 ︑これ らの規 定の例に より処 断すべ き罪︑同 法第百

第百 五十三 条︵通貨 偽造等 準備︶ の罪
ニ

五十七 条第一 項︵公 正証書原 本不実 記載︶ の罪若 しくはそ の未遂 罪若し くはこれ らの罪 ︵同法 第百五 十七条第 一項の 罪の未 遂罪を除 く︒︶ に

係る 同法第 百五十 八条︵ 偽造公文 書行 使等︶の 罪︑同法 第百 五十九条 第一項 ︵有印私 文書偽 造︶若 しくは第 二項 ︵有印私 文書変造 ︶の 罪若し

ホ

刑法 第百六 十三条 の二か ら第百六 十三条の 五ま で︵支払 用カー ド電磁 的記録不 正作出 等︑不 正電磁 的記録カ ード所 持︑支 払用カー ド電磁

刑法第 百六十二 条︵有 価証券 偽造等 ︶又は第 百六十 三条︵ 偽造有価 証券行 使等︶ の罪

くはこ れらの罪 に係る 同法第 百六十 一条︵偽 造私文 書等行 使︶の罪 又は同 法第百 六十一 条の二︵ 電磁的 記録不 正作出及 び供用 ︶の罪

ヘ

チ

ト

刑法第 百九十七 条から 第百九 十七条 の四まで ︵収賄 ︑受託 収賄及び 事前収 賄︑第 三者供 賄︑加重 収賄及 び事後 収賄︑あ っせん 収賄︶ の罪

刑法 第百 八十六条 ︵常習 賭博及 び賭博場 開張等 図利︶ の罪

刑法第 百七十 五条︵ わいせつ 物頒布 等︶の 罪

的記録 不正作 出準備 ︑未遂罪 ︶の罪

リ
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ワ

ヲ

ル

ヌ

刑 法第二 百二十 四条か ら第二百 二十 八条まで ︵未成年 者略 取及び誘 拐︑営 利目的 等略取 及び誘拐 ︑身の 代金目 的略取等 ︑国外 移送目 的略

刑法 第二百 二十条 ︵逮捕 及び監禁 ︶又は 第二百 二十一条 ︵逮捕 等致死 傷︶の罪

刑法第 二百四 条︵傷 害︶又は 第二百 五条︵ 傷害致 死︶の罪

刑 法第百 九十九条 ︵殺 人︶の罪 又はその 未遂罪

(

刑 法第二 百三十五 条から 第二百 三十六条 まで︵ 窃盗︑ 不動産 侵奪︑強 盗︶︑ 第二百 三十八条 から第 二百四 十一条 まで︵事 後強 盗︑昏 こ

取 等︑被 略取者収 受等︑ 未遂罪 ︶の罪
カ

)

タ

ヨ

刑法 第二百 五十六条 第二項 ︵盗品 有償譲受 け等︶ の罪

刑 法第二 百五十 三条︵ 業務上横 領︶の 罪

刑法 第二百 四十六 条から 第二百五 十条ま で︵詐 欺︑電子 計算機 使用詐 欺︑背任 ︑準詐 欺︑恐 喝︑未 遂罪︶の 罪

ん 睡 強盗 ︑強盗致 死傷︑強 盗強姦 及び同 致死︶ 又は第二 百四 十三条︵ 未遂罪︶ の罪

レ

爆発物 取締罰 則︵明治 十七 年太政官 布告第三 十二 号︶第一 条から 第六条 まで︵ 爆発物の 使用︑ 製造等 ︶の罪

刑 法第二 百六十条 ︵建造 物等損 壊及び同 致死傷 ︶の罪 又は同 条の例に より処 断すべ き罪

三

商 法第四百 八十六 条から 第四百八 十八条 まで︵ 特別背 任︑未遂 罪︶︑ 第四百 九十条︵ 不実文 書行使 ︶︑第 四百九十 四条第 一項︵ 会社荒ら し

