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（定 義）
第二 条 （ 略）
２ （略）
３ この 法律に おい て「定 期航 路事業 」と は、 一定の 航路 に船舶 を就 航させ て一 定の日 程表に 従つ て運 送する 旨を 公示し て行 う船 舶運航 事業 をいい
、 これを 旅客 定期航 路事 業と貨 物定 期航路 事業 とに分 ける 。
４ この 法律 におい て「 旅客 定期航 路事 業」と は、旅 客船 （十三 人以 上の 旅客定 員を 有する 船舶 をいう 。以 下同じ 。） により 人の 運送を する 定期
航 路事業 をい い、 これを 一般 旅客定 期航 路事 業と特 定旅 客定期 航路事 業と に分け 、「 貨物定 期航 路事 業」と は、 その他 の定 期航路 事業 をいう 。
５ （ 略）
６ こ の法 律にお いて 「不定 期航 路事業 」とは 、定 期航 路事業 以外 の船舶 運航 事業を いう 。
７～
（ 略）

（対 外旅 客定期 航路事 業）
第十 九条の 四 第三 条から 第十 条まで 、第 十一条 から第 十二 条ま で、第 十四 条から 第十 九条第 一項 まで 及び前 二条 の規定 は、本 邦の 港と本 邦以 外の
地域 の港 との間 又は 本邦以 外の 地域 の各港 間に 航路を 定め て行う 旅客定 期航 路事業 （以 下「 対外旅 客定 期航路 事業 」と いう。 ）につ いて は、適 用
し ない。
２ ～５ （略 ）

11

（不定 期航 路事業 の届 出）
第二十 条 （略）
２ 人の運 送をす る不 定期航 路事 業（ 第二十 一条 第一項 に規 定す る旅客 不定期 航路 事業を 除く 。次条 にお いて同 じ。 ）を 営もう とす る者は 、国 土交
通省 令の 定める 手続 により 、その 事業 の開始 の日 の三 十日前 まで に、国 土交 通大臣 にそ の旨を 届け 出なけ れば ならな い。 届出を した 事項 を変更 し
よう とす るとき も同 様であ る。
（略）
３

（ 報告の 徴収 ）
第 二十四 条 国土交 通大 臣は 、必要 があ ると認 める ときは 、船 舶運航 事業 者に対 し、 国土交 通省 令の定 める 様式 により 、そ の業務 に関し 報告 を求
め るこ とがで きる 。
船 舶運 航事業 者は 、前項 の報告 を求 められ たと きは 、真実 且つ 正確な 報告 をしな けれ ばなら ない 。
２

（立入 検査 ）
第二 十五条 国 土交通 大臣は 、こ の法 律の施 行を 確保す るた め必 要があ ると 認める とき は、そ の職員 に定 期航路 事業 、人 の運送 をす る不定 期航 路
事業 又は 第二十 九条 の二第 一項 の規定 による 届出 に係 る行為 を行 う船舶 運航 事業者 が当 該行 為に係 る航路 にお いて営 む不 定期航 路事 業に 使用す
る船 舶、 事業場 その 他の場 所に 臨ん で、帳 簿書 類その 他の物 件に 関し検 査を させ、 又は 関係 者に質 問を させる こと ができ る。
２・ ３ （略）

（ 私的独 占の 禁止 及び公 正取 引の確 保に 関する 法律の 適用 除外 ）
第 二十八 条 私的独 占の 禁止 及び公 正取 引の確 保に 関す る法律 （昭和 二十 二年法 律第 五十四 号） の規定 は、 次条 第一項 の認 可を受 けて 行う第 一号か
ら第三 号まで に掲 げる行 為又 は第二 十九 条の 二第一 項の 規定に よる 届出 をして 行う第 四号 に掲げ る行 為には 、適 用しな い。 ただ し、不 公正 な取引
方法を 用い るとき 、一 定の取 引分 野にお ける 競争を 実質 的に制 限す るこ とによ り利 用者の 利益 を不当 に害 するこ ととな ると き、 又は第 二十 九条の
三第四 項（ 第二十 九条 の四 第三項 にお いて準 用す る場合 を含む 。） の規 定によ る公 示があ つた 後一月 を経 過し たとき （第二 十九 条の三 第三 項又は
第二 十九条 の四第 二項 の請 求に応 じ、 国土交 通大 臣が 次条第 三項 又は第 二十九 条の 二第二 項の 規定に よる 処分 をした 場合 を除く 。） は、こ の限 り
でな い。
一～ 三 （略）
四 本邦 の港と 本邦 以外の 地域 の港 との間 の航 路にお いて 、船舶 運航事 業者 が他の 船舶 運航 事業者 とす る運賃 及び 料金 その他 の運送 条件 、航路 、
配 船並び に積 取りに 関す る事項 を内 容とす る協 定若 しくは 契約 の締結 又は 共同行 為
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（協定 の認 可等）
第二十 九条 （略 ）
２ 国 土交 通大臣 は、 前項の 認可 の申 請に係 る協 定の内 容が 次の各 号に適 合す ると認 める とき でなけ れば 、同項 の認 可を しては ならな い。
一 利用者 の利益 を不 当に 害さな いこ と。
二 不当 に差別 的で ないこ と。
三 加入 及び脱 退を 不当に 制限 しな いこと 。
四 協定 の目的 に照 らして 必要 最小 限度で ある こと。
（略 ）
３

第 二十九 条の 二 船 舶運 航事 業者は 、第 二十八 条第 四号に 掲げ る行為 をし 、又は その 内容を 変更 しよう とす ると きは、 あら かじめ 、国土 交通 大臣
に 届け 出なけ れば ならな い。
（ 略）
２

（日本 船舶 の譲渡 等の 届出 ）
第三 十九条 認 定事業 者が、 対外 船舶 運航事 業又 は対外 船舶 貸渡 業の用 に供 する日 本船 舶につ いて、 譲渡 、日本 の国 籍を 有する 者及 び日本 の法 令
によ り設 立され た法 人その 他の 団体以 外の者 への 貸渡 し又は これ らに類 する 行為と して 国土 交通省 令で定 める ものを しよ うとす ると きは 、その
日の 二十 日前ま でに 、国土 交通 省令 で定め ると ころに より、 その 旨を国 土交 通大臣 に届 け出 なけれ ばな らない 。た だし、 貸渡 しをし よう とする
場合 にお いてそ の期 間が国 土交 通省 令で定 める 期間未 満で ある ときは 、この 限り でない 。
（略 ）
２

