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風 俗 営業 等の 規制 及び 業務 の適 正化 等に 関す る 法律 ︵昭 和二 十三 年法 律第 百二 十二 号︶ ︵抄 ︶
︵ 用語 の意 義︶
一

待 合︑ 料理 店︑ カフ エ ーそ の他 設備 を設 けて 客 の接 待を して 客に 遊興 又は 飲食 をさ せ る営 業︵ 前号 に該 当す る営 業を 除く ︒︶

キ ヤバ レー その 他設 備を 設け て客 にダ ン スを させ ︑か つ︑ 客の 接待 をし て客 に飲 食 をさ せる 営業

この 法律 にお いて ﹁風 俗営 業﹂ と は︑ 次の 各号 のい ずれ かに 該当 する 営業 を いう ︒

二

ナイ トク ラブ その 他設 備を 設 けて 客に ダン スを させ ︑か つ︑ 客に 飲食 を させ る営 業︵ 第一 号に 該当 す る営 業を 除く ︒︶

第二 条

三

ダ ンス ホー ルそ の他 設備 を設 け て客 にダ ンス をさ せる 営業 ︵第 一号 若し く は前 号に 該当 する 営業 又は 客に ダン スを 教 授す るた めの 営業 のう

ち ダン スを 教授 する 者 ︵政 令で 定め るダ ンス の教 授に 関す る講 習 を受 けそ の課 程を 修了 した 者そ の他 ダ ンス を正 規に 教授 する 能 力を 有す る者
とし て政 令で 定め る者 に 限る ︒︶ が客 にダ ンス を教 授す る場 合に の み客 にダ ンス をさ せる 営業 を除 く︒ ︶

喫 茶店 ︑バ ーそ の他 設 備を 設け て客 に飲 食を させ る営 業で ︑国 家 公安 委員 会規 則で 定め ると ころ によ り計 つ た客 席に おけ る照 度を 十ル クス

二

一

飲 食店 営業 ︵設 備 を設 けて 客に 飲食 をさ せる 営 業で 食品 衛生 法︵ 昭和 二十 二年 法 律第 二百 三十 三号 ︶第 五十 二条 第一 項の 許 可を 受け て営 む

店 舗型 性風 俗特 殊営 業

接待 飲食 等営 業

い う︒

三

もの をい い︑ 接待 飲食 等 営業 又は 店舗 型性 風俗 特殊 営業 に該 当す る もの を除 く︒ 以下 同じ ︒︶ のう ち︑ バー ︑酒 場 その 他客 に酒 類を 提供 して

営む 営業 ︵ 営業 の常 態と して ︑通 常主 食と 認め ら れる 食事 を提 供し て営 むも の を除 く︒ 以下 ﹁酒 類提 供飲 食店 営業 ﹂ とい う︒ ︶で ︑日 出時 か
ら 午後 十時 ま での 時間 にお いて のみ 営む もの 以外 のも の
︵許 可の 基準 ︶
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四

五

︵ 略︶

︵略 ︶

以 下と して 営 むも の︵ 第一 号か ら第 三号 まで に掲 げる 営 業と して 営む もの を除 く︒ ︶
六〜 八
２〜

この 法律 にお いて ﹁接 客業 務受 託営 業﹂ とは ︑ 専ら ︑次 に掲 げる 営業 を営 む者 から 委託 を 受け て当 該営 業の 営業 所に おい て客 に 接す る業 務の

10

一 部を 行う こと ︵当 該業 務の 一部 に従 事す る者 が 委託 を受 けた 者及 び当 該営 業を 営む 者の 指 揮命 令を 受け る場 合を 含む ︒︶ を内 容 とす る営 業を

11

成年 被 後見 人若 しく は被 保佐 人又 は破 産者 で復 権 を得 ない もの

公安 委員 会は ︑前 条第 一項 の許 可を 受け よ うと する 者が 次の 各号 のい ずれ かに 該当 する と きは ︑許 可を して はな らな い︒

一

一 年以 上の 懲役 若し く は禁 錮の 刑に 処せ られ ︑又 は 次に 掲げ る罪 を犯 して 一年 未満 の懲 役若 しく は 罰金 の刑 に処 せら れ︑ その 執行 を終 わ

第 四条
二
イ

刑 法︵ 明治 四十 年法 律第 四 十五 号︶ 第百 七十 四条 ︑第 百七 十五 条︑ 第 百八 十二 条︑ 第百 八十 五条 ︑ 第百 八十 六条 ︑第 二百 二十 四条 ︑ 第二

第四 十九 条又 は第 五 十条 第一 項の 罪

り︑ 又は 執行 を受 ける こと がな くな つた 日 から 起算 して 五年 を経 過し ない 者
ロ

百二 十五 条︵ 営利 又は わい せつ の 目的 に係 る部 分に 限る ︒以 下こ の号 にお い て同 じ︒ ︶︑ 第二 百二 十 六条 ︑第 二百 二十 六条 の二 ︵第 三項 に

つ いて は︑ 営利 又は わい せつ の目 的 に係 る部 分に 限る ︒以 下こ の号 にお いて 同 じ︒ ︶︑ 第二 百二 十六 条の 三︑ 第二 百二 十 七条 第一 項︵ 同法

(

)

第 二百 二十 四条 ︑第 二 百二 十五 条︑ 第二 百二 十 六条 ︑第 二百 二十 六条 の二 又は 第 二百 二十 六条 の三 の罪 を犯 した 者を 幇 ほ う 助 する 目的 に

係る 部分 に限 る︒ 以下 こ の号 にお いて 同じ ︒︶ 若し くは 第三 項︵ 営 利又 はわ いせ つの 目的 に係 る部 分 に限 る︒ 以下 この 号に お いて 同じ ︒︶

又 は第 二百 二十 八条 ︵同 法 第二 百二 十四 条︑ 第二 百二 十五 条︑ 第二 百 二十 六条 ︑第 二百 二十 六条 の二 ︑第 二百 二 十六 条の 三又 は第 二百 二十
七 条第 一項 若 しく は第 三項 に係 る部 分に 限る ︒ ︶の 罪

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︶ 第三 条 第一 項︵ 第五 号又 は第 六号 に係 る部 分に
売春 防止 法︵ 昭和 三十 一年 法律 第百 十八 号 ︶第 二章 の罪

ハ
ニ

児童 買春 ︑児 童ポ ル ノに 係る 行為 等の 規制 及 び処 罰並 びに 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 四条 から 第 八条 ま

限 る︒ ︶又 は第 六条 ︵ 第一 項第 二号 に係 る部 分に 限る ︒︶ の 罪
ホ
で の罪

労働 基準 法︵ 昭和 二十 二年 法 律第 四十 九号 ︶第 百十 七条 ︑第 百十 八条 第一 項 ︵同 法第 六条 又は 第五 十六 条に 係る 部分 に 限る ︒︶ 又は 第百

十 九条 第一 号︵ 同法 第六 十一 条又 は 第六 十二 条に 係る 部分 に限 る︒ ︶︵ これ らの 規 定を 船員 職業 安定 法︵ 昭和 二十 三年 法律 第 百三 十号 ︶又

は 労働 者派 遣事 業の 適 正な 運営 の確 保及 び派 遣 労働 者の 保護 等に 関す る法 律︵ 昭和 六 十年 法律 第八 十八 号︶ の規 定に より 適用 す る場 合を 含
む︒ ︶の 罪

船員 法 ︵昭 和二 十二 年法 律第 百号 ︶第 百二 十 九条 ︵同 法第 八十 五条 第一 項 又は 第二 項に 係る 部分 に限 る︒ ︶又 は 第百 三十 条︵ 同法 第八 十
職業 安定 法︵ 昭和 二 十二 年法 律第 百四 十一 号︶ 第六 十 三条 の罪

六 条第 一項 に 係る 部分 に限 る︒ ︶︵ これ らの 規 定を 船員 職業 安定 法の 規定 に より 適用 する 場合 を含 む︒ ︶の 罪

ヘ

ト
チ
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三

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 項又 は第 二項 ︵同 法第 三十 四条 第 一項 第四 号の 三︑ 第五 号︑ 第 七号 又は 第九

ヌ

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 の罪

船 員職 業安 定法 第百 十一 条の 罪

リ

ル

労働 者派 遣事 業の 適 正な 運営 の確 保及 び派 遣 労働 者の 保護 等に 関す る法 律第 五十 八 条の 罪

号に 係る 部 分に 限る ︒︶ の罪

ヲ

集 団的 に︑ 又は 常習 的 に暴 力的 不法 行為 その 他 の罪 に当 たる 違法 な行 為で 国家 公安 委 員会 規則 で定 める もの を行 うお それ があ ると 認 める に
ア ルコ ール ︑麻 薬︑ 大麻 ︑あ へ ん又 は覚 醒剤 の中 毒者

足り る相 当な 理由 があ る者
四

第 二十 六条 第一 項 の規 定に より 風俗 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 ︵当 該 許可 を取 り消 され た

前 号に 規定 する 期間 内 に合 併に より 消滅 した 法 人又 は第 十条 第一 項第 一号 の規 定に よる 許 可証 の返 納を した 法人 ︵合 併又 は風 俗営 業 の廃 止

除く ︒︶ で当 該返 納の 日 から 起算 して 五年 を経 過 しな いも の

しな いこ とを 決定 する 日ま での 間に 第十 条第 一 項第 一号 の規 定に よる 許可 証の 返納 をし た 者︵ 風俗 営業 の廃 止に つい て相 当な 理 由が ある 者を

第 二十 六条 第一 項の 規 定に よる 風俗 営業 の許 可の 取消 処 分に 係る 聴聞 の期 日及 び場 所が 公示 され た 日か ら当 該処 分を する 日又 は当 該処 分を

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︒ ︶

る 社員 ︑取 締 役︑ 執行 役又 はこ れら に準 ずる 者と 同等 以 上の 支配 力を 有す るも のと 認め られ る者 を 含む ︒以 下こ の項 にお いて 同 じ︒ ︶で あつ

員︑ 取締 役 ︑執 行役 又は これ らに 準ず る者 をい い ︑相 談役 ︑顧 問そ の他 いか な る名 称を 有す る者 であ るか を問 わ ず︑ 法人 に対 し業 務を 執行 す