ソ

四

等に関 する収 賄︶又 は第四 百九十七 条第二 項︵株 主の権利 の行使 に関す る利益 の受供与 ︶若し くは第 四項︵株 主の権 利の行 使に関 する利益 の

外 国にお いて流 通する貨 幣紙幣 銀行券 証券偽造 変造及 び模造 に関す る法律︵ 明治三 十八年 法律第六 十六号 ︶第一 条︵偽造 等︶︑ 第二条 ︵偽

受 供与等に つい ての威迫 行為︶の 罪
五

七

六

暴力行 為等処 罰に関 する法 律︵大正 十五 年法律第 六十号︶ 第一 条ノ二第 一項︵ 加重傷 害︶若 しくは第 二項︵未 遂罪 ︶又は第 一条ノ 三︵常 習

削除

印 紙犯罪処 罰法︵ 明治四 十二年法 律第三 十九号 ︶第一 条︵偽造 等︶又 は第二 条︵偽造 印紙等 の使用 等︶の 罪

造外 国流通 貨幣等の 輸入︶ ︑第三 条第一 項︵偽造 外国流 通貨幣 等の行使 等︶若 しくは 第四条 ︵偽造等 準備 ︶の罪又 はこれら の罪 の未遂罪

八

盗犯等 の防止 及び処分 に関す る法律 ︵昭和五 年法律 第九号 ︶第二 条から第 四条ま で︵常 習特殊強 窃盗︑ 常習累 犯強窃 盗︑常習 強盗 致傷等︶

傷害等︶ の罪
九
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の罪

十二

十一

郵 便法︵ 昭和二十 二年法 律第百 六十五 号︶第八 十五条 第一項 ︵切手類 の偽造 等︶の 罪又は その未遂 罪

児童福 祉法 ︵昭和二 十二年 法律第 百六十四 号︶第 六十条 第一項 ︵児童淫 いん 行︶の 罪

職業安定 法︵昭 和二十 二年法律 第百四 十一号 ︶第六 十三条︵ 暴行 等による 職業紹介 等︶ の罪

有限会 社法︵ 昭和十 三年法 律第七十 四号︶ 第七十 七条︵特 別背任 ︶の罪

十三

証券取 引法︵ 昭和二十 三年 法律第二 十五号︶ 第百 九十七条 ︵虚偽 有価証券 届出書 等の提 出等︶︑ 第百 九十八条 第十九号 ︵内 部者取引 ︶又

十

十四

十六

十五

競 馬法︵ 昭和二十 三年法 律第百 五十八 号︶第三 十条︵ 無資格 競馬等︶ 又は第 三十二 条の二 後段︵加 重収賄 ︶の罪

船員職 業安 定法︵昭 和二十 三年法律 第百三 十号︶ 第六十四 条︵ 暴行等に よる職業 紹介 等︶の罪

大麻取締 法︵昭 和二十 三年法律 第百二 十四号 ︶第二 十四条の 三︵使 用等︶ の罪

)

十七

自転車 競技法 ︵昭和二 十三年 法律第 二百九号 ︶第十 八条︵ 無資格 自転車競 走等︶ 又は第 二十三条 後段︵ 加重収 賄︶の罪

(

十八

弁護 士法︵ 昭和二十 四年 法律第二 百五号︶ 第七 十二条又 は第七 十三条 の違反 行為に係 る同法 第七十 七条︵非 弁護士 の法律 事務の 取扱い

は 第二百条 第十三号 ︵損 失補てん に係る 利益の 収受等 ︶の罪

十九

外国為 替及び 外国貿 易法︵ 昭和二十 四年法 律第二 百二十八 号︶第 六十九 条の六︵ 国際的 な平和 及び安 全の維持 を妨 げること となる無 許可

等︶の罪
二十

二十一

毒 物及び 劇物取締 法︵昭 和二十 五年法律 第三百 三号︶ 第三条 の違反行 為に 係る同法 第二十四 条第 一号︵無 登録販 売等︶ の罪又 は同法第

小型 自動車 競走法︵ 昭和二 十五年 法律第二 百八号 ︶第二 十四条 ︵無資格 小型自 動車競 走等︶又 は第二 十八条 後段︵加 重収賄 ︶の罪

取 引等︶の 罪

二十 二

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 ︶第二百 二十八 条︵設 立企画 人︑執行 役員等 の特別 背任︶︑ 第二