（ 先進船 舶導 入等 計画）
第三十 九条の 十一 船舶 運航 事業者 等は 、国土 交通 省令 で定め ると ころに より 、単独 で又 は共同 で、先 進船 舶の 導入等 につ いての 計画 （以 下「先
進船舶 導入 等計画 」と いう。 ）を 作成し て、 国土交 通大 臣の認 定を 申請 するこ とが できる 。
２・３ （ 略）
４ 国土交 通大臣 は、 第一項 の規 定に よる認 定の 申請が あつ た場 合にお いて、 その 先進船 舶導 入等計 画が 次の各 号の いず れにも 適合 するも ので あ
ると 認め るとき は、そ の認 定をす るも のとす る。
一～ 四 （略）
５ 前項の 認定 を受 けた船 舶運 航事業 者等 （以 下「認 定船 舶運航 事業者 等」 という 。） は、当 該認 定に 係る先 進船 舶導入 等計 画を変 更し ようと す
る ときは 、国 土交通 省令で 定め ると ころに より 、国土 交通 大臣 の認定 を受 けなけ ればな らな い。
６ ・７ （略
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（外国 人に 対する 適用 除外 ）
第四十 二条 この 法律 の規定 は、 第二 十四条 、第 二十五 条、 第二十 八条か ら第 二十九 条の 四ま で、第 三十 条（第 三号 に係 るもの を除く 。） 及び第
三十 二条の 二の規 定（ これ らの規 定に 係る罰 則を 含む 。）を 除き 、日本 の国籍 を有 する者 及び 日本の 法令 によ り設立 され た法人 その 他の 団体以
外の 者が 、海上 運送 事業を 営む場 合に は、適 用し ない 。
２ 日本の 国籍 を有 する者 及び 日本の 法令 により 設立 された 法人 その他 の団 体以外 の者 に対す る第 二十 四条及 び第 二十五 条の規 定の 適用に つい て
は、 第二 十四条 第一 項中「 必要 があ る」と ある のは「 第二 十九条 の二 第一項 の規定 によ る届 出に係 る行 為の内 容が 第二 十九条 第二 項各号 に適合
し ている かど うかを 判断す るた め必 要があ る」 と、「 船舶 運航 事業者 」と あるの は「当 該行 為に係 る航 路にお いて 事業 を経営 して いる船 舶運 航
事 業者」 と、 「そ の業務 」と あるの は「当 該航 路にお ける その 業務」 と、 第二十 五条 第一項 中「 この法 律の 施行を 確保 するた め」 とある のは 「
第 二十九 条の 二第 一項の 規定 による 届出 に係 る行為 の内容 が第 二十九 条第 二項各 号に 適合し てい るか どうか を判 断する ため 」と、 「定期 航路 事
業 、人 の運送 をす る不定 期航 路事業 又は 第二 十九条 の二 第一項 の規 定によ る届 出に係 る行為 を行 う船 舶運航 事業 者が当 該行 為に 係る航 路に おい
て営む 不定 期航路 事業 」とあ るのは 「当 該行 為を行 う船 舶運航 事業 者が 当該行 為に 係る航 路にお いて 営む船 舶運 航事業 」と する 。

（国際 船舶 の譲渡 等の 届出 ）
第四 十四条 の二 日本 の国籍 を有 する 者又は 日本 の法令 によ り設 立され た法 人その 他の 団体が 、日本 船舶 であつ てそ の輸 送能力 、航 海の態 様、 運
航体 制の 効率性 、運 航に必 要と される 技術の 水準 等か らみて 本邦 と外国 との 間にお いて 行わ れる海 上輸送 （以 下「国 際海 上輸送 」と いう 。）の
確保 上重 要なも のと して国 土交 通省 令で定 める 船舶（ 以下「 国際 船舶」 とい う。） を、 日本 の国籍 を有 する者 及び 日本の 法令 により 設立 された
法人 その 他の団 体以 外の者 に譲 渡又 は貸渡 しを しよう とす ると きは、 国土交 通省 令の定 める 手続に より 、当該 譲渡 又は 貸渡し をし ようと する 日
の 二十日 前ま でに、 その 旨を国 土交 通大臣 に届 け出な けれ ばな らない 。た だし、 貸渡 しをし よう とする 場合に おい てそ の期間 が国 土交通 省令 で
定 める期 間未 満で あると きは 、この 限り でない 。

第 二十 一条の 二の 規定に 違反 した者 は、二 年以 下の 懲役若 しく は二百 万円 以下の 罰金 に処 し、又 はこ れを併 科する 。

第四十 六条 次の 各号の 一に 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 第 三条 第一項 の規 定によ る許 可を受 けな いで一 般旅 客定期 航路 事業 を営ん だ者
二 第 十九 条の三 第一 項の 規定に よる 許可を 受け ないで 特定旅 客定 期航 路事業 を営 んだ者
三 第二十 一条第 一項 の規 定によ る許 可を受 けな いで 旅客不 定期 航路事 業を営 んだ 者
第四 十七条

第 四十八 条 第十六 条第一 項（ 第十九 条の 三第 三項及 び第 二十三 条に おい て準用 する場 合を 含む。 ）の 規定に よる 事業の 停止 の命 令に違 反し た者
は 、一年 以下 の懲 役若し くは百 五十 万円以 下の 罰金に 処し 、又 はこれ を併 科する 。
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第四十 九条

第二 十六 条第一 項の 規定に よる 命令に 違反 した者 は、 六月以 下の 懲役若 しく は百 万円以 下の 罰金に 処し、 又は これを 併科 する 。

第五 十条 次の各 号の いずれ かに 該当 する者 は、 百万円 以下 の罰 金に処 する。
一 第六 条の規 定に よる届 出をし ない で運航 を開 始し た者
二 第八 条第一 項（ 同条第 五項 の規 定によ り読み 替え て適用 する 場合及 び第 二十三 条に おい て準用 する 場合を 含む 。）の 規定に よる 届出 をしな
いで 、又 は届出 をし た運 賃若し くは 料金に よら ないで 、運 賃又は 料金 を収受 した 者
三 第八 条第 二項（ 同条第 五項 の規 定によ り読 み替え て適 用す る場合 及び 第二十 三条に おい て準用 する 場合を 含む 。） の規定 によ る命令 に違 反
し て、 運賃又 は料 金を収 受し た者
四 第九 条第 一項 （第二 十三 条にお いて 準用 する場 合を含 む。 ）の規 定に よる認 可を 受けな いで 、又 は認可 を受 けた運 送約 款によ らない で、 運
送 契約 を締結 した 者
五 第 十条 （第二 十三 条にお いて準 用す る場 合を含 む。 ）の規 定に よる 公示を せず 、又は 虚偽の 公示 をした 者
六 第 十条 の三第 一項 （第 十九条 の三 第三項 、第十 九条 の六の 三第 二項 及び第 三項 、第二 十条 の二第 二項 及び第 三項 並びに 第二 十三条 にお いて
準用す る場 合を 含む。 ）の 規定に よる 届出 をしな いで 、又は 届出を した 安全管 理規 程（第 十条 の三 第二項 第二 号及び 第三 号（こ れら の規定 を
第十 九条の 三第 三項、 第十 九条の 六の 三第 二項及 び第 三項、 第二 十条の 二第 二項及 び第 三項並 びに 第二十 三条 におい て準 用す る場合 を含 む。
）に 係る 部分に 限る 。）に よら ないで 、事 業を行 つた 者
七 第十 条の三 第三 項若し くは 第七 項（こ れら の規定 を第十 九条 の三第 三項 、第十 九条 の六 の三第 二項 及び第 三項 、第二 十条 の二第 二項 及び第
三項 並び に第二 十三 条に おいて 準用 する場 合を 含む 。）、 第十 四条第 二項、 第十 九条第 一項 （第二 十三 条に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）、
第 十九 条第二 項（第 十九 条の三 第三 項、第 十九 条の 六の三 第二 項及び 第三 項、第 二十 条の二 第二 項及び 第三 項並び に第 二十三 条に おい て準用
す る場 合を含 む。 ）、第 十九 条の二 （第 十九条 の六 の三第 二項 、第二 十条 の二第 二項 及び 第二十 三条 におい て準用 する 場合を 含む 。） 、第二
十 九条 第三項 又は 第二十 九条 の二 第二項 の規 定によ る命 令に違 反した 者
八 第 十条の 三第 四項（ 第十 九条の 三第 三項 、第十 九条 の六の 三第 二項 及び第 三項、 第二 十条の 二第 二項及 び第 三項並 びに 第二 十三条 にお いて
準用す る場 合を 含む。 ）の規 定に 違反し て、 安全統 括管 理者 又は運 航管 理者を 選任 しなか つた 者
九 第 十条 の三第 五項 （第 十九条 の三 第三項 、第 十九条 の六の 三第 二項 及び第 三項 、第二 十条 の二第 二項 及び 第三項 並びに 第二 十三条 にお いて
準用 する場 合を 含む。 ）の 規定に よる 届出 をせず 、又 は虚偽 の届 出をし た者
十 第十 一条第 一項（ 第十 九条の 三第 三項及 び第 二十 三条に おい て準用 する 場合を 含む 。）の 規定 による 認可 を受け ない で事業 計画 を変 更した
者
十一 第 十一条 の二 第一項 の規 定に よる届 出を しない で船 舶運航 計画を 変更 した者
十 二 第 十一 条の二 第二項 の規 定に よる認 可を 受けな いで 船舶 運航計 画を 変更し た者
十 三 第 十二 条、 第十三 条（第 十九 条の六 の三 第二項 、第 二十 条の二 第二 項及び 第二 十三条 にお いて準 用す る場合 を含 む。） 又は 第三十 条（ 第