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 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 ︵業 務を 執行 する 社

五

六

七

につ いて 相当 な理 由が ある 者を 除 く︒ ︶の 前号 の公 示の 日前 六十 日以 内に 役員 で あつ た者 で当 該消 滅又 は返 納の 日か ら起 算 して 五年 を経 過し
ない もの

第 六号 に規 定 する 期間 内に 分割 によ り同 号 の聴 聞に 係る 風俗 営業 を承 継さ せ ︑若 しく は分 割に より 当該 風俗 営業 以外 の 風俗 営業 を承 継

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 風俗 営業 者の 相続 人で あつ て︑ その 法 定代 理人 が前 各号 及び 次

ら起 算し て 五年 を経 過し ない もの

した 法人 ︵分 割に つい て 相当 な理 由が ある 者を 除く ︒︶ 又は これ ら の法 人の 同号 の公 示の 日前 六十 日以 内に 役員 で あつ た者 で当 該分 割の 日か

七 の二

八

号の いず れに も該 当し な い場 合を 除く もの とす る︒
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２

九
一
二
三

法 人 でそ の役 員の うち に第 一号 から 第七 号の 二 まで のい ずれ かに 該当 する 者 があ るも の

公安 委員 会は ︑前 条第 一 項の 許可 の申 請に 係る 営 業所 につ き次 の各 号の いず れか に該 当す る事 由 があ ると きは ︑許 可を して はな らな い︒

営 業所 の構 造又 は設 備 ︵第 四項 に規 定す る遊 技機 を 除く ︒第 九条 ︑第 十条 の二 第二 項第 三号 ︑第 十 二条 及び 第三 十九 条第 二項 第七 号に おい
て同 じ︒ ︶が 風俗 営業 の種 別に 応じ て国 家 公安 委員 会規 則で 定め る技 術上 の基 準に 適 合し ない とき ︒

営 業所 が︑ 良好 な風 俗環 境を 保全 する た め特 にそ の設 置を 制限 する 必要 があ るも の とし て政 令で 定め る基 準に 従い 都道 府県 の 条例 で定 める
地 域内 にあ ると き︒
営業 所に 第二 十四 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 とき ︒

公安 委員 会は ︑ 前条 第一 項の 許可 又は 第七 条第 一 項︑ 第七 条の 二第 一項 若し く は第 七条 の三 第一 項の 承認 を受 けて 営 んで いた 風俗 営業 の営 業

所 が火 災︑ 震災 その 他 その 者の 責め に帰 する こと が でき ない 事由 で政 令で 定め る もの によ り滅 失し たた めに 当該 風俗 営業 を 廃止 した 者が ︑当 該

廃止 した 風俗 営業 と同 一 の風 俗営 業の 種別 の風 俗営 業で 営業 所が 前 項第 二号 の地 域内 にあ るも のに つき ︑ 前条 第一 項の 許可 を受 け よう とす る場
当 該風 俗 営業 を廃 止し た日 から 起算 して 五年 以 内に され たも ので ある こと ︒

合 にお いて ︑当 該許 可の 申 請が 次の 各号 のい ずれ にも 該当 する とき は ︑前 項第 二号 の規 定に かか わら ず︑ 許可 を する こと がで きる ︒
一

当 該滅 失し た営 業所 の所 在地 が︑ 当該 滅 失前 から 前項 第二 号の 地域 に含 ま れて いた こと ︒

次の いず れ かに 該当 する こと ︒
イ

当 該滅 失し た営 業所 とお おむ ね同 一の 場所 に ある 営業 所に つき され たも ので ある こと ︒

当該 滅失 した 営業 所の 所在 地が ︑当 該滅 失 以降 に前 項第 二号 の地 域に 含ま れる こと と なつ たこ と︒

三

当 該滅 失し た営 業所 と おお むね 等し い面 積の 営 業所 につ きさ れた もの であ るこ と︒
︵略 ︶

四

ロ

二

３

４

第 三条 第一 項 の許 可を 受け よう とす る者 は︑ 公安 委員 会 に︑ 次の 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 おい

︵ 許可 の手 続及 び許 可証 ︶
第 五条

て︑ 当該 許可 申請 書に は ︑営 業の 方法 を記 載し た書 類そ の他 の内 閣 府令 で定 める 書類 を添 付し なけ れば な らな い︒

公 安委 員 会は ︑第 三条 第一 項の 許可 をし たと きは ︑ 国家 公安 委員 会規 則で 定め ると ころ によ り ︑許 可証 を交 付し なけ れば なら な い︒

︵ 略︶

２

公安 委員 会は ︑第 三条 第 一項 の許 可を しな いと きは ︑ 国家 公安 委員 会規 則で 定め ると ころ によ り ︑申 請者 にそ の旨 を通 知し なけ れば なら な

一 〜六
３
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４

い︒
︵略 ︶

風俗 営業 者は ︑許 可証 ︵第 十条 の 二第 一項 の認 定を 受け た風 俗営 業者 にあ つ ては ︑同 条第 三項 の認 定証 ︶を 営業 所の 見や す い場 所に 掲示

︵ 許可 証等 の掲 示義 務︶
第六 条
し なけ れば なら ない ︒
︵ 相続 ︶

風俗 営業 者が 死亡 した 場 合に おい て︑ 相続 人︵ 相続 人が 二人 以上 あ る場 合に おい てそ の協 議に より 当該 風俗 営 業を 承継 すべ き相 続人 を定

相続 人が 前項 の承 認の 申 請を した 場合 にお いて は︑ 被相 続人 の 死亡 の日 から その 承認 を受 ける 日又 は承 認 をし ない 旨の 通知 を受 ける 日ま で

め ると ころ によ り︑ 被 相続 人の 死亡 後六 十日 以内 に 公安 委員 会に 申請 して ︑そ の 承認 を受 けな けれ ばな らな い︒

め たと きは ︑そ の者 ︒以 下同 じ︒ ︶ が被 相続 人の 営ん でい た風 俗営 業を 引き 続 き営 もう とす ると きは ︑そ の相 続人 は︑ 国 家公 安委 員会 規則 で定

第七 条

２
︵ 略︶

は ︑被 相続 人に 対し てし た 風俗 営業 の許 可は ︑そ の相 続人 に対 して し たも のと みな す︒
３

第一 項の 承認 を受 けた 相 続人 は︑ 被相 続人 に係 る風 俗 営業 者の 地位 を承 継す る︒
︵ 略︶

４
５ ・６

風俗 営業 者た る 法人 がそ の合 併に より 消 滅す るこ とと なる 場合 にお いて ︑あ ら かじ め合 併に つい て国 家公 安委 員会 規則 で 定め ると こ

︵法 人の 合併 ︶

︵ 略︶

は ︑﹁ 第七 条の 二第 一項 の承 認を 受 けよ うと する 法人 ﹂と 読み 替え るも のと する ︒

第四 条第 一項 の規 定は ︑前 項 の承 認に つい て準 用す る︒ この 場合 にお いて ︑ 同条 第一 項中 ﹁前 条第 一項 の許 可を 受け よ うと する 者﹂ とあ るの

ろ によ り公 安委 員会 の承 認 を受 けた とき は︑ 合併 後 存続 し︑ 又は 合併 によ り設 立さ れた 法人 は ︑風 俗営 業者 の地 位を 承継 する ︒

第七 条の 二
２
３
︵法 人の 合併 ︶

風 俗営 業者 たる 法人 がそ の合 併に より 消 滅す るこ とと なる 場合 にお い て︑ あら かじ め合 併に つい て国 家 公安 委員 会規 則で 定め ると こ

第四 条第 一項 の規 定は ︑ 前項 の承 認に つい て準 用す る ︒こ の場 合に おい て︑ 同条 第一 項中 ﹁前 条 第一 項の 許可 を受 けよ うと する 者﹂ とあ るの

ろ によ り公 安 委員 会の 承認 を受 けた とき は︑ 合併 後 存続 し︑ 又は 合併 によ り設 立 され た法 人は ︑風 俗営 業者 の地 位を 承 継す る︒

第七 条の 二
２
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３

は ︑﹁ 第 七条 の二 第一 項の 承認 を受 けよ うと する 法 人﹂ と読 み替 える もの とす る ︒
︵略 ︶

公安 委員 会は ︑第 三条 第一 項の 許 可を 受け た者 ︵第 七条 第一 項︑ 第七 条の 二 第一 項又 は前 条第 一項 の承 認を 受け た者 を含 む ︒第 十一 条に

︵ 許可 の取 消し ︶
第八 条
一
第四 条第 一項 各号 に掲 げる 者 のい ずれ かに 該当 して いる こと ︒

偽 りそ の他 不正 の手 段 によ り当 該許 可又 は承 認 を受 けた こと ︒

お いて 同じ ︒︶ につ いて ︑次 の各 号に 掲げ る いず れか の事 実が 判明 した とき は︑ その 許 可を 取り 消す こと がで きる ︒
二

正 当な 事由 がな いの に︑ 当該 許 可を 受け てか ら六 月以 内に 営業 を開 始せ ず ︑又 は引 き続 き六 月以 上営 業を 休止 し︑ 現 に営 業を 営ん でい ない
三月 以上 所在 不明 で ある こと ︒

こ と︒

三
四

風 俗 営業 者は ︑増 築︑ 改築 その 他の 行為 によ る 営業 所の 構造 又は 設備 の変 更︵ 内閣 府令 で 定め る軽 微な 変更 を除 く︒ 第五 項 にお いて 同

︵ 構造 及び 設備 の変 更等 ︶
第 九条
２

風俗 営業 者は ︑次 の各 号の いず れか に該 当 する とき は︑ 公安 委員 会に ︑内 閣府 令で 定 める 事項 を記 載し た届 出書 を提 出し なけ れ ばな らな い︒

︵ 略︶

じ︒ ︶を しよ う とす ると きは ︑国 家公 安委 員会 規則 で定 め ると ころ によ り︑ あら かじ め公 安委 員会 の 承認 を受 けな けれ ばな らな い ︒
３