二十四条 の二第 一号︵ 興奮等 の作用を 有する毒 物等 の販売等 ︶の罪
二十 三

百 二十八条 の二︵ 投資法 人債権者 集会の 代表者 等の特 別背任︶ ︑第 二百三十 条︵不実 文書 行使︶︑ 第二百 三十五条 第一項 ︵投資 法人荒ら し等

に関する 収賄 ︶又は第 二百三 十六条 第二項︵ 投資主 の権利 の行使 に関する 利益の 受供与 ︶若しく は第四 項︵投 資主の 権利の行 使に関 する利 益
の受 供与等 について の威迫 行為︶ の罪

九頁

二十 四

モー ターボ ート競 走法︵ 昭和二十 六年法律 第二 百四十二 号︶第 二十七 条︵無資 格モー ターボ ート競 走等︶又 は第三 十四条 後段︵加 重収

覚せい 剤取締 法第四 十一条の 三︵覚 せい剤 の使用 ︑覚せい 剤原 料の輸入 等︶︑第 四十 一条の四 ︵管理 外覚せい 剤の施 用等︶ ︑第四十 一

賄 ︶の罪
二十五

条の七 ︵覚せ い剤原 料の輸 入等の予 備︶ ︑第四十 一条の十 ︵覚 せい剤原 料の輸 入等に 係る資 金等の提 供等︶ 又は第 四十一条 の十三 ︵覚せ い剤

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︶ 第七十三 条の二 第一項 ︵不法就 労助 長︶︑第 七十四条 ︵集 団密航者 を不

原 料の譲 渡しと 譲受けと の周旋 ︶の罪
二十六

法 入国させ る行為等 ︶︑ 第七十四 条の二 ︵集団 密航者 の輸送︶ ︑第七 十四条 の四︵集 団密航 者の収 受等︶ 若しくは 第七十 四条の 六︵不法 入国

二十 七

麻薬及 び向精神 薬取締 法︵昭 和二十 八年法律 第十四 号︶第 六十四条 の三︵ ジアセ チルモ ルヒネ等 の施用 等︶又 は第六十 六条の 二︵麻 薬

削除

等援助等 ︶の罪 又は同 法第七 十四条の 八第二 項︵営 利目的の 不法入 国者等 の蔵匿等 ︶の罪 若しく はその 未遂罪

二 十八

武 器等製 造法︵昭 和二 十八年法 律第百四 十五 号︶第三 十一条 ︵銃砲 の無許 可製造︶ 若しく は第三 十一条の 二第一 号︵銃 砲以外 の武器の

の施用 等︶の 罪
二十 九

出 資の 受入れ︑ 預り金 及び金 利等の 取締りに 関する 法律︵ 昭和二十 九年法 律第百 九十五 号︶第五 条第一 項︵高 金利︶若 しくは 第二項

関税法 ︵昭和 二十九 年法律 第六十一 号︶第 百九条 ︵輸入禁 制品の 輸入︶ 又は第百 九条の 二︵輸 入禁制 品の保税 地域 への蔵置 等︶の罪

無許可製 造︶の 罪又は 猟銃の 製造に係 る同条 第四号 ︵猟銃の 無許可 製造︶ の罪
三十
三 十一

︵業と して行 う高金利 ︶の罪 ︑同法 第一条若 しくは 第二条 第一項 の違反行 為に係 る同法 第八条第 一項第 一号︵ 元本を 保証して 行う出 資金の 受

入れ 等︶の 罪又は同 法第一 条︑第 二条第 一項若し くは第 五条第 一項若し くは第 二項の 違反行 為に係る 同法 第八条第 一項第二 号︵ 元本を保 証し