-5 -

第三十 一条 の規 定に違 反し た者は 、五十 万円 以下の 罰金 に処 する。

三号に 係る 部分に 限る。 ）の 規定 に違反 した 者
十四 第十 五条第 一項 又は 第二項 の規定 によ る届出 をし ないで 、又 は虚 偽の届 出を して、 事業 を休止 し、 又は廃 止した 者
十五 第十 九条の 四第 二項 の規定 によ る届出 をし ないで 、又 は虚偽 の届 出をし て、 対外旅 客定 期航路 事業 を営 んだ者
十六 第十 九条の 四第 三項 の規定 によ る公示 をし ない で、又 は公 示をし た運賃 若し くは料 金に よらな いで 、運 賃又は 料金 を収受 した 者
十七 第 十九条 の四 第四項 の規定 によ る公示 若し くは 届出を しな いで、 又は 公示若 しく は届出 をし た運送 約款 によら ない で、運 送契 約を 締結し
た者
十八 第 十九条 の五 第一項 の規 定に よる届 出を しない で、 又は虚 偽の 届出を して、 人の 運送 をする 貨物 定期航 路事 業を 営んだ 者
十 九 第 十九 条の六 の二（ 第二 十条 の二第 二項 におい て準 用す る場合 を含 む。） の規定 によ る公示 をし ないで 、又 は公 示をし た運 賃若し くは 料
金 若し くは運 送約 款によ らな いで、 運賃若 しく は料 金を収 受し 、又は 運送 契約を 締結 した 者
二 十 第 二十 条第 二項の 規定 による 届出 をし ないで 、又は 虚偽 の届出 をし て、人 の運 送をす る不 定期 航路事 業（ 旅客不 定期 航路事 業を除 く。 ）
を 営ん だ者
二十一 第 二十四 条第 一項（ 第三十 三条 にお いて準 用す る場合 及び 第四 十二条 第二 項の規 定によ り読 み替え て適 用する 場合 を含 む。） 、第 三十
九条の 四第 一項 又は第 三十 九条の 九第 一項の 規定に よる 報告 をせず 、又 は虚偽 の報 告をし た者
二十二 第 二十五 条第 一項 （第四 十二 条第二 項の 規定 により 読み替 えて 適用す る場 合を含 む。 ）、第 三十 九条 の四第 一項 又は第 三十 九条の 九第
一項 の規定 によ る検査 を拒 み、妨 げ、 若し くは忌 避し 、又は 質問 に対し て陳 述をせ ず、 若しく は虚 偽の陳 述を した者
二十 三 第二十 九条 第一項 の規 定によ る認可 を受 けな いで、 協定 を締結 し、 又はそ の内 容を 変更し た者
二十 四 第二十 九条 の二第 一項 の規 定によ る届 出をし ないで 、又 は虚偽 の届 出をし て、 第二 十八条 第四 号に掲 げる 行為を し、 又はそ の内 容を変
更し た者
第 五十一 条

第五十 二条 次の 各号の いず れかに 該当 する者 は、 三十 万円以 下の 罰金に 処す る。
一 第 三十 九条第 一項 又は第 四十 四条の 二の 規定に よる 届出を しな いで 、又は 虚偽 の届出 をし て、譲 渡又 は貸渡 しをし た者
二 第 三十 九条の 十八 の規 定によ る報 告をせ ず、 又は虚 偽の報 告を した 者

○内航海 運業 法（昭 和二 十七 年法律 第百 五十一 号） （ 抄 ）

（定 義）
第二 条 こ の法 律に おいて 「内 航運送 」と は、 次に掲 げる船 舶（ はしけ を含 む。以 下同 じ。） 以外 の船 舶によ る海 上にお ける 物品の 運送で あつ て
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、船積 港及 び陸揚 港のい ずれ もが本 邦内 にあ るもの をい う。
一 ろ かい のみを もつ て運 転し、 又は主 とし てろか いを もつて 運転 する 舟
二 漁 船法 （昭和 二十 五年 法律第 百七 十八号 ）第 二条第 一項 の漁船
２ この法 律にお いて 「内航 海運 業」 とは、 内航 運送を する 事業 （次に 掲げる 事業 を除く 。以 下同じ 。） 又は内 航運 送の 用に供 され る船舶 の貸 渡
よう
し（ 定 期 傭 船を 含 み、 主と し て港 湾運 送事 業 法（ 昭和 二 十六年 法律第 百六十 一号） に規定 する港 湾運 送事業（ 同法 第三十 三条の 二第一 項の運
送を する 事業を 含む 。）の 用に 供さ れる船 舶の貸 渡し を除く 。以 下単に 「船 舶の貸 渡し 」と いう。 ）を する事 業を いう。
一 海上 運送法 （昭 和二十 四年 法律 第百八 十七 号）に 規定 する旅 客定 期航路 事業及 び旅 客不 定期航 路事 業
二 港湾 運送 事業法 に規定 する 港湾 運送事 業
三 港湾 運送 事業 法第二 条第 四項の 規定に より 指定す る港 湾以 外の港 湾に おいて 同法 第三条 各号 に掲げ る事 業に相 当す る事業 を営 む事業