第 五条 第一 項各 号︵ 第 三号 及び 第四 号を 除く ︒ ︶に 掲げ る事 項︵ 同項 第二 号に 掲げ る事 項 にあ つて は︑ 営業 所の 名称 に限 る︒ ︶に 変 更が あ

こ の場 合に おい て︑ 当該 届出 書に は︑ 内閣 府令 で 定め る書 類を 添付 しな けれ ばな らな い︒
一
つた とき ︒
︵ 略︶

︵ 略︶

４

第一 項の 規定 は︑ 第十 条 の二 第一 項の 認定 を受 けた 風俗 営業 者 が営 業所 の構 造又 は設 備の 変更 をし よう とす る 場合 につ いて は︑ 適用 しな い︒

二
５

こ の場 合に おい て︑ 当該 風 俗営 業者 は︑ 当該 変更 をし たと きは ︑公 安 委員 会に ︑内 閣府 令で 定め る事 項を 記載 した 届 出書 を内 閣府 令で 定め る添
付 書類 とと も に提 出し なけ れば なら ない ︒
︵許 可証 の返 納 等︶
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第 十条

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 号の 場合 にあ つ ては ︑発 見

︵略 ︶

︵略 ︶

風 俗営 業を 廃止 した と き︵ 当該 風俗 営業 につ き第 七 条の 三第 一項 の承 認を 受け たと きを 除く ︒︶ ︒

し︑ 又は 回 復し た許 可証 ︶を 公安 委員 会に 返納 しな け れば なら ない ︒
一
二・ 三
２・ ３

公安 委員 会は ︑次 の 各号 のい ずれ にも 該当 する 風俗 営業 者を ︑ その 申請 によ り︑ 第六 条及 び第 九条 第一 項 の規 定の 適用 につ き特 例を

︵ 特例 風俗 営業 者の 認定 ︶
第十 条の 二
設 ける べき 風俗 営業 者と して 認定 す るこ とが でき る︒

当 該風 俗営 業の 許 可︵ 第七 条第 一項 ︑第 七条 の 二第 一項 又は 第七 条の 三第 一 項の 承認 を受 けて 営ん でい る風 俗営 業に あ つて は︑ 当該 承認 ︶
︵ 略︶

一
二

前 二号 に 掲げ るも のの ほか ︑当 該風 俗営 業に 関 し法 令及 びこ の法 律に 基づ く 条例 の遵 守の 状況 が優 良な 者と し て国 家公 安委 員会 規則 で定 め

を受 けて から 十年 以上 経 過し てい るこ と︒
三
る基 準に 適合 する 者で あ るこ と︒
︵ 略︶

一

当 該風 俗営 業の 許可 が 取り 消さ れた こと ︒

︵ 略︶
︵略 ︶

認定 証の 交付 を 受け た者 は︑ 次の 各号 のい ずれ か に該 当す るこ とと なつ たと き は︑ 遅滞 なく ︑認 定証 ︵第 三号 の場 合に あ つて は︑ 発見 し︑ 又

三・ 四

二

公安 委員 会は ︑第 一項 の認 定を 受け た者 に つき 次の 各号 のい ずれ かに 該当 する 事由 が あつ たと きは ︑当 該認 定を 取り 消さ なけ れ ばな らな い︒

２ 〜５
６

７

︵略︶

︵ 略︶

当該 風俗 営業 を廃 止 した とき ︒

は 回復 した 認定 証︶ を 公安 委員 会に 返納 しな けれ ば なら ない ︒
一
二 ・三
８ ・９

︵名 義貸 しの 禁 止︶
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第 十一 条

第 三条 第一 項の 許可 を受 けた 者は ︑自 己 の名 義を もつ て︑ 他人 に風 俗営 業を 営ま せて は なら ない ︒

風俗 営業 者は ︑営 業所 の構 造 及び 設備 を︑ 第四 条第 二項 第一 号の 技術 上 の基 準に 適合 する よう に 維持 しな けれ ばな らな い︒

︵構 造及 び 設備 の維 持︶
第 十二 条
︵営 業時 間の 制限 ︶

風 俗営 業者 は︑ 午 前零 時︵ 都道 府県 が習 俗 的行 事そ の他 の特 別な 事情 のあ る 日と して 条例 で定 める 日に あつ ては 当該 事情 の ある 地域 と

都 道府 県は ︑善 良 の風 俗若 しく は清 浄な 風俗 環境 を害 する 行 為又 は少 年の 健全 な育 成に 障害 を及 ぼす 行 為を 防止 する ため 必要 が ある とき は︑

間 にお いて は︑ その 営業 を営 んで は なら ない ︒

むこ とが 許容 され る特 別な 事情 の ある 地域 とし て政 令で 定め る基 準に 従い 都 道府 県の 条例 で定 める 地域 内 に限 り午 前一 時︶ から 日出 時ま で の時

し て当 該条 例で 定め る地 域 内は 午前 零時 以後 にお い て当 該条 例で 定め る時 ︑当 該条 例で 定 める 日以 外の 日に あつ ては 午前 一時 まで 風俗 営 業を 営

第十 三条

２

前項 の規 定に よる ほか ︑ 政令 で定 める 基準 に従 い条 例で 定め ると こ ろに より ︑地 域を 定め て︑ 風俗 営業 の 営業 時間 を制 限す るこ と がで きる ︒

風 俗営 業者 は︑ 国家 公安 委員 会規 則で 定め る とこ ろに より 計つ た営 業所 内の 照度 を︑ 風 俗営 業の 種別 に応 じて 国家 公安 委 員会 規則 で定

︵ 照度 の規 制︶
第 十四 条

める 数値 以下 と して その 営業 を営 んで はな らな い︒

風 俗営 業者 は︑ 営業 所周 辺に おい て ︑政 令で 定め ると ころ によ り︑ 都道 府県 の 条例 で定 める 数値 以上 の騒 音又 は振 動︵ 人 声そ の他 その

︵ 騒音 及び 振動 の規 制︶
第十 五条

営 業活 動に 伴う 騒音 又は 振動 に限 る︒ ︶が 生じ な いよ うに ︑そ の営 業を 営ま なけ れば なら な い︒

風 俗営 業者 は︑ 国家 公 安委 員会 規則 で定 める とこ ろに より ︑十 八歳 未 満の 者が その 営業 所に 立ち 入つ ては なら な い旨 ︵第 二条 第一 項第

︵ 年少 者の 立入 禁止 の表 示 ︶
第十 八条

八 号の 営業 に係 る営 業所 にあ つて は ︑午 後十 時以 後の 時間 にお いて 立ち 入つ ては な らな い旨 ︵第 二十 二条 第五 号の 規定 に基 づ く都 道府 県の 条例

で ︑十 八歳 以下 の条 例 で定 める 年齢 に満 たな い者 に つき ︑午 後十 時前 の時 を定 めた と きは ︑そ の者 につ いて はそ の時 以後 の時 間 にお いて 立ち 入
つて はな らな い旨 ︶︶ を 営業 所の 入り 口に 表示 しな けれ ばな らな い ︒
︵ 接客 従業 者に 対す る拘 束 的行 為の 規制 ︶
接 待飲 食等 営業 を営 む風 俗営 業者 は︑ そ の営 業に 関し ︑次 に掲 げる 行為 をし ては な らな い︒

営業 所で 客 に接 する 業務 に従 事す る者 ︵以 下﹁ 接客 従 業者 ﹂と いう ︒︶ に対 し︑ 接客 従業 者で な くな つた 場合 には 直ち に残 存 する 債務 を完

第 十八 条の 二
一
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２

二

済 する こ とを 条件 とし て︑ その 支払 能力 に照 らし 不 相当 に高 額の 債務 ︵利 息制 限法 ︵昭 和二 十九 年 法律 第百 号︶ その 他の 法令 の 規定 によ りそ
の全 部又 は一 部が 無効 と され るも のを 含む ︒以 下同 じ ︒︶ を負 担さ せる こと ︒
︵ 略︶

接待 飲食 等営 業を 営む 風俗 営業 者は ︑ 接客 業務 受託 営業 を営 む者 が当 該接 客業 務 受託 営業 に関 し第 三十 五条 の三 の規 定に 違反 す る行 為又 は売

春 防止 法第 九条 ︑第 十条 若し くは 第十 二条 の 罪に 当た る違 法な 行為 をし てい る疑 いが あ ると 認め られ ると きは ︑当 該接 客業 務受 託 営業 を営 む者

の 使用 人そ の他 の従 業者 で 当該 違反 行為 の相 手方 と なつ てい るも のが 営業 所で 客に 接す る 業務 に従 事す るこ とを 防止 する ため 必要 な措 置 をと ら
なけ れば なら ない ︒

第 十二 条 から 第十 九条 まで 及び 前条 第一 項に 定め る もの のほ か︑ 都道 府県 は︑ 条例 によ り︑ 風 俗営 業者 の行 為に つい て ︑善 良の 風俗

︵ 条例 への 委任 ︶
第 二十 一条

若し くは 清浄 な風 俗環 境 を害 し︑ 又は 少年 の健 全な 育成 に障 害を 及 ぼす 行為 を防 止す るた め必 要な 制限 を 定め るこ とが でき る︒
風俗 営業 を営 む者 は︑ 次に 掲げ る行 為を し ては なら ない ︒

︵ 禁止 行為 ︶
第 二十 二条
二

営業 所で ︑十 八歳 未満 の者 に客 の接 待を さ せ︑ 又は 客の 相手 とな つて ダン ス をさ せる こと ︒

当 該営 業に 関し 客引 き をす るた め︑ 道路 その 他公 共の 場 所で ︑人 の身 辺に 立ち ふさ がり ︑又 はつ き まと うこ と︒

当該 営業 に 関し 客引 きを する こと ︒

三

営 業所 で午 後十 時か ら翌 日の 日出 時ま での 時 間に おい て十 八歳 未満 の者 を客 に接 する 業 務に 従事 させ るこ と︒

一

四

十 八歳 未満 の者 を営 業 所に 客と して 立ち 入ら せ るこ と︵ 第二 条第 一項 第八 号の 営業 に係 る 営業 所に あつ ては ︑午 後十 時︵ 同号 の営 業 に係 る