三十 二

補 助金等 に係る 予算の 執行の適 正化 に関する 法律︵昭 和三 十年法律 第百七 十九号 ︶第二 十九条︵ 不正の手 段に よる補助 金等の 受交付

日本 中央競 馬会法 ︵昭和 二十九年 法律第 二百五 号︶第三 十七条 第一項 後段︵加 重収賄 ︶の罪

て行う出 資金の 受入れ 等の脱 法行為︶ の罪

三 十三

売 春防止 法第六条 第一項 ︵周旋 ︶︑第七 条︵困 惑等に よる売 春︶︑第 八条第 一項︵ 対償の収 受等︶ ︑第十 条︵売 春をさせ る契 約︶︑第

等︶の罪
三十 四

一〇頁

銃 砲刀剣 類所持 等取締 法第三十 一条か ら第三 十一条の 四まで ︵けん 銃等の 発射︑輸 入︑所 持︑譲 渡し等︶ ︑第三 十一条 の七か ら第三十

十一条 第二項 ︵業とし て行 う場所の 提供︶︑ 第十二 条︵売 春をさ せる業︶ 又は 第十三条 ︵資金等 の提 供︶の罪
三 十五

一条の九 まで︵ けん銃 実包の 輸入︑所 持︑譲 渡し等 ︶︑第三 十一条 の十一 から第三 十一条 の十三 まで︵ 猟銃の所 持等︑ けん銃 等の輸入 の予備 ︑

けん銃 等の輸 入に係 る資金 等の提供 ︶︑ 第三十一 条の十五 ︵け ん銃等の 譲渡し と譲受 けの周 旋等︶︑ 第三十 一条の 十六第一 項第一 号︵け ん銃

等 及び猟 銃以外 の銃砲等 の所持 ︶︑第 二号︵け ん銃部 品の所 持︶若 しくは第 三号︵ けん銃 部品の譲 渡し等 ︶若し くは第二 項︵未 遂罪︶ ︑第三

十一条 の十七 ︵けん銃 等とし ての物 品の輸入 等︶︑ 第三十 一条の 十八第一 号︵け ん銃実 包の譲渡 しと譲 受けの 周旋︶ 又は第三 十二 条第一号

三十 七

三十六

薬事法 ︵昭和三 十五年 法律第 百四十 五号︶第 八十四 条第五 号︵業と して行 う医薬 品の販 売等︶の 罪

商標 法︵ 昭和三十 四年法 律第百二 十七号 ︶第七 十八条︵ 商標 権等の侵 害︶の罪

特許法 ︵昭和 三十四 年法律第 百二十 一号︶ 第百九 十六条︵ 特許権 等の侵 害︶の罪

︵ けん銃部 品の譲渡 しと 譲受けの 周旋等 ︶の罪

三 十八

金融 機関の 合併及び 転換に 関する 法律︵昭 和四十 三年法 律第八 十六号︶ 第三十 二条︵ 特別背任 ︶の罪

航空機 の強取 等の処 罰に関す る法律 ︵昭和 四十五 年法律第 六十八 号︶第 一条︵航 空機の 強取等 ︶︑第 二条︵航 空機強 取等致 死︶又は 第

著作 権法︵ 昭和四十 五年 法律第四 十八号︶ 第百 十九条︵ 著作権 等の侵 害等︶ の罪

三十九
四十
四十一

廃 棄物 の処理及 び清掃 に関す る法律 ︵昭和四 十五年 法律第 百三十七 号︶第 二十五 条第一 号︵無許 可廃棄 物処理 業︶︑第 五号︵ 名義貸

四条︵ 航空機 の運航 阻害︶ の罪
四 十二

航 空の危 険を生じ させる 行為等 の処罰に 関する 法律︵ 昭和四 十九年法 律第 八十七号 ︶第一条 から 第五条ま で︵航 空危険 ︑航行 中の航空

し︶︑ 第六号 ︵廃棄物 処理施 設の無 許可設置 ︶若し くは第 八号︵ 不法投棄 ︶又は 第二十 六条第五 号︵産 業廃棄 物の処 理の受託 ︶の罪
四十 三