（ 登録 及び届 出）
第三条 総 トン数 百ト ン以上 又は長 さ三 十メー トル 以上 の船舶 によ る内航 海運 業を営 もう とする 者は 、国土 交通 大臣の 行う 登録を 受け なけ ればな
らない 。
２ 総 トン 数百ト ン未 満の船 舶で あつ て長さ 三十 メート ル未 満のも のに よる内 航海運 業を 営む 者は、 事業 開始の 日か ら三 十日以 内に 、国土 交通省
令で 定める 事項 を国土 交通 大臣に 届け 出なけ れば なら ない。

（登 録の 申請）
第四 条 前条第 一項 の登録 を受 けよう とす る者 は、次 に掲 げる事 項を 記載し た申 請書を 国土交 通大 臣に 提出し なけ ればな らな い。
一 ～三 （略 ）
四 船舶 の貸 渡し をする 事業 を営も うと すると きは、 その 貸渡 しを受 ける 者の氏 名又 は名称 及び 住所 並びに 法人に あつ ては、 その 代表者 の氏 名
五 （略 ）
（ 略）
２

（登録 の拒 否）
第六 条 国 土交通 大臣 は、第 四条 の規 定によ る登 録の申 請が 次の 各号の いずれ かに 該当す る場 合には 、そ の登録 を拒 否し なけれ ばな らない 。
一 （略 ）
二 申請 者が第 二十 三条第 一項 の規定 によ り内航 海運 業の登 録を 取り消 され 、その 取消 しの 日から 一年 を経過 しな い者（ 当該登 録を 取り 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 聴聞 の通知 が到 達した 日（ 行政手 続法 （平成 五年 法律 第八十 八号 ）第十 五条第 一項 の通
知 が到達 した 日（同 条第 三項に より 通知が 到達 した ものと みな された 日を 含む。 ）をい う。 ）前六 十日 以内 にその 法人 の役員 （い かな る名称
に よる かを問 わず 、これ と同等 以上 の職権 又は 支配 力を有 する 者を含 む。 第四号 にお いて 同じ。 ）であ つた 者で当 該取 消しの 日か ら一 年を経
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２

過しな いも のを含 む。） であ ると き。
三・四 （ 略）
五 申 請者 が国土 交通 省令 で定め る総 トン数 又は 長さの 船舶 を有し てい ないと き。
六 申請者 が資金 計画 、船 員配乗 計画 その他 の事 項に ついて 国土 交通省 令で定 める 基準に 適合 する事 業計 画を 有して いな いとき 。
（略）

（変 更登 録等）
第 七条 第三 条第一 項の登 録を 受けた 者（ 以下 「内航 海運 業者」 とい う。 ）は、 第四条 第一 項各号 に掲 げる事 項を 変更し よう とす るとき は、 国土
交 通大臣 の行 う変 更登録 を受 けなけ ればな らな い。た だし 、営 業所の 名称 の変更 その 他の国 土交 通省令 で定 める軽 微な 変更に つい ては、 この 限
り でない 。
２ 前 二条の 規定は 、前 項の 変更登 録に ついて 準用 する 。この 場合 におい て、 第五条 第一項 中「 次に掲 げる 事項 」とあ るの は「変 更に 係る 事項」
と、前 条第 一項中 「次 の各号 のいず れか 」と あるの は「 第五号 又は 第六 号」と 読み 替える ものと する 。
３～５ （ 略）

（内 航運送 約款 ）
第八 条 内 航海 運業 者（船 舶の 貸渡し をする 事業 のみを 行う 者を 除く。 以下 この条 から 第九条 まで 及び第 二十 五条の 三に おいて 同じ 。）は 、不 特
定多 数の 荷主に 係る 物品の 運送 に従 事する もの として 国土交 通省 令で定 める 船舶に より 内航 運送を する 事業を 行お うとす ると きは、 当該 内航運
送を する 事業に 関し 、内航 運送 約款 を定め 、そ の実施 前に 、国 土交通 大臣に 届け 出なけ れば ならな い。 これを 変更 しよ うとす ると きも、 同様 と
す る。
２ 国土 交通 大臣は 、前 項の 内航運 送約 款が荷 主の正 当な 利益を 害す るお それが ある と認め ると きは、 当該 内航海 運業 者に対 し、 期限を 定め てそ
の 内航運 送約 款を 変更す べき ことを 命ず るこ とがで きる 。
３ 国 土交通 大臣 が標準 内航 運送約 款を 定めて 公示 した 場合（ これ を変更 して 公示し た場 合を含 む。） にお いて 、内航 海運 業者が 、標 準内 航運送
約款と 同一 の内航 運送 約款を 定め 、又は 現に 定めて いる 内航運 送約 款を 標準内 航運 送約款 と同 一のも のに 変更し たとき は、 その 内航運 送約 款に
ついて は、 第一項 の規 定に よる届 出を したも のと みなす 。
内航海 運業者 は、 第一項 の内 航運 送約款 を営 業所そ の他 の事 業所に おいて 公衆 に見や すい ように 掲示 しなけ れば なら ない。
４

（輸 送の 安全性 の向 上）
第八 条の二 内 航海 運業者 及び 第三条 第二 項の 届出を した 者（船 舶の貸 渡し をする 事業 のみを 行う 者を 除く。 ）は 、輸送 の安 全の確 保が 最も重 要
で あるこ とを 自覚し 、絶え ず輸 送の 安全性 の向 上に努 めな けれ ばなら ない 。
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（安全 管理 規程等 ）
第九条 内 航海運 業者 は、安 全管 理規程 を定 め、国 土交 通省令 で定 めると ころ により 、国 土交 通大臣 に届 け出な ければ なら ない。 これ を変 更しよ
うとす ると きも、 同様 とす る。
２ 安全管 理規程 は、 輸送の 安全 を確 保する ため に内航 海運 業者 が遵守 すべき 次に 掲げる 事項 に関し 、国 土交通 省令 で定 めると ころ により 、必 要
な内 容を 定めた もの でなけ ればな らな い。
一～ 三 （略）
四 安全 統括管 理者 （内航 海運 業者 が、前 三号 に掲げ る事 項に関 する 業務を 統括管 理さ せる ため、 事業 運営上 の重 要な 決定に 参画 する管 理的地
位 にあり 、か つ、内 航海 運業に 関す る一定 の実 務の 経験そ の他 の国土 交通 省令で 定める 要件 を備え る者 のう ちから 選任 する者 をい う。 以下同
じ 。） の選任 に関 する事 項
五 運航 管理 者（ 内航海 運業 者が、 第二 号及 び第三 号に掲 げる 事項に 関す る業務 のう ち、船 舶の 運航 の管理 に係 るもの を行 わせる ため、 内航 海
運 業に 関する 一定 の実務 の経 験そ の他の 国土 交通省 令で 定める 要件 を備え る者 のうち から 選任す る者 をいう 。以 下同 じ。） の選 任に関 する 事
項
３ 国 土交 通大臣 は、 安全管 理規 程が 前項の 規定に 適合 しない と認 めると きは 、当該 内航 海運 業者に 対し 、これ を変 更すべ きこと を命 ずる ことが
できる 。
４ 内航海 運業 者は、 安全統 括管 理者 及び運 航管 理者を 選任 しな ければ なら ない。
５ 内航海 運業 者は 、安全 統括 管理者 又は運 航管 理者を 選任 し、 又は解 任し たとき は、 国土交 通省 令で定 める ところ によ り、遅 滞な く、そ の旨 を
国土 交通 大臣に 届け 出なけ れば なら ない。
６ 内航 海運業 者は 、輸送 の安 全の確 保に 関し 、安全 統括 管理者 のそ の職務 を行 う上で の意見 を尊 重し なけれ ばな らない 。
７ 国土 交通 大臣は 、安 全統括 管理者 又は 運航 管理者 がそ の職務 を怠 つた 場合で あつ て、当 該安 全統括 管理者 又は 運航管 理者 が引 き続き その 職務
を 行うこ とが 輸送 の安全 の確 保に著 しく 支障を 及ぼす おそ れが あると 認め るとき は、 内航海 運業 者に 対し、 当該安 全統 括管理 者又 は運航 管理 者
を 解任す べき こと を命ず るこ とがで きる 。