︵ 略︶

その 時︶ から 翌日 の 日出 時ま での 時間 にお いて 客 とし て立 ち入 らせ るこ と︒ ︶︒

営業 所に 関し ︑都 道府 県の 条例 で ︑十 八歳 以下 の条 例で 定め る年 齢に 満た ない 者 につ き︑ 午後 十時 前の 時を 定め たと きは ︑ その 者に つい ては

五

六

風 俗営 業者 は︑ 営業 所ご とに ︑当 該営 業 所に おけ る業 務の 実施 を統 括 管理 する 者の うち から ︑第 三項 に 規定 する 業務 を行 う者 とし

︵営 業所 の管 理者 ︶
第二 十四 条

て ︑管 理者 一 人を 選任 しな けれ ばな らな い︒ ただ し ︑管 理者 とし て選 任し た者 が 欠け るに 至つ たと きは ︑そ の日 から 十 四日 間は ︑管 理者 を選 任
して おか なく て もよ い︒
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２

管理 者は ︑当 該営 業所 に おけ る業 務の 実施 に関 し ︑風 俗営 業者 又は その 代理 人︑ 使用 人そ の他 の 従業 者︵ 以下 ﹁代 理人 等﹂ とい う︒ ︶に 対

︵略︶

風俗 営業 者又 はそ の代 理 人は ︑管 理者 が前 項に 規 定す る業 務と して 行う 助言 を尊 重 しな けれ ばな らず ︑風 俗営 業者 の使 用人 その 他 の従 業者

保す るた め必 要な 業務 で国 家公 安委 員会 規 則で 定め るも のを 行う もの とす る︒

し ︑こ れら の者 が法 令の 規 定を 遵守 して その 業務 を実 施 する ため 必要 な助 言又 は指 導を 行い ︑そ の他 当 該営 業所 にお ける 業務 の適 正な 実施 を確

３

４
は ︑管 理者 がそ の業 務と し て行 う指 導に 従わ なけ れ ばな らな い︒

公安 委員 会は ︑管 理者 が第 二 項第 二号 に該 当す ると 認め たと き︑ 又は そ の者 がそ の職 務に 関し 法令 若し くは この 法 律に 基づ く条 例の 規定 に違

︵略 ︶

５

反 した 場合 にお いて ︑そ の情 状に よ り管 理者 とし て不 適当 であ ると 認め たと き は︑ 風俗 営業 者に 対し ︑当 該管 理者 の解 任 を勧 告す るこ とが でき
６

風俗 営 業者 は︑ 公安 委員 会か らそ の選 任に 係る 管 理者 につ いて 前項 の講 習を 行 う旨 の通 知を 受け たと きは ︑ 当該 管理 者に 講習 を受 けさ せな け

る︒
７
れ ばな らな い ︒
︵営 業の 停止 等 ︶

公 安委 員会 は︑ 風俗 営業 者若 し くは その 代理 人等 が当 該営 業に 関し 法 令若 しく はこ の法 律に 基 づく 条例 の規 定に 違反 した 場合 にお い

刑 法︵ 明 治四 十年 法律 第四 十五 号︶ ︵抄 ︶

よ り風 俗営 業の 停止 を 命ず ると きは ︑そ の停 止の 期 間︶ を超 えな い範 囲内 で期 間を 定 めて 営業 の全 部又 は一 部の 停止 を命 ずる こ とが でき る︒

り 消し ︑又 は風 俗営 業の 停止 を命 ず ると きは ︑当 該風 俗営 業を 営む 者に 対し ︑当 該 施設 を用 いて 営む 飲食 店営 業に つい て︑ 六 月︵ 前項 の規 定に

公安 委員 会は ︑前 項の 規定 に より 風俗 営業 ︵第 二条 第一 項第 四号 ︑第 七号 及 び第 八号 の営 業を 除く ︒以 下こ の項 にお い て同 じ︒ ︶の 許可 を取

消 し︑ 又は 六月 を超 えな い 範囲 内で 期間 を定 めて 当 該風 俗営 業の 全部 若し くは 一部 の停 止を 命 ずる こと がで きる ︒

の 法律 に基 づく 処分 若し くは 第三 条第 二項 の規 定 に基 づき 付さ れた 条件 に違 反し たと きは ︑ 当該 風俗 営業 者に 対し ︑当 該風 俗営 業 の許 可を 取り

て著 しく 善良 の風 俗若 しく は清 浄な 風俗 環境 を 害し 若し くは 少年 の健 全な 育成 に 障害 を及 ぼす おそ れが あ ると 認め ると き︑ 又は 風俗 営業 者が こ

第 二十 六条

２

○
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公 然と わい せ つな 行為 をし た者 は︑ 六 月以 下の 懲役 若し くは 三十 万円 以下 の罰 金又 は 拘留 若し くは 科料 に処 する ︒

︵ 公然 わ いせ つ︶
第百 七十 四条
︵ わい せつ 物頒 布等 ︶

わ いせ つな 文書 ︑図 画︑ 電 磁的 記録 に係 る記 録媒 体そ の他 の物 を頒 布 し︑ 又は 公然 と陳 列し た者 は︑ 二年 以下 の懲 役 若し くは 二百

営利 の 目的 で︑ 淫行 の常 習の ない 女子 を勧 誘し て 姦淫 させ た者 は︑ 三年 以下 の懲 役又 は三 十 万円 以下 の罰 金に 処す る ︒

有償 で頒 布す る目 的で ︑前 項 の物 を所 持し ︑又 は同 項の 電磁 的記 録を 保 管し た者 も︑ 同項 と同 様と する ︒

者 も︑ 同様 とす る︒

五 十万 円以 下の 罰金 若し くは 科料 に処 し︑ 又 は懲 役及 び罰 金を 併科 する ︒電 気通 信の 送 信に より わい せつ な電 磁的 記録 その 他の 記 録を 頒布 した

第百 七十 五条

２
︵ 淫行 勧誘 ︶
第 百八 十二 条

(

)

︵賭 と 博︶
第百 八十 五 条

(

)

(

)

賭 と 博 をし た者 は︑ 五十 万円 以下 の 罰金 又は 科料 に処 する ︒た だ し︑ 一時 の娯 楽に 供す る物 を 賭 か け たに とど まる とき は︑ こ

の 限り でな い ︒
︵常 習賭 博及 び 賭博 場開 張等 図利 ︶
常習 とし て賭 博を した 者は ︑ 三年 以下 の懲 役に 処す る︒

賭博 場を 開張 し︑ 又は 博徒 を結 合し て利 益 を図 った 者は ︑三 月以 上五 年以 下の 懲役 に 処す る︒

第 百八 十六 条
２

未 成年 者を 略 取し ︑又 は誘 拐し た者 は︑ 三月 以上 七年 以下 の 懲役 に処 する ︒

︵ 未成 年者 略取 及び 誘拐 ︶
第 二百 二十 四条

営 利︑ わい せつ ︑結 婚又 は生 命若 し くは 身体 に対 する 加害 の目 的 で︑ 人を 略取 し︑ 又は 誘拐 した 者は ︑一 年 以上 十年 以下 の懲 役

︵営 利目 的等 略取 及び 誘拐 ︶
第二 百二 十五 条
に 処す る︒

人を 買 い受 けた 者は ︑三 月以 上五 年 以下 の懲 役に 処す る︒

所 在国 外に 移送 する 目的 で︑ 人を 略 取し ︑又 は誘 拐し た者 は︑ 二 年以 上の 有期 懲役 に処 する ︒

︵所 在国 外移 送目 的略 取 及び 誘拐 ︶
第二 百二 十 六条
︵ 人身 売買 ︶
第二 百二 十六 条の 二
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５

４

３

２

所在 国外 に移 送す る目 的で ︑人 を売 買 した 者は ︑二 年以 上の 有期 懲役 に処 する ︒

人 を売 り渡 した 者も ︑前 項と 同様 と する ︒

営利 ︑わ いせ つ︑ 結婚 又 は生 命若 しく は身 体に 対 する 加害 の目 的で ︑人 を買 い受 けた 者は ︑一 年 以上 十年 以下 の懲 役に 処す る︒

未 成 年者 を買 い受 けた 者は ︑三 月以 上七 年以 下 の懲 役に 処す る︒

略 取さ れ ︑誘 拐さ れ︑ 又は 売買 され た者 を所 在国 外 に移 送し た者 は︑ 二年 以上 の有 期 懲役 に処 する ︒

︵ 被略 取者 等所 在国 外移 送︶
第 二百 二十 六条 の三

第 二百 二十 四条 ︑第 二百 二十 五条 又 は前 三条 の罪 を犯 した 者を 幇 助す る目 的で ︑略 取さ れ︑ 誘拐 され ︑ 又は 売買 され た者 を引 き

︵被 略取 者引 渡し 等︶
第二 百二 十七 条
︵略 ︶

渡 し︑ 収受 し︑ 輸送 し ︑蔵 匿し ︑又 は隠 避さ せた 者は ︑三 月以 上 五年 以下 の懲 役に 処す る︒
２

営利 ︑ わい せつ 又は 生命 若し くは 身体 に対 する 加 害の 目的 で︑ 略取 され ︑誘 拐 され ︑又 は売 買さ れた 者を 引 き渡 し︑ 収受 し︑ 輸送 し︑ 又は 蔵
︵略 ︶

匿 した 者は ︑ 六月 以上 七年 以下 の懲 役に 処す る︒

３
４
︵ 未遂 罪︶

第二 百二 十四 条︑ 第二 百二 十 五条 ︑第 二百 二十 五条 の二 第一 項︑ 第二 百 二十 六条 から 第二 百二 十六 条の 三ま で並 び に前 条第 一項

労働 基準 法︵ 昭 和二 十二 年法 律第 四十 九号 ︶︵ 抄 ︶

か ら第 三項 まで 及び 第四 項前 段の 罪の 未遂 は︑ 罰 する ︒

第二 百二 十八 条

○

何人 も︑ 法律 に基 い て許 され る場 合の 外︑ 業と して 他人 の 就業 に介 入し て利 益を 得て はな らな い︒

︵ 中間 搾取 の排 除︶
第六 条
︵ 最低 年齢 ︶

使用 者は ︑児 童が 満十 五歳 に達 した 日以 後 の最 初の 三月 三十 一日 が終 了す るま で︑ こ れを 使用 して はな らな い︒

前項 の規 定に かか わら ず ︑別 表第 一第 一号 から 第五 号 まで に掲 げる 事業 以外 の事 業に 係る 職業 で ︑児 童の 健康 及び 福祉 に有 害で なく ︑か つ︑