人質 による 強要行 為等の 処罰に関 する法 律︵昭 和五十三 年法律 第四十 八号︶第 一条か ら第四 条まで ︵人質に よる強 要等︑ 加重人質 強要︑

機を墜落 させる 行為等 ︑業務 中の航空 機の破壊 等︑ 業務中の 航空機 内への 爆発物等 の持込 み︑未 遂罪︶ の罪
四十 四

四十五

細 菌兵器 ︵生物兵 器︶及 び毒素 兵器の開 発︑生 産及び 貯蔵の 禁止並び に廃棄 に関す る条約等 の実施 に関す る法律 ︵昭和五 十七 年法律第

無限 連鎖講 の防止に 関する 法律︵ 昭和五十 三年法 律第百 一号︶ 第五条︵ 開設等 ︶の罪

人 質殺害︶ の罪

四十 六

一一頁

四 十七

労働者 派遣事 業の適 正な運営 の確保 及び派 遣労働 者の就業 条件 の整備等 に関する 法律 ︵昭和六 十年法 律第八十 八号︶ 第五十 八条︵有 害

貸 金業の 規制等 に関す る法律︵ 昭和五 十八年 法律第三 十二号 ︶第四 十七条 第二号︵ 無登録 営業︶ の罪

六十一 号︶第 九条︵生 物兵 器等の使 用等︶又 は第十 条︵生 物兵器 等の製造 等︶ の罪

四十八

金融先 物取引法 ︵昭和 六十三 年法律 第七十七 号︶第 百四十 八条︵仮 装取引 等︶の 罪

業務目 的労働 者派遣 ︶の罪 又は同法 第四 条第一項 に係る同 法第 五十九条 第一号 ︵禁止 業務に ついての 労働者 派遣事 業︶の罪
四 十九

協 同組織 金融機 関の優 先出資に 関する 法律︵ 平成五年 法律第 四十四 号︶第 四十九条 ︵不実 文書行 使︶の罪

麻薬特 例法第 六条第一 項︵ 薬物犯罪 収益等隠 匿︶ 又は第二 項︵未 遂罪︶の 罪

五 十一

化学兵 器の禁 止及び 特定物質 の規制 等に関 する法 律︵平成 七年法 律第六 十五号︶ 第三十 八条か ら第四 十条まで ︵化学 兵器の 使用︑製 造

五十

五十二

五 十三

保険 業法︵ 平成七年 法律第 百五号 ︶第三百 二十二 条︵保 険管理 人等の特 別背任 ︶︑第 三百二十 三条︵ 社債権 者集会の 代表者 等の特 別背

サリン 等による 人身被 害の防 止に関 する法律 第五条 ︵発散 させる行 為︶又 は第六 条第一 項から第 三項ま で︵製 造等︶の 罪

等︶の 罪

五十四

五十 六

五十五

ス ポー ツ振興投 票の実 施等に 関する 法律︵平 成十年 法律第 六十三号 ︶第三 十二条 ︵無資 格スポー ツ振興 投票︶ 又は第三 十七条 後段︵ 加

臓器 の移植 に関す る法律 ︵平成九 年法律 第百四 号︶第二 十条第 一項︵ 臓器売買 等︶の 罪

金融機 関等の 更生手 続の特例 等に関 する法 律︵平 成八年法 律第九 十五号 ︶第五百 四十九 条︵詐 欺更生 ︶の罪

任︶ 又は第 三百二十 五条︵ 不実文 書行使 ︶の罪

五 十七

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 四十条︵ 発起 人︑取締 役等の特 別背 任︶︑第 二百四 十一条 ︵特定 社債権者

重収賄 ︶の罪
五十 八

集会の代 表者等 の特別 背任︶ ︑第二百 四十三条 ︵不 実文書行 使︶︑ 第二百 四十八条 第一項 ︵特定 目的会 社荒らし 等に関 する収 賄︶又は 第二百