（船舶 に関 する表 示）
第二十 一条 内航 海運 業者は 、そ の所 有する 船舶 で当該 事業の 用に 供する もの に、そ の氏 名、 名称又 は記 号その 他の 国土交 通省 令で定 める 事項を
見や すいよ うに表 示し なけ ればな らな い。

（事 業の 停止及 び登 録の取 消し ）
第二 十三条 国 土交 通大臣 は、 内航海 運業 者が 次の各 号の いずれ かに該 当す るとき は、 三月以 内に おい て期間 を定 めて当 該内 航海運 業の 全部若 し
く は一部 の停 止を命 じ、又 は当 該内 航海運 業の 登録を 取り 消す ことが でき る。
一 この 法律 の規 定若し くはこ の法 律の規 定に 基づく 処分 又は 登録若 しく は変更 登録 に付し た条 件に違 反し たとき 。
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２

二
三

第 六条 第一項 第一号 又は 第四号 から 第六 号まで の規 定に該 当す るこ ととな つたと き。
事 業に 関し不 正な 行為 をした とき。
第 六条 第二項 の規 定は、 前項 の場 合につ いて 準用す る。

（登 録の 抹消）
第二 十四条 国 土交 通大臣 は、 内航海 運業 者から 第二 十二条 の規 定によ る届 出があ つた とき、 又は 前条 第一項 の規 定によ る登録 の取 消しを した と
きは 、当 該内航 海運 業者の 登録 を抹 消しな けれ ばなら ない 。

（ 輸送の 安全 の確 保に関 する 命令等 ）
第 二十五 条 国土交 通大 臣は 、内航 海運 業者又 は第 三条第 二項 の届出 をし た者が その 事業に つい て輸送 の安 全を 阻害し てい る事実 がある と認 める
と きは 、当該 内航 海運業 者又 は同項 の届 出を した者 に対 し、期 限を 定めて 輸送 施設の 改善、 安全 管理 規程の 遵守 その他 の輸 送の 安全を 確保 する
ため必 要な 措置を とる べきこ とを命 ずる こと ができ る。
（ 略）
２

（国 土交通 大臣 による 輸送 の安全 にか かわる 情報 の公 表）
第二 十五条 の二 国 土交通 大臣 は、毎 年度、 前条 第一項 の規 定に よる命 令に 係る事 項そ の他の 国土 交通省 令で 定める 輸送 の安全 にか かわる 情報 を
整理 し、 これを 公表 するも のと する 。

（ 内航海 運業 者によ る輸 送の安 全に かかわ る情 報の公 表）
第 二十五 条の 三 内 航海 運業 者は、 国土 交通省 令で定 める ところ によ り、 輸送の 安全 を確保 する ために 講じ た措置 及び 講じよ うと する措 置そ の他
の 国土交 通省 令で 定める 輸送 の安全 にか かわ る情報 を公 表しな ければ なら ない。

（安全 管理 規程に 係る 報告の 徴収 又は立 入検 査の実 施に 係る基 本的 な方 針）
第二十 六条 の二 国土 交通大 臣は 、前 条第一 項の 規定に よる報 告の 徴収又 は立 入検査 のう ち安 全管理 規程 （第九 条第 二項第 一号 （次条 にお いて準
用す る場合 を含む 。） に係 る部分 に限 る。） に係 るも のを適 正に 実施す るため の基 本的な 方針 を定め るも のと する。
（略）
２

（罰 則）
第 三十条 次 の各号 のいず れか に該当 する 者は 、一年 以下 の懲役 若し くは 百万円 以下の 罰金 に処し 、又 はこれ を併 科する 。
一 第三 条第 一項 （第二 十七条 にお いて準 用す る場合 を含 む。 ）の規 定に 違反し て、 同項に 規定 する内 航海 運業を 営ん だ者
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二

第 十一 条（第 二十七 条に おいて 準用 する 場合を 含む 。）の 規定 に違 反して 、名義 を他 人に利 用さ せた者

第三十 一条 第二 十三 条第一 項（ 第二 十七条 にお いて準 用す る場合 を含む 。） の規定 によ る事 業の停 止の 命令に 違反 した 者は、 六月以 下の 懲役若
しく は五十 万円以 下の 罰金 に処し 、又 はこれ を併 科す る。

第三 十二条 次 の各 号のい ずれ かに該 当す る者は 、五 十万円 以下 の罰金 に処 する。
一 第七 条第一 項本 文（第 二十 七条 におい て準 用する 場合 を含む 。） の規定 に違反 して 、第 四条第 一項 各号に 掲げ る事 項を変 更し た者
二 第八 条第 一項（ 第二十 七条 にお いて準 用す る場合 を含 む。 ）の規 定に よる届 出をし ない で同項 の内 航運送 をす る事 業を行 つた 者
三 第八 条第 二項 、第九 条第 三項若 しくは 第七 項又は 第二 十五 条第一 項（ これら の規 定を第 二十 七条に おい て準用 する 場合を 含む 。）の 規定 に
よ る命 令に違 反し た者
四 第 九条第 一項 （第二 十七 条にお いて 準用 する場 合を 含む。 ）の 規定に よる 届出を しない で、 又は 届出を した 安全管 理規 程（ 第九条 第二 項第
二号及 び第 三号（ これ らの規 定を 第二十 七条 におい て準 用す る場合 を含 む。） に係 る部分 に限る 。） によら ない で、 事業を 行つ た者
第 九条 第四項 （第 二十 七条に おい て準用 する場 合を 含む。 ）の 規定 に違反 して 、安全 統括 管理者 又は 運航管 理者 を選任 しな かつた 者
第 九条 第五項 （第 二十 七条に おい て準用 する 場合 を含む 。）の 規定 による 届出 をせず 、又 は虚偽 の届 出を した者
第二十 六条 第一項 （第 二十七 条に おいて 準用 する 場合を 含む 。次号 にお いて同 じ。 ）の規 定によ る報 告を せず、 又は 虚偽の 報告 をし た者
第二 十六条 第一 項の規 定に よる検 査を拒 み、 妨げ 、又は 忌避 した者
五
六
七
八