第 五十 六条
２
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そ の労 働 が軽 易な もの につ いて は︑ 行政 官庁 の許 可 を受 けて ︑満 十三 歳以 上の 児 童を その 者の 修学 時間 外に 使用 す るこ とが でき る︒ 映画 の製 作

使用 者は ︑満 十八 才に 満た な い者 を午 後十 時か ら午 前五 時ま での 間に お いて 使用 して はな らな い︒ ただ し︑ 交替 制に よ つて 使用 する

又は 演劇 の 事業 につ いて は︑ 満十 三歳 に満 たな い児 童 につ いて も︑ 同様 とす る︒
︵ 深夜 業︶
第六 十一 条
満 十六 才以 上の 男性 につ いて は︑ この 限り で ない ︒

厚 生労 働大 臣は ︑必 要で あ ると 認め る場 合に おい ては ︑前 項の 時刻 を ︑地 域又 は期 間を 限つ て︑ 午後 十 一時 及び 午前 六時 とす るこ と がで き
る︒

交替 制に よつ て 労働 させ る事 業に つい ては ︑行 政 官庁 の許 可を 受け て︑ 第一 項 の規 定に かか わら ず午 後十 時三 十分 ま で労 働さ せ︑ 又は 前項 の
規 定に かか わら ず午 前 五時 三十 分か ら労 働さ せる こ とが でき る︒

前三 項の 規定 は︑ 第三 十 三条 第一 項の 規定 によ つて 労働 時間 を 延長 し︑ 若し くは 休日 に労 働さ せる 場合 又 は別 表第 一第 六号 ︑第 七号 若し くは

第 一項 及 び第 二項 の時 刻は ︑第 五十 六条 第二 項の 規 定に よつ て使 用す る児 童に つい ては ︑第 一 項の 時刻 は︑ 午後 八時 及び 午前 五 時と し︑ 第二

第 十三 号に 掲げ る事 業若 し くは 電話 交換 の業 務に つい ては ︑適 用し な い︒

２
３
４
５
項の 時刻 は︑ 午 後九 時及 び午 前六 時と する ︒
︵ 危険 有害 業務 の就 業制 限 ︶

使用 者は ︑満 十八 才に 満た ない 者 に︑ 運転 中の 機械 若し くは 動力 伝導 装置 の 危険 な部 分の 掃除 ︑注 油︑ 検査 若し くは 修 繕を させ ︑運

使用 者は ︑満 十八 才に 満た な い者 を︑ 毒劇 薬︑ 毒劇 物そ の他 有害 な原 料若 し くは 材料 又は 爆発 性︑ 発火 性若 しく は引 火 性の 原料 若し くは 材料

労 働省 令で 定め る危 険な 業 務に 就か せ︑ 又は 厚生 労 働省 令で 定め る重 量物 を取 り扱 う業 務に 就 かせ ては なら ない ︒

転 中の 機械 若し くは 動力 伝導 装置 にベ ルト 若し く はロ ープ の取 付け 若し くは 取り はず しを さ せ︑ 動力 によ るク レー ンの 運転 をさ せ ︑そ の他 厚生

第六 十二 条

２

を 取り 扱う 業務 ︑著 しく じん あい 若 しく は粉 末を 飛散 し︑ 若し くは 有害 ガス 若し く は有 害放 射線 を発 散す る場 所又 は高 温若 し くは 高圧 の場 所に
お ける 業務 その 他安 全 ︑衛 生又 は福 祉に 有害 な場 所 にお ける 業務 に就 かせ ては なら な い︒

第 五条 の規 定に 違反 した 者は ︑こ れを 一 年以 上十 年以 下の 懲役 又は 二 十万 円以 上三 百万 円以 下の 罰金 に 処す る︒

前項 に規 定す る業 務の 範 囲は ︑厚 生労 働省 令で 定め る︒

第百 十七 条

第六 条︑ 第五 十六 条︑ 第六 十三 条又 は第 六 十四 条の 二の 規定 に違 反し た者 は︑ これ を 一年 以下 の懲 役又 は五 十万 円以 下 の罰 金に 処す

３
第 百十 八条
る︒
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２

︵略︶
次の 各号 の一 に 該当 する 者は ︑こ れを 六 箇月 以下 の懲 役又 は三 十万 円以 下の 罰金 に処 す る︒

第 三条 ︑第 四条 ︑第 七 条︑ 第十 六条 ︑第 十七 条︑ 第 十八 条第 一項 ︑第 十九 条︑ 第二 十条 ︑第 二十 二 条第 四項 ︑第 三十 二条 ︑第 三十 四条 ︑第

三十 五条 ︑第 三十 六条 第一 項た だし 書︑ 第 三十 七条 ︑第 三十 九条 ︑第 六十 一条 ︑第 六 十二 条︑ 第六 十四 条の 三か ら第 六十 七条 ま で︑ 第七 十二

条︑ 第七 十五 条か ら第 七 十七 条ま で︑ 第七 十九 条 ︑第 八十 条︑ 第九 十四 条第 二項 ︑第 九 十六 条又 は第 百四 条第 二項 の規 定に 違反 した 者
︵ 略︶

船 員法 ︵昭 和二 十 二年 法律 第百 号︶ ︵抄 ︶

二 〜四

一

第百 十九 条

○

労 働 基準 法︵ 昭和 二十 二年 法律 第四 十九 号︶ 第 一条 から 第十 一条 まで ︑第 百十 六条 第二 項 ︑第 百十 七条 から 第百 十九 条ま で 及び 第百 二十

︵ 労働 基準 法の 適用 ︶
第 六条

一条 の規 定は ︑ 船員 の労 働関 係に つい ても 適用 があ るも の とす る︒
︵ 年少 船員 の就 業制 限︶

船舶 所有 者は ︑年 齢十 六年 未満 の 者︵ 漁船 にあ つて は︑ 年齢 十五 年に 達し た 日以 後の 最初 の三 月三 十一 日が 終了 した 者 を除 く︒ ︶を

船 舶所 有者 は︑ 年齢 十八 年 未満 の船 員を 第八 十一 条第 二項 の国 土交 通省 令 で定 める 危険 な船 内作 業又 は 国土 交通 省令 で定 める 当該 船 員の 安全

船 員と して 使用 して はな らな い︒ ただ し︑ 同一 の 家庭 に属 する 者の みを 使用 する 船舶 につ い ては ︑こ の限 りで ない ︒

第八 十五 条
２

及び 衛生 上有 害な 作業 に従 事さ せ ては なら ない ︒
３・ ４

船舶 所有 者は ︑ 年齢 十八 年未 満の 船員 を午 後八 時か ら 翌日 の午 前五 時ま での 間に おい て作 業に 従事 さ せて はな らな い︒ ただ し︑ 国土

︵ 年少 船員 の夜 間労 働 の禁 止︶
第八 十六 条

船 舶所 有者 が 第八 十五 条第 一項 若し くは 第 二項 ︑第 八十 八条 又は 第八 十八 条の 六の 規 定に 違反 した とき は︑ 一年 以下 の懲 役又 は三

︵略︶

交 通省 令の 定め る場 合に お いて 午前 零時 から 午前 五時 まで の間 を含 む 連続 した 九時 間の 休息 をさ せる とき は︑ この 限 りで ない ︒
２ ・３

第百 二十 九条
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十 万円 以 下の 罰金 に処 する ︒

船舶 所有 者が 第 三十 三条 ︑第 三十 四条 第 一項 ︑第 三十 五条 ︑第 四十 四条 の二 第一 項若 し くは 第二 項︑ 第四 十四 条の 三第 一項 若し く は

児 童福 祉法 ︵昭 和 二十 二年 法律 第百 六十 四号 ︶︵ 抄︶

公 衆衛 生又 は公 衆道 徳 上有 害な 業務 に就 かせ る 目的 で︑ 職業 紹介 ︑労 働者 の募 集若 しく は 労働 者の 供給 を行 つた 者又 はこ れら に従 事 した 者

はこ れら に従 事し た者

暴行 ︑脅 迫︑ 監禁 その 他精 神又 は身 体の 自 由を 不当 に拘 束す る手 段に よつ て ︑職 業紹 介︑ 労働 者の 募 集若 しく は労 働者 の供 給を 行つ た者 又

次 の各 号の いず れか に該 当す る 者は ︑こ れを 一年 以上 十年 以下 の懲 役 又は 二十 万円 以上 三百 万 円以 下の 罰金 に処 する ︒

職 業安 定 法︵ 昭和 二十 二年 法律 第百 四十 一号 ︶︵ 抄 ︶

万 円以 下の 罰金 に処 す る︒

の 三若 しく は第 百十 八条 の四 第四 項 の規 定に 違反 し︑ 又は 第七 十三 条の 規定 に 基づ く国 土交 通省 令に 違反 した とき は︑ 六 月以 下の 懲役 又は 三十

条か ら第 九十 四条 まで ︑第 百十 二 条第 二項 ︑第 百十 七条 の二 第一 項︑ 第百 十 七条 の三 第一 項︑ 第百 十八 条 第一 項︑ 第百 十八 条の 二︑ 第百 十 八条

一 項︑ 第八 十七 条第 一項 若 しく は第 二項 ︑第 八十 八 条の 二の 二第 一項 ︑第 八十 八条 の三 第 一項 ︑第 八十 八条 の四 第一 項︑ 第八 十九 条︑ 第 九十 一

て 準用 する 場合 を含 む︒ ︶︑ 第六 十九 条︑ 第 七十 四条 ︑第 七十 八条 ︑第 八十 条︑ 第八 十 一条 第一 項か ら第 三項 まで ︑第 八十 二条 ︑ 第八 十六 条第