五十一 条第三 項︵社 員の権 利の行使 に関す る利益 の受供与 ︶若し くは第 六項︵ 社員の権 利の行 使に関 する利益 の受供 与等に ついて の威迫行

児童 買春︑ 児童ポル ノに係 る行為 等の処罰 及び児 童の保 護等に 関する法 律︵平 成十一 年法律第 五十二 号︶第 五条︵児 童買春 周旋︶ ︑第

為 ︶の罪
五十九

六条 第二項 ︵業とし て行う 児童買 春勧誘 ︶︑第七 条︵児 童ポル ノ頒布等 ︶又は 第八条 ︵児童 買春等目 的人身 売買等 ︶の罪

一二頁

六十
六 十一

民事再 生法︵ 平成十 一年法 律第二百 二十五号 ︶第 二百五十 五条︵ 詐欺再 生︶の罪

ヒ トに関 するク ローン 技術等の 規制に 関する 法律︵平 成十二 年法律 第百四 十六号︶ 第十六 条︵人 クローン 胚等の 人又は 動物の 胎内への

六十四

六 十三

六十 二

株 式会社 の監査 等に関 する商法 の特例 に関す る法律︵ 昭和四 十九年 法律第 二十二号 ︶第二 十九条 の二︵執 行役等 の特別 背任︑ 未遂罪︶ ︑

公衆 等脅迫 目的の犯 罪行 為のため の資金の 提供 等の処罰 に関す る法律第 二条︵ 資金提 供︶又は 第三 条︵資金 収集︶の 罪

社債等 の振替に 関する 法律︵ 平成十 三年法律 第七十 五号︶ 第百三十 七条第 一項︵ 加入者 の権利の 行使に 関する 収賄︶の 罪

中間 法人 法︵平成 十三年 法律第 四十九号 ︶第百 五十七 条︵理 事等の特 別背任 ︶の罪

移植︶の 罪

六 十五

第二十九 条の四 ︵虚偽 文書行 使︶︑第 二十九 条の八 第一項︵ 会社荒 らし等 に関する 収賄︶ 又は第 二十九 条の十第 二項︵ 株主の 権利の行 使に関

六 十六

仲裁 法︵平 成十五年 法律第 百三十 八号︶第 五十条 から第 五十二 条まで︵ 収賄︑ 受託収 賄及び事 前収賄 ︑第三 者供賄︑ 加重収 賄及び 事後

会社更 生法︵平 成十四 年法律 第百五 十四号︶ 第二百 六十六 条︵詐欺 更生︶ の罪

する利 益の受 供与︶ 若しく は第四項 ︵株主 の権利 の行使に 関する 利益の 受供与 等につい ての 威迫行為 ︶の罪

六十七

︵抄︶

破産法 ︵平成 十六年 法律第七 十五号 ︶第二 百六十 五条︵詐 欺破産 ︶の罪

収賄 ︶の罪
六十八

○質屋 営業法︵ 昭和 二十五年 法律第 百五十 八号︶

質屋に なろう とする者 は︑ 内閣府令 で定める 手続 により︑ 営業所 ごとに︑ その 所在地を 管轄する 都道 府県公安 委員会 ︵以下 ﹁公安 委員

︵ 質屋営 業の許可 ︶
第二条

︵略 ︶

会﹂ という ︒︶の 許可を受 けなけ ればな らない︒
２

質屋は ︑流質 期限を経 過した 時にお いて︑そ の質物 の所有 権を取 得する︒ 但し︑ 質屋は ︑当該流 質物を 処分す るまでは ︑質置 主が元 金

︵流 質物の取 得及び 処分︶
第十 九条

及び流 質期限ま での 利子並び に流質期 限経 過の時に 質契約 を更新 したと すれば支 払うこ とを要 する利子 に相当 する金 額を支払 つたと きは︑ これ

一三頁

︵略︶

を返 還するよ うに努 めるも のとす る︒
２

一四頁