第三 十四 条 次 の各 号のい ずれ かに該 当す る者 は、五 十万 円以下 の過 料に処 する 。
一 第三 条第 二項、 第七 条第三 項若 しくは 第五 項、第 十条 第二 項若し くは 第二十 二条 （これ らの 規定を 第二十 七条 にお いて準 用す る場合 を含 む。
） 又は 第二十 五条 の四の 規定 による 届出 をせず 、又 は虚偽 の届 出をし た者
第八 条第 四項 （第二 十七 条にお いて 準用 する場 合を 含む。 ）の規 定に よる掲 示を せず、 又は 虚偽 の掲示 をし た者
第 二十一 条（ 第二十 七条 におい て準 用す る場合 を含 む。） の規 定に よる表 示をせ ず、 又は虚 偽の 表示を した 者
第 二十 五条の 三（ 第二十 七条 におい て準 用する 場合 を含む 。） の規 定によ る公 表をせ ず、 又は虚 偽の 公表を した者
二
三
四

○造船法 （昭 和二十 五年 法律 第百二 十九 号）（ 抄）

（目 的）
第一 条 こ の法 律は 、造船 技術 の向上 を図り 、あ わせて 造船 に関 する事 業の 円滑な 運営 を期す るこ とを目 的と する。
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（施設 の新 設等の 許可等 ）
第二条 総 トン数 五百 トン以 上又 は長さ 五十 メート ル以 上の鋼 製の 船舶の 製造 又は修 繕を する ことが でき る造船 台、ド ツク 又は引 揚船 台を 備える
船舶の 製造 又は修 繕の 施設 を新設 し、 譲り受 け、 若しく は借 り受け よう とする 者は 、国土 交通 省令の 定め る手 続に従 い、 国土交 通大臣 の許 可を
受け なけれ ばなら ない 。
２ 前項の 許可 を受 けた者 は、そ の許 可に係 る工 事を完 了し 、又 は譲受 若し くは借 受に よる引 渡を 完了し たとき は、 その 日から 一箇 月以内 に、 そ
の旨 を国 土交通 大臣 に届け 出な けれ ばなら ない。

（ 設備の 新設 等の許 可等）
第 三条 前条 の施設 を所 有し 、又は 借り受 けて いる者 が、 当該施 設に おい て、船 舶の 製造又 は修 繕に必 要な 造船台 、ドツ ク、 引揚 船台等 の設 備で
あ つて国 土交 通省 令で定 める ものを 新設 し、 増設し 、又は 拡張 しよう とす るとき は、 国土交 通省 令の 定める 手続 に従い 、国 土交通 大臣の 許可 を
受 けな ければ なら ない。
（ 略）
２

（許可 の基 準）
第三 条の二 国 土交通 大臣は 、左 の各 号に掲 げる 基準に 適合 する 申請が あつ たとき は、 第二条 又は前 条の 許可を しな けれ ばなら ない 。
一 当該 施設を 新設 し、又 は当 該設備 を新設 し、 増設 し、若 しく は拡張 する ことに よつ て日 本経済 として 適正 な造船 能力 をこえ るこ とと ならな
いこ と。
二 当該 施設を 新設 し、譲 り受 け、 若しく は借 り受け 、又 は当 該設備 を新設 し、 増設し 、若 しくは 拡張 するこ とに よつ て、当 該造 船事業 の経 営
が わが 国にお ける造 船事 業の健 全な 発達を 阻害 する ような 競争 をひき 起す 虞がな いこ と。
三 （略 ）
２ 国土 交通 大臣は 、次 に掲 げる場 合に は、交 通政 策審 議会の 意見を 聴か なけれ ばな らない 。
一 （ 略）
二 第 二条 又は前 条の 許可の 申請 に係る 事案 が特に 重要 なもの であ る場 合にお いて 、当該 事案 が前項 第二 号の基 準に適 合す るか どうか の判 定を
しよう とす ると き。

（推 進性 能試験 ）
、う
、による推進性能試
第四 条 国 土交 通大 臣は、 推進 機関を 備え る船舶 を製造 しよ うと する者 の要 求があ つた ときは 、そ の船 舶の設 計に ついて 水そ
験を 行わ なけれ ばな らない 。
国土 交通 大臣は 、前項 の規 定によ り推 進性 能試験 を受 けた設 計に 基い て船舶 を製造 した 者の要 求が あつた とき は、そ の船 舶に ついて 実地 によ
る 推進性 能試 験を 行わな ければ なら ない。
２
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３ 国 土交 通大臣 は、推 進性 能試験 を行 うこと を要 求し た者に 対し て、推 進性 能試験 の結 果を通 報しな けれ ばな らない 。こ の場合 にお いて 、国土
交通大 臣は 、必要 があ ると 認める ときは 、設 計の変 更そ の他の 勧告 をす ること がで きる。
４ 第 一項 又は第 二項 の規定 によ る推 進性能 試験 を行う こと を要求 する者 は、 推進性 能試 験に 要する 費用 の範囲 内に おい て国土 交通省 令で 定める
額の 手数料 を納め なけ れば ならな い。
第二項 の規 定に よる推 進性能 試験 を行う こと を要求 した 者は 、推進 性能 試験に 要し た旅費 の実 費を納 めなけ れば なら ない。
５

（機 関の 性能試 験）
第 五条 国土 交通大 臣は、 新規 の設計 に基 いて 船舶用 推進 機関又 は船 舶用 ボイラ ーを製 造し た者の 要求 があつ たと きは、 その 船舶 用推進 機関 又は
船 舶用ボ イラ ーに ついて 性能 試験を 行わな けれ ばなら ない 。
２ 前項 の規 定によ る性 能試 験は、 船舶 用推進 機関 に関し ては 出力、 操縦 性、回 転速 度の調 整及 び振動 につ いて 、船舶 用ボ イラー に関し ては 燃焼
及 び蒸 発の効 率に ついて 行う 。
第 一項 の規定 によ る性能 試験に つい ては、 前条 第三 項から 第五 項まで の規 定を準 用す る。
３

（船舶 の製 造事業 等の 開始 、休止 及び 廃止）
第六 条 左 に掲 げる事 業を開 始し た者 は、そ の事 業を開 始し た日 から二 箇月 以内に 、そ の施設 の概要 及び 事業計 画を 国土 交通大 臣に 届け出 なけ れ
ばな らな い。
一～ 四 （略）
前項 各号の 事業 を営む 者が 、その 事業 を休 止し、 又は 廃止し たと きは、 二箇 月以内 に、そ の旨 を国 土交通 大臣 に届け 出な けれ ばなら ない 。
２

（ 技術に 関す る勧 告）
第 八条 国土 交通大 臣は 、第 六条第 一項 各号に 掲げ る事 業を営 む者に 対し て、新 しい 技術の 導入 、設備 の近 代化 その他 技術 の向上 に関 し交通 政策
審議会 の議を 経て 必要な 勧告 をする こと がで きる。

（情報 等の 提供）
第九 条 国 土交通 大臣 は、常 に、 広く 造船技 術に 関する 資料 、情 報等を 集めて 備え 置き、 第六 条第一 項各 号に掲 げる 事業 を営む 者の 要求に 応じ 、
これ を提 供しな ければ なら ない。

（報 告）
第 十条 国土 交通大 臣又は 地方 運輸局 長（ 運輸 監理部 長を 含む。 以下 同じ 。）は 、船舶 の製 造若し くは 修繕又 は船 体、船 舶用 機関 若しく はぎ 装品
又 はこれ らの 部分 品若し くは附 属品 の製造 、修 繕又は 販売 をす る事業 を営 む者に 対し て、そ の生 産、販 売、 労務及 び施 設につ いて 報告を させ る
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２