八条 の二 の二 第五 項に おい て準 用す る場 合 を含 む︒ ︶︑ 第六 十六 条︵ 第八 十八 条 の二 の二 第四 項及 び第 五 項並 びに 第八 十八 条の 三第 四項 にお い

第 三項 ︑第 四十 五条 ︑第 四 十六 条︑ 第四 十七 条第 一項 若 しく は第 二項 ︑第 四十 九条 ︑第 六十 二条 ︑第 六 十三 条︑ 第六 十五 条の 二第 三項 ︵第 八十

第百 三十 条

○

二

一

第 六十 三条

○
︵ 禁止 行為 ︶

何人 も︑ 次に 掲げ る行 為を して はな らな い ︒

身体 に障 害 又は 形態 上の 異常 があ る児 童を 公衆 の観 覧 に供 する 行為

第 三十 四条
一
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三

二

満 十五 歳に 満た ない 児 童に 戸々 につ いて ︑又 は道 路 その 他こ れに 準ず る場 所で 歌謡 ︑遊 芸そ の他 の 演技 を業 務と して させ る行 為

公衆 の 娯楽 を目 的と して ︑満 十五 歳に 満た ない 児 童に かる わざ 又は 曲馬 をさ せる 行為

児 童 にこ じき をさ せ︑ 又は 児童 を利 用し てこ じ きを する 行為

児童 に午 後十 時か ら午 前三 時ま で の間 ︑戸 々に つい て︑ 又は 道路 その 他 これ に準 ずる 場所 で物 品 の販 売︑ 配布 ︑展 示若 しく は拾 集又 は

四
四の 二

戸 々に つい て︑ 又 は道 路そ の他 これ に準 ず る場 所で 物品 の販 売︑ 配布 ︑展 示若 し くは 拾集 又は 役務 の提 供を 業務 とし て行 う満 十 五歳 に

役務 の提 供を 業務 とし て させ る行 為
四 の三

満た ない 児童 を︑ 当該 業務 を行 う ため に︑ 風俗 営業 等の 規制 及び 業務 の適 正 化等 に関 する 法律 ︵昭 和二 十三 年法 律第 百 二十 二号 ︶第 二条 第四

項の 接待 飲食 等営 業 ︑同 条第 六項 の店 舗型 性風 俗 特殊 営業 及び 同条 第九 項の 店 舗型 電話 異性 紹介 営業 に該 当す る営 業を 営 む場 所に 立ち 入ら せ

六

五

前 各号 に 掲げ る行 為を する おそ れの ある 者そ の 他児 童に 対し ︑刑 罰法 令に 触 れる 行為 をな すお それ のあ る者 に ︑情 を知 つて ︑児 童を 引き 渡

児 童に 淫 い ん 行を さ せる 行為

満十 五歳 に満 たな い 児童 に酒 席に 侍す る行 為を 業務 とし てさ せ る行 為

る 行為

七

)

八

児童 の心 身に 有害 な影 響を 与え る行 為を さ せる 目的 をも つて ︑こ れを 自己 の 支配 下に 置く 行為

成 人及 び児 童の ため の 正当 な職 業紹 介の 機関 以外 の者 が ︑営 利を 目的 とし て︑ 児童 の養 育を あつ せ んす る行 為

児童 養護 施設 ︑障 害児 入 所施 設︑ 児童 発達 支援 セ ンタ ー又 は児 童自 立支 援施 設に おい て は︑ それ ぞれ 第四 十一 条か ら第 四十 三条 ま で及 び第 四

九

す行 為及 び当 該引 渡し 行 為の なさ れる おそ れが ある の情 を 知つ て︑ 他人 に児 童を 引き 渡す 行為

(

２

十 四条 に規 定す る目 的に 反 して ︑入 所し た児 童を 酷 使し ては なら ない ︒

第 三十 四条 第一 項第 六 号の 規定 に違 反し た者 は︑ 十年 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︒

第三 十四 条第 一 項第 一号 から 第五 号ま で又 は第 七 号か ら第 九号 まで の規 定に 違 反し た者 は︑ 三年 以下 の懲 役若 しく は百 万 円以 下の 罰金 に処

第六 十条
２

し ︑又 はこ れを 併科 す る︒
︵略 ︶

船員 職業 安定 法︵ 昭和 二 十三 年法 律第 百三 十号 ︶︵ 抄 ︶

３〜 ５

○
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派遣 就業 のた め に船 員法 第一 条第 一項 に 規定 する 船舶 ︵以 下こ の条 及び 次条 にお いて 単 に﹁ 船舶 ﹂と いう ︒︶ に乗 り組 む派 遣船 員 で

︵ 船員 法 の適 用に 関す る特 例等 ︶
第八 十九 条

あ つて ︑船 員派 遣の 役務 の 提供 を受 ける 者に 雇用 され て いな いも の︵ 以下 この 条及 び次 条に おい て﹁ 乗 組み 派遣 船員 ﹂と いう ︒︶ の派 遣就 業に

関し ては ︑当 該船 員派 遣の 役務 の提 供を 受 ける 者も また 乗組 み派 遣船 員を 使用 す る船 舶所 有者 とみ なし て ︑同 法第 六条 の規 定に より 適用 され る

労 働基 準法 ︵昭 和二 十二 年法 律第 四十 九号 ︶ 第三 条及 び第 五条 の規 定︵ これ らの 規定 に 係る 罰則 の規 定を 含む ︒︶ を適 用す る︒
︵ 略︶

乗組 み派 遣船 員の 派遣 就業 に 関し ては ︑乗 組み 派遣 船員 が乗 り組 む船 舶 にお いて 船員 派遣 の役 務の 提供 を受 ける 者 のみ を乗 組み 派遣 船員 を使

２ ・３
４

用 する 船舶 所有 者と みな して ︑船 員 法第 六条 の規 定に より 適用 され る労 働基 準 法第 七条 並び に船 員法 第三 十六 条第 三項 ︑ 第六 十二 条︵ 同法 第八

十 八条 の三 第二 項の 規 定に より 読み 替え て適 用さ れ る場 合を 含む ︒︶ ︑第 六十 四 条の 二第 一項 ︑第 六十 五条 ︑第 六十 五条 の 二第 三項 ︵同 法第 八

十八 条の 二の 二第 五項 に おい て読 み替 えて 準用 する 場合 を含 む︒ ︶ ︑第 六十 五条 の三 第一 項及 び第 二項 ︑ 同条 第三 項︵ 同法 第八 十 八条 の二 の二

第 六項 にお いて 準用 する 場 合を 含む ︒︶ ︑第 六十 七条 第三 項︑ 第八 十 五条 第二 項︑ 第八 十六 条第 一項 及び 第二 項 ︑同 条第 三項 ︵漁 船に 係る 部分

に 限る ︒︶ ︑ 第八 十七 条第 一項 及び 第三 項︑ 第八 十 八条 ︑第 八十 八条 の二 の二 第 一項 から 第三 項ま で︑ 第八 十八 条 の三 第一 項及 び第 三項 ︑第 八

十八 条の 四︑ 第 八十 八条 の六 ︑第 八十 八条 の七 並び に第 百 十八 条の 四第 三項 の規 定並 びに これ らの 規 定に 基づ く命 令の 規定 ︵こ れ らの 規定 に係

る 罰則 の規 定を 含む ︒︶ を 適用 する ︒こ の場 合に おい て︑ 同 法第 六十 四条 の二 第一 項中 ﹁そ の使 用す る ﹂と ある のは ﹁船 員職 業安 定法 第八 十九

条第 三項 に規 定す る派 遣元 の船 舶所 有者 ︵以 下 単に ﹁派 遣元 の船 舶所 有者 ﹂と い う︒ ︶が その 使用 する ﹂ と︑ 同項 並び に同 法第 六十 五条 及び 第

六 十五 条の 三第 三項 ︵同 法第 八十 八条 の二 の二 第 六項 にお いて 準用 する 場合 を含 む︒ ︶中 ﹁ これ を国 土交 通大 臣に ﹂と ある のは ﹁ 及び これ を国

土 交通 大臣 に﹂ と︑ 同法 第 六十 五条 及び 第六 十五 条 の三 第三 項︵ 同法 第八 十八 条の 二の 二第 六 項に おい て準 用す る場 合を 含む ︒︶ 中﹁ そ の使 用

する ﹂と ある のは ﹁派 遣元 の船 舶 所有 者が その 使用 する ﹂と ︑同 法第 八十 七条 第 一項 第一 号中 ﹁船 内で 作 業に 従事 する こと を申 し出 た場 合 ﹂と

あ るの は﹁ ︑あ らか じめ ︑船 内で 作 業に 従事 する こと を派 遣元 の船 舶所 有者 に申 し 出た 場合 ﹂と ︑同 法第 八十 八条 の二 の二 第 二項 及び 第三 項中

﹁ 第六 十条 第一 項の 規 定に よる 労働 時間 の制 限を 超 えて 作業 に従 事す るこ とを 申し 出 たと き﹂ とあ るの は﹁ あら かじ め︑ 第六 十 条第 一項 の規 定

によ る労 働時 間の 制限 を 超え て作 業に 従事 する こと を派 遣元 の船 舶 所有 者に 申し 出た とき ﹂と ︑同 条第 六 項中 ﹁そ の休 息時 間を 同 項の 協定 で定

め ると ころ によ るこ とを 船 舶所 有者 に申 し出 て﹂ とあ るの は﹁ ︑あ ら かじ め︑ その 休息 時間 を同 項の 協定 で定 める と ころ によ るこ とを 派遣 元の

船 舶所 有者 に 申し 出て ﹂と ︑同 法第 八十 八条 の三 第 三項 中﹁ 次に 掲げ る申 出を し た場 合﹂ とあ るの は﹁ ︑あ らか じめ ︑ 派遣 元の 船舶 所有 者に 次

に掲 げる 申出 を した 場合 ﹂と ︑同 法第 八十 八条 の四 第二 項 中﹁ 同項 本文 の時 刻の 間に おい て﹂ とあ る のは ﹁︑ あら かじ め︑ 同項 本 文の 時刻 の間
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旅館 業法 ︵昭 和二 十三 年 法律 第百 三十 八号 ︶︵ 抄︶

従事 した 者

公 衆衛 生又 は公 衆道 徳 上有 害な 業務 に就 かせ る 目的 で︑ 船員 職業 紹介 ︑船 員の 募集 ︑ 船員 労務 供給 若し くは 船員 派遣 を行 つた 者又 は これ に

を行 つた 者又 はこ れに 従 事し た者

暴行 ︑脅 迫︑ 監禁 その 他精 神又 は身 体 の自 由を 不当 に拘 束す る手 段に よつ て ︑船 員職 業紹 介︑ 船員 の 募集 ︑船 員労 務供 給若 しく は船 員派 遣

次 の各 号の いず れか に該 当 する 者は ︑一 年以 上十 年以 下の 懲役 又は 二 十万 円以 上三 百万 円以 下 の罰 金に 処す る︒

︵略 ︶

に おい て ﹂と ︑﹁ 申し 出た 場合 ﹂と ある のは ﹁派 遣 元の 船舶 所有 者に 申し 出た 場 合﹂ とす る︒
５〜

二

一

第 百十 一条

○
︵ 定義 ︶

こ の 法律 で﹁ 旅館 業﹂ とは ︑ホ テル 営業 ︑旅 館 営業 ︑簡 易宿 所営 業及 び下 宿営 業を いう ︒

この 法律 で﹁ 旅館 営業 ﹂と は︑ 和式 の構 造 及び 設備 を主 とす る施 設を 設け ︑宿 泊料 を 受け て︑ 人を 宿泊 させ る営 業で ︑簡 易宿 所 営業 及び 下宿

宿 営業 以外 のも のを いう ︒

この 法律 で﹁ ホテ ル営 業 ﹂と は︑ 洋式 の構 造及 び設 備 を主 とす る施 設を 設け ︑宿 泊料 を受 けて ︑ 人を 宿泊 させ る営 業で ︑簡 易宿 所営 業及 び 下

第 二条
２
３
営 業以 外の もの をい う︒

こ の法 律で ﹁簡 易宿 所営 業 ﹂と は︑ 宿泊 する 場所 を多 数人 で共 用す る構 造 及び 設備 を主 とす る施 設を 設 け︑ 宿泊 料を 受け て︑ 人を 宿 泊さ せる

この 法律 で﹁ 下 宿営 業﹂ とは ︑施 設を 設け ︑一 月 以上 の期 間を 単位 とす る宿 泊 料を 受け て︑ 人を 宿泊 させ る営 業を いう ︒

４
５

こ の法 律で ﹁宿 泊 ﹂と は︑ 寝具 を使 用し て前 各項 の施 設を 利 用す るこ とを いう ︒

営業 で︑ 下宿 営業 以外 のも のを い う︒
６

旅 館業 を経 営し よう とす る者 は︑ 都道 府県 知 事︵ 保健 所を 設置 する 市又 は 特別 区に あつ ては ︑市 長又 は区 長 ︒以 下同 じ︒ ︶の 許可 を受 け

︵営 業の 許可 ︶
第三 条

な けれ ばな ら ない ︒た だし ︑ホ テル 営業 ︑旅 館営 業 又は 簡易 宿所 営業 の許 可を 受 けた 者が ︑当 該施 設に おい て下 宿営 業 を経 営し よう とす る場 合
は︑ この 限り で ない ︒
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12

２ 〜６

︵略 ︶

︵営 業の 許 可の 取消 し︑ 営業 の停 止︶

都 道府 県知 事は ︑営 業者 が︑ こ の法 律若 しく はこ の法 律に 基づ く処 分に 違 反し たと き︑ 又は 第三 条 第二 項第 三号 に該 当す るに 至つ たと き

一

風俗 営業 等の 規制 及び 業務 の 適正 化等 に関 する 法律 ︵昭 和二 十三 年法 律 第百 二十 二号 ︶に 規定 する 罪 ︵同 法第 二条 第四 項の 接待 飲食 等 営業

刑 法︵ 明治 四十 年法 律 第四 十五 号︶ 第百 七十 四 条︑ 第百 七十 五条 又は 第百 八十 二条 の 罪

三

児童 買春 ︑児 童ポ ル ノに 係る 行為 等の 規制 及び 処罰 並び に児 童 の保 護等 に関 する 法律 ︵平 成十 一年 法 律第 五十 二号 ︶第 二章 に 規定 する 罪

売 春防 止法 ︵昭 和 三十 一年 法律 第百 十八 号︶ 第 二章 に規 定す る罪

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︶ ︵抄 ︶

四

に関 する もの に限 る ︒︶

二

を 含む ︒︶ 又は その 代理 人︑ 使用 人そ の他 の 従業 者が ︑当 該営 業に 関し 次に 掲げ る罪 を 犯し たと きも ︑同 様と する ︒

は︑ 同条 第一 項の 許可 を取 り消 し︑ 又は 期 間を 定め て営 業の 停止 を命 ずる こと が でき る︒ 営業 者︵ 営業 者 が法 人で ある 場合 にお ける その 代表 者

第 八条

○

事 業活 動に 関し ︑外 国人 に不 法就 労活 動を さ せた 者

次の 各号 のい ずれ かに 該当 す る者 は︑ 三年 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 ︒

一

外 国人 に不 法就 労活 動 をさ せる ため にこ れを 自 己の 支配 下に 置い た者

第七 十三 条の 二
二

業と して ︑外 国人 に不 法就 労 活動 をさ せる 行為 又は 前号 の行 為に 関し あつ せ んし た者
︵略 ︶

三
２

売春 防 止法 ︵昭 和三 十一 年法 律第 百十 八号 ︶︵ 抄 ︶
刑事 処 分

○
第二 章
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︵ 勧誘 等 ︶
一

売春 の相 手方 とな るよ うに 勧誘 する た め︑ 道路 その 他公 共の 場所 で︑ 人の 身 辺に 立ち ふさ がり ︑又 は つき まと うこ と︒

公 衆の 目に ふれ るよ う な方 法で ︑人 を売 春の 相手 方 とな るよ うに 勧誘 する こと ︒

売春 をす る目 的で ︑ 次の 各号 の一 に該 当す る 行為 をし た者 は︑ 六月 以下 の懲 役又 は一 万円 ︹ 二万 円︺ 以下 の罰 金に 処す る︒

二

公 衆の 目に ふれ るよ うな 方法 で客 待ち を し︑ 又は 広告 その 他こ れに 類似 する 方法 に より 人を 売春 の相 手方 とな るよ うに 誘引 す るこ と︒

第五 条

三
︵ 周旋 等︶

売春 の周 旋を した 者は ︑ 二年 以下 の懲 役又 は五 万円 以下 の罰 金に 処 する ︒

二

一

広 告そ の他 これ に類 似 する 方法 によ り人 を売 春の 相手 方と なる よ うに 誘引 する こと ︒

売春 の相 手方 とな る よう に勧 誘す るた め︑ 道路 その 他公 共の 場 所で ︑人 の身 辺に 立ち ふさ がり ︑又 は つき まと うこ と︒

人 を売 春の 相手 方 とな るよ うに 勧誘 する こと ︒

売春 の周 旋を す る目 的で ︑次 の各 号の 一に 該当 す る行 為を した 者の 処罰 も︑ 前 項と 同様 とす る︒

第六 条
２

三

人を 欺き ︑若 しく は 困惑 させ てこ れに 売春 をさ せ ︑又 は親 族関 係に よる 影響 力を 利用 して 人 に売 春を させ た者 は︑ 三年 以下 の懲 役又 は 十

︵ 困惑 等に よ る売 春︶
第七 条
２
前二 項の 未遂 罪は ︑罰 す る︒

人を 脅迫 し︑ 又は 人に 暴行 を加 えて これ に 売春 をさ せた 者は ︑三 年以 下の 懲役 又は 三 年以 下の 懲役 及び 十万 円以 下の 罰金 に処 す る︒

万 円以 下の 罰金 に処 する ︒
３
︵ 対償 の収 受等 ︶

前条 第一 項又 は第 二項 の 罪を 犯し た者 が︑ その 売春 の対 償の 全部 若し く は一 部を 収受 し︑ 又は これ を要 求し ︑若 し くは 約束 した とき は︑

売 春を した 者に 対 し︑ 親族 関係 によ る影 響力 を利 用し て︑ 売 春の 対償 の全 部又 は一 部の 提供 を要 求し た 者は ︑三 年以 下の 懲役 又 は十 万円 以下

五 年以 下の 懲役 及び 二十 万円 以下 の 罰金 に処 する ︒

第八 条
２
の罰 金に 処す る︒

売 春 をさ せる 目的 で︑ 前貸 その 他の 方法 によ り 人に 金品 その 他の 財産 上の 利益 を供 与し た 者は ︑三 年以 下の 懲役 又は 十万 円 以下 の罰 金に

︵ 前貸 等︶
第 九条
処す る︒
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︵ 売春 を させ る契 約︶

人に 売春 をさ せる こ とを 内容 とす る契 約を し た者 は︑ 三年 以下 の懲 役又 は十 万円 以下 の罰 金 に処 する ︒

前 項の 未遂 罪は ︑罰 する ︒

第十 条
２
︵場 所の 提供 ︶

情 を知 つて ︑売 春 を行 う場 所を 提供 した 者 は︑ 三年 以下 の懲 役又 は十 万円 以 下の 罰金 に処 する ︒

売 春を 行う 場所 を提 供す る こと を業 とし た者 は︑ 七年 以下 の懲 役及 び 三十 万円 以下 の罰 金に 処す る︒

第十 一条
２

人 を自 己 の占 有し ︑若 しく は管 理す る場 所 又は 自己 の指 定す る場 所に 居 住さ せ︑ これ に売 春を させ るこ とを 業 とし た者 は︑ 十年 以下 の

︵売 春を させ る業 ︶
第十 二条
懲 役及 び三 十万 円以 下 の罰 金に 処す る︒
︵資 金等 の提 供︶

情を 知つ て︑ 第十 一条 第二 項の 業に 要す る 資金 ︑土 地又 は建 物を 提供 し た者 は︑ 五年 以下 の懲 役及 び 二十 万円 以下 の罰 金に 処す る︒