ことが でき る。
（ 略）

（現 に事業 を営む 者の 届出 ）
第十 一条 この 法律 施行の 際現に 第六 条第一 項各 号に掲 げる 事業 を営む 者は 、この 法律 施行の 日か ら二箇 月以内 に、 その 施設及 び事 業の概 要を 運
輸大 臣に 届け出 なけ ればな らな い。

（ 罰則）
第 十二条 第 二条第 一項 又は 第三条 第一項 の規 定に違 反し た者は 、六 月以 下の懲 役若 しくは 十万 円以下 の罰 金に処 し、又 はこ れを 併科す る。

第 十二 条の二 左の 各号 の一 に該当 する 者は、 三万 円以 下の罰 金に 処する 。
一 第 二条 第二項 （第 三条第 二項に おい て準 用する 場合 を含む 。） 、第 六条又 は第 十一条 の規定 によ る届出 をせ ず、又 は虚 偽の 届出を した 者
二 第 十条 第一項 の規 定に よる報 告を せず、 又は虚 偽の 報告を した 者

第十 三条 法人 の代表 者又は 法人 若し くは人 の代 理人、 使用 人そ の他の 従業 者が、 その 法人又 は人の 業務 に関し 、前 二条 の違反 行為 をした とき は
、行 為者 を罰す る外 その法 人又 は人に 対して も各 本条 の罰金 刑を 科する 。但 し、法 人又 は人 の代理 人、使 用人 その他 の従 業者の 当該 違反 行為を
防止 する ため当 該業 務に対 し相 当の 注意及 び監 督が尽 された こと の証明 があ つたと きは 、そ の法人 又は 人につ いて は、こ の限 りでな い。

○船舶 安全 法（昭 和八 年法律 第十 一号 ）（抄 ）

第 二条 船舶 ハ左ニ 掲グ ル事 項ニ付 国土交 通省 令（漁 船ノ ミニ関 スル モノ ニ付テ ハ国 土交通 省令 ・農林 水産 省令） ノ定ム ル所 ニ依 リ施設 スル コト
ヲ 要ス
一 船体
二 機関
三 帆装
四 排 水設 備
五 操舵、 繋船 及揚錨 ノ設 備
六 救命 及消防 ノ設 備
七 居住 設備
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②

八 衛 生設 備
九 航 海用 具
十 危 険物 其ノ他 ノ特 殊貨 物ノ積 附設 備
十一 荷役 其ノ他 ノ作 業ノ 設備
十二 電 気設備
十三 前 各号ノ 外国 土交通 大臣 ニ於 テ特ニ 定ムル 事項
（略）

第 五条 船舶 所有者 ハ第 二条 第一項 ノ規定 ノ適 用アル 船舶 ニ付同 項各 号ニ 掲グル 事項 、第三 条ノ 船舶ニ 付満 載吃水 線、前 条第 一項 ノ規定 ノ適 用ア
ル 船舶ニ 付無 線電 信等ニ 関シ 国土交 通省 令ノ 定ムル 所ニ依 リ左 ノ区別 ニ依 ル検査 ヲ受 クベシ
一 初 メテ航 行ノ 用ニ供 スル トキ又 ハ第 十条 ニ規定 スル 有効期 間満 了シタ ルト キ行フ 精密ナ ル検 査（ 定期検 査）
二 定 期検 査ト定 期検 査トノ 中間ニ 於テ 国土 交通省 令ノ 定ムル 時期 ニ行 フ簡易 ナル 検査（ 中間検 査）
三 第 二条 第一項 各号 ニ掲 グル事 項又 ハ無線 電信等 ニ付 国土交 通省 令ヲ 以テ定 ムル 改造又 ハ修 理ヲ行 フト キ、第 九条 第一項 ノ規 定ニ依 リ定 メラ
レタル 満載 吃水 線ノ位 置又 ハ船舶 検査 証書 ニ記載 シタ ル条件 ノ変更 ヲ受 ケント スル トキ其 ノ他 国土 交通省 令ノ 定ムル トキ 行フ検 査（ 臨時検 査
）
四 船舶 検査証 書ヲ 受有セ ザル 船舶ヲ 臨時ニ 航行 ノ用 ニ供ス ルト キ行フ 検査 （臨時 航行 検査 ）
五 前各 号ノ外 一定 ノ範囲 ノ船 舶ニ 付第二 条第 一項ノ 国土交 通省 令又ハ 国土 交通省 令・ 農林 水産省 令ニ 適合セ ザル 虞アル ニ因 リ国土 交通 大臣ニ
於テ 特ニ 必要ア リト 認メ タルト キ行 フ検査 （特 別検 査）
（略 ）
②

第 六条ノ 三 船舶又 ハ第 二条 第一項 各号 ニ掲グ ル事 項ニ 係ル物 件ニシ テ国 土交通 省令 ヲ以テ 定ム ルモノ ノ製 造者 ガ其ノ 船舶 又ハ物 件ノ 整備（ 第五
条第一 項第三 号ノ 国土交 通省 令ヲ以 テ定 ムル 修理ヲ 除ク 以下同 ジ） ニ付 整備規 程ヲ定 メ国 土交通 大臣 ノ認可 ヲ受 ケタル 場合 ニ於 テ当該 整備 規程
ニ従ヒ 整備 ヲ行フ 能力 ニ付事 業場 毎ニ行 フ国 土交通 大臣 ノ認定 ヲ受 ケタ ル者ガ 其ノ 船舶又 ハ物 件ノ整 備ヲ 行ヒ且 国土交 通省 令ノ 定ムル 所ニ 依リ
其ノ整 備ガ 当該整 備規 程ニ 適合シ テ為 サレタ ルコ トヲ確 認シタ ルト キハ 当該船 舶又 ハ物件 ニ付 国土交 通省 令ノ 定ムル 所ニ依 リ其 ノ後三 十日 内ニ
行フ 定期検 査又ハ 中間 検査 ヲ省略 ス但 シ其ノ 期間 内ニ 臨時検 査ヲ 受クベ キ事由 ノ生 ジタル 船舶 又ハ物 件ニ 付テ ハ此ノ 限ニ 在ラズ

第七 条 （ 略）
② （略）
③ 第六 条ノ 四第一 項ノ規 定ニ 依リ管 海官 庁ノ 行フ検 定ハ 当該船 舶又 ハ物 件ヲ製 造スル 事業 場ノ所 在地 ヲ管轄 スル 管海官 庁之 ヲ行 フ
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第九条 （ 略）
②・③ （ 略）
④ 管 海官 庁、登 録検 定機関 又ハ 小型 船舶検 査機 構ハ第 六条 ノ四第 一項ノ 規定 ニ依ル 検定 ニ合 格シタ ル船 舶又ハ 物件 ニ対 シテハ 合格証 明書 ヲ交付
シ又 ハ証印 ヲ附ス ベシ
第六条 ノ四 第二 項ニ規 定スル 者ハ 同項ノ 規定 ニ依リ 確認 シタ ル船舶 又ハ 物件ニ 対シ テハ国 土交 通省令 ヲ以テ 定ム ル標 示ヲ附 スベ シ
（略）
⑤
⑥