法人 の代 表者 又は 法人 若し くは 人 の代 理人 ︑使 用人 その 他の 従業 者が ︑ その 法人 又は 人の 業務 に 関し ︑第 九条 から 前条 まで の罪 を犯 し

情 を知 つ て︑ 前条 の業 に要 する 資金 ︑土 地又 は建 物 を提 供し た者 は︑ 七年 以下 の懲 役及 び三 十 万円 以下 の罰 金に 処す る︒

第十 三条
２
︵両 罰︶
第 十四 条

第六 条︑ 第七 条第 一 項︑ 第八 条第 二項 ︑第 九条 ︑第 十条 又は 第十 一 条第 一項 の罪 を犯 した 者に 対 して は︑ 懲役 及び 罰金 を併 科 する こと

たと きは ︑そ の行 為者 を罰 する ほか ︑そ の法 人 又は 人に 対し ても ︑各 本条 の罰 金 刑を 科す る︒
︵ 併科 ︶
第 十五 条

がで きる ︒第 七条 第一 項に 係る 同 条第 三項 の罪 を犯 した 者に 対し ても ︑同 様と す る︒
︵ 刑の 執行 猶予 の特 例︶

第五 条の 罪 を犯 した 者に 対し ︑そ の罪 のみ につ いて 懲 役の 言渡 をす ると きは ︑刑 法︵ 明治 四十 年 法律 第四 十五 号︶ 第二 十 五条 第二 項た

労働 者派 遣事 業の 適正 な 運営 の確 保及 び派 遣労 働者 の 保護 等に 関す る法 律︵ 昭和 六十 年法 律第 八 十八 号︶ ︵抄 ︶

だし 書の 規定 を適 用し な い︒ 同法 第五 十四 条第 一項 の規 定に より 第 五条 の罪 の刑 によ つて 懲役 の言 渡を す ると きも ︑同 様と する ︒

第 十六 条

○
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公衆 衛生 又は 公 衆道 徳上 有害 な業 務に 就 かせ る目 的で 労働 者派 遣を した 者は ︑一 年以 上 十年 以下 の懲 役又 は二 十万 円以 上三 百万 円 以

児 童買 春︑ 児童 ポル ノに 係 る行 為等 の規 制及 び処 罰並 びに 児童 の保 護 等に 関す る法 律︵ 平成 十一 年法 律 第五 十二 号︶ ︵抄 ︶

下 の罰 金に 処す る︒

第五 十八 条

○

児 童買 春を し た者 は︑ 五年 以下 の懲 役又 は三 百万 円以 下 の罰 金に 処す る︒

︵ 児童 買春 ︶
第 四条
︵児 童買 春周 旋︶

児 童買 春の 周旋 をし た者 は︑ 五年 以下 の懲 役 若し くは 五百 万円 以下 の罰 金 に処 し︑ 又は これ を併 科す る ︒

児 童買 春 の周 旋を する こと を業 とし た者 は︑ 七年 以 下の 懲役 及び 千万 円以 下の 罰金 に処 する ︒

第五 条
２
︵児 童買 春勧 誘 ︶

児 童買 春の 周旋 をす る目 的で ︑人 に 児童 買春 をす るよ うに 勧誘 した 者は ︑ 五年 以下 の懲 役若 しく は 五百 万円 以下 の罰 金に 処し ︑又 はこ れ

前項 の目 的で ︑人 に児 童 買春 をす るよ うに 勧誘 す るこ とを 業と した 者は ︑七 年以 下の 懲 役及 び千 万円 以下 の罰 金に 処す る︒

を併 科す る︒

第 六条
２
︵ 児童 ポル ノ所 持︑ 提供 等 ︶

自己 の性 的好 奇心 を満 た す目 的で ︑児 童ポ ルノ を所 持し た者 ︵自 己の 意 思に 基づ いて 所持 する に至 った 者で あり ︑ かつ ︑当 該者 であ るこ

前項 に掲 げる 行為 の目 的 で︑ 児童 ポル ノを 製造 し︑ 所 持し ︑運 搬し ︑本 邦に 輸入 し︑ 又は 本邦 か ら輸 出し た者 も︑ 同項 と同 様と する ︒同 項に

児 童の 姿態 を 視覚 によ り認 識す るこ とが でき る方 法 によ り描 写し た情 報を 記録 し た電 磁的 記録 その 他の 記録 を提 供し た 者も ︑同 様と する ︒

児童 ポ ルノ を提 供し た者 は︑ 三年 以下 の懲 役又 は 三百 万円 以下 の罰 金に 処す る ︒電 気通 信回 線を 通じ て第 二条 第 三項 各号 のい ずれ かに 掲げ る

に基 づい て保 管す るに 至 った 者で あり ︑か つ︑ 当該 者で ある こと が 明ら かに 認め られ る者 に限 る︒ ︶も ︑ 同様 とす る︒

号 のい ずれ かに 掲げ る 児童 の姿 態を 視覚 によ り認 識 する こと がで きる 方法 によ り描 写 した 情報 を記 録し た電 磁的 記録 を保 管し た 者︵ 自己 の意 思

と が明 らか に認 めら れる 者に 限る ︒ ︶は ︑一 年以 下の 懲役 又は 百万 円以 下の 罰金 に 処す る︒ 自己 の性 的好 奇心 を満 たす 目的 で ︑第 二条 第三 項各

第七 条

２
３
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４
５

掲 げる 行 為の 目的 で︑ 同項 の電 磁的 記録 を保 管し た 者も ︑同 様と する ︒

前項 に規 定す るも のの ほ か︑ 児童 に第 二条 第三 項 各号 のい ずれ かに 掲げ る姿 態を とら せ︑ これ を 写真 ︑電 磁的 記録 に係 る記 録媒 体そ の他 の 物
に 描写 する こと によ り︑ 当 該児 童に 係る 児童 ポル ノを 製 造し た者 も︑ 第二 項と 同様 とす る︒

前二 項に 規定 する もの のほ か︑ ひそ か に第 二条 第三 項各 号の いず れか に掲 げる 児 童の 姿態 を写 真︑ 電磁 的記 録に 係る 記録 媒体 そ の他 の物 に描
写 する こと によ り︑ 当該 児童 に係 る児 童ポ ル ノを 製造 した 者も ︑第 二項 と同 様と する ︒

児 童ポ ルノ を不 特定 若し く は多 数の 者に 提供 し︑ 又は 公然 と陳 列し た 者は ︑五 年以 下の 懲役 若し くは 五 百万 円以 下の 罰金 に処 し︑ 又 はこ れを

併科 する ︒電 気通 信回 線を 通じ て 第二 条第 三項 各号 のい ずれ かに 掲げ る児 童 の姿 態を 視覚 によ り認 識す る こと がで きる 方法 によ り描 写し た 情報
を 記録 した 電磁 的記 録そ の他 の記 録 を不 特定 又は 多数 の者 に提 供し た者 も︑ 同 様と する ︒

前 項に 掲げ る行 為 の目 的で ︑児 童ポ ルノ を製 造し ︑所 持し ︑ 運搬 し︑ 本邦 に輸 入し ︑又 は本 邦か ら輸 出 した 者も ︑同 項と 同様 と する ︒同 項に

第六 項 に掲 げる 行為 の目 的で ︑児 童ポ ルノ を外 国 に輸 入し ︑又 は外 国か ら輸 出 した 日本 国民 も︑ 同項 と同 様 とす る︒

掲げ る行 為の 目的 で︑ 同 項の 電磁 的記 録を 保管 した 者も ︑同 様と す る︒

６

７
８

児童 を児 童買 春に お ける 性交 等の 相手 方と させ 又 は第 二条 第三 項各 号の いず れか に掲 げる 児 童の 姿態 を描 写し て児 童ポ ルノ を製 造す る 目

︵ 児童 買春 等 目的 人身 売買 等︶
第八 条

的 で︑ 当該 児童 を売 買し た 者は ︑一 年以 上十 年以 下の 懲役 に 処す る︒

前項 の目 的で ︑外 国に 居住 する 児童 で略 取 され ︑誘 拐さ れ︑ 又は 売買 され たも のを そ の居 住国 外に 移送 した 日本 国民 は︑ 二年 以 上の 有期 懲役
前 二項 の罪 の未 遂は ︑罰 す る︒

２
３

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 ︶︵ 抄︶

に 処す る︒

○

次 の 各号 に掲 げる 罪に 当た る行 為が ︑団 体の 活 動︵ 団体 の意 思決 定に 基づ く行 為で あっ て ︑そ の効 果又 はこ れに よる 利益 が 当該 団体 に帰

︵ 組織 的な 殺人 等︶
第 三条

属す るも のを い う︒ 以下 同じ ︒︶ とし て︑ 当該 罪に 当た る 行為 を実 行す るた めの 組織 によ り行 われ た とき は︑ その 罪を 犯し た者 は ︑当 該各 号に
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２

刑法 ︵ 明治 四十 年法 律第 四十 五号 ︶第 九十 六条 ︵ 封印 等破 棄︶ の罪

定 める 刑 に処 する ︒
一

五 年以 下の 懲役 若し くは 五 百万 円以 下の 罰金 又は これ ら の併 科

五年 以下 の懲 役若 しく は五 百万 円以 下 の罰 金又 はこ れら の併 科

刑 法第 九十 六条 の二 ︵ 強制 執行 妨害 目的 財産 損壊 等 ︶の 罪
︵ 略︶

二
三〜 十五
︵略 ︶
︵組 織的 な殺 人等 の予 備︶

次の 各号 に 掲げ る罪 で︑ これ に当 たる 行為 が ︑団 体の 活動 とし て︑ 当該 行 為を 実行 する ため の組 織に より 行わ れ るも のを 犯す 目的 で︑ そ

一

刑 法第 二百 二十 五条 ︵ 営利 目的 等略 取及 び誘 拐︶ の罪 ︵営 利の 目 的に よる もの に限 る︒ ︶

︵略 ︶
︵ 略︶

二

二年 以下 の懲 役

の 予備 をし た者 は︑ 当 該各 号に 定め る刑 に処 する ︒ ただ し︑ 実行 に着 手す る前 に 自首 した 者は ︑そ の刑 を減 軽し ︑又 は免 除 する ︒

第六 条

２
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