第 十二条 管 海官庁 ハ必要 アリ ト認ム ルト キハ 何時ニ テモ 当該官 吏ヲ シテ 船舶又 ハ第六 条ノ 二若ハ 第六 条ノ三 ノ規 定ニ依 ル認 定ヲ 受ケタ ル者 ノ事
業 場ニ臨 検セ シム ルコト ヲ得 此ノ場 合ニ於 テハ 当該官 吏ハ 其ノ 身分ヲ 証明 スベキ 証票 ヲ携帯 スベ シ
② 管海 官庁 ハ必要 アリ ト認 ムルト キハ 船舶所 有者 、船長 又ハ 第六条 ノ二 若ハ第 六条 ノ三ノ 規定 ニ依ル 認定 ヲ受 ケタル 者ヲ シテ船 舶ノ堪 航性 及人
命 ノ安 全ニ関 シ国 土交通 省令 ノ定ム ル所 ニ依 リ届出 ヲ為 サシム ルコ トヲ得
（ 略）
③

第十八 条 船舶所 有者 又ハ船 長左 ノ各 号ノ一 ニ該 当スル トキ ハ一年 以下 ノ懲役 又ハ五 十万 円以 下ノ罰 金ニ 処ス
一～ 九 （ 略）
②～ ④ （ 略）

第十 九条 詐偽 其ノ 他不正 ノ行 為ヲ以 テ船 舶検 査証書 、船 舶検査 済票 、臨時 航行 許可証 又ハ合 格証 明書 ヲ受ケ タル 者ハ一 年以 下ノ 懲役又 ハ五 十万
円 以下ノ 罰金 ニ処ス

船舶所 有者 又ハ船 長第 十二 条又ハ 第十 三条ノ 規定ニ 依ル 処分ニ 違反 シタル トキ ハ五 十万円 以下 ノ罰金 ニ処 ス

第 十九条 ノ二 船舶 又ハ 第二 条第一 項各 号ニ掲 グル 事項 ニ係ル 物件ニ シテ 第六条 ノ四 第二項 ノ規 定ニ依 リ確 認セ ラレタ ルモ ノ以外 ノモ ノニ対 シテ
第九条 第五項 ノ標 示ヲ附 シタ ル者ハ 六月 以下 ノ懲役 又ハ 三十万 円以 下ノ 罰金ニ 処ス
第二十 条

第二 十一条 第 十二条 第一 項ノ規 定ニ 依ル当 該官 吏ノ臨 検ヲ 拒ミ 、妨ゲ 若ハ 忌避シ 又ハ 其ノ尋 問ニ 対シテ 答弁ヲ 為サ ズ若 ハ虚偽 ノ陳 述ヲ為 シタ ル
者ハ 三十 万円以 下ノ 罰金ニ 処ス

第 二十二 条 船舶所 有者、 船長 又ハ第 六条 ノ二 若ハ第 六条 ノ三ノ 規定 ニ依 ル認定 ヲ受ケ タル 者第十 二条 第二項 ノ規 定ニ依 ル届 出ヲ 為サズ 又ハ 虚偽
ノ 届出ヲ 為シ タル トキハ 三十万 円以 下ノ罰 金ニ 処ス
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（業務 ）
第二十 五条 の二十 七 機構は 、第 二十 五条の 二第 一項の 目的 を達成 するた め、 次の業 務を 行う 。
一 （略）
二 小型 船舶又 は小 型船舶 に係る 物件 に関す る第 六条 ノ四第 一項 の規定 によ る検定 に関 する事 務
三・ 四 （略）
２～ ４ （ 略）

（ 検定に 関す る事 務を行 う場 合にお ける準 用）
第 二十五 条の 三十二 前 三条 の規定 は、 機構が 第二 十五条 の二 十七第 一項 第二号 に掲 げる業 務を 行う場 合に つい て準用 する 。この 場合に おい て、
こ れら の規定 中「 小型船 舶検 査事務 」と ある のは「 第二 十五条 の二 十七第 一項 第二号 に掲げ る業 務」 と、「 検査 事務規 程」 とあ るのは 「検 定事
務規程 」と 、第二 十五 条の三 十第一 項中 「小 型船舶 」と あるの は「 船舶 又は物 件」 と、「 第二条 第一 項の国 土交 通省令 又は 国土 交通省 令・ 農林
水産省 令」 とある のは 「こ れに係 る第 六条ノ 四第一 項の 規定に より 承認 を受け た型 式」と 、前 条中「 検査 設備」 とあ るのは 「検 定設備 」と 読み
替える もの とする 。

（登 録）
第二 十五条 の四 十六 第六 条ノ 四第一 項の 規定 による 登録（ 以下 この節 にお いて単 に「 登録」 とい う。 ）は、 同項 の規定 によ る検定 を行お うと す
る者 の申 請によ り行 う。

第六 条ノ 五の規 定に よる 登録は 、同 条の規 定によ る検 査及び 確認 を行お うと する 者の申 請に より行 う。

（ 検定の 義務 ）
第 二十五 条の 四十九 （ 略）
２ （ 略）
３ 登 録検 定機関 は、 検定を 行う 場合に おいて 、船 舶又 は物件 が第 六条ノ 四第 一項の 規定 によ り承認 を受 けた型 式に適 合す るかど うか の判 定をす
るとき は、 当該事 務を 検定 員に行 わせ なけれ ばな らない 。
（略）
４
（登 録）
第二 十五条 の六 十七
（ 準用）
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第二十 五条 の六十 八 前 節（ 第二十 五条 の四十 六を 除く 。）の 規定 は、第 六条 ノ五の 規定 による 登録、 登録 検査 確認機 関並 びに登 録検 査確 認機関
が行う 検査 及び確 認に つい て準用 する。 この 場合に おい て、第 二十 五条 の四十 七第 一項第 一号 中「別 表第 一」と あるの は「 別表 第三」 と、 同項
第三号 中「 船舶又 は」 とあ るのは 「小 型船舶 又は 」と、 第二 十五条 の四 十九第 三項 中「船 舶又 は物件 が第 六条 ノ四第 一項 の規定 により 承認 を受
けた 型式」 とある のは 「小 型船舶 が第 二条第 一項 の国 土交通 省令 又は国 土交通 省令 ・農林 水産 省令」 と、 同項 及び同 条第 四項中 「検 定員 」とあ
るの は「 検査確 認員 」と読 み替え るも のとす る。

第二 十八条 （ 略）
② ～⑥ （略 ）
⑦ 第五 項ノ 登録、 登録 検査 機関及 登録検 査機 関ノ行 フ第 一項第 二号 ノ検 査ニ付 テハ 前章第 一節 ノ規定 ヲ準 用ス此 ノ場合 ニ於 テ第 二十五 条の 四十
七 第一項 第一 号中 別表第 一ト アルハ 別表 第五 の上欄 に掲げ る検 査の区 分に 応じ、 それ ぞれ同 表の 下欄 ト同項 第二 号イ及 ロ中 船舶又 は第二 条第 一
項 各号 に掲げ る事 項に係 る物 件の製 造、 改造 、修理 又は 整備に 関す る研究 、設 計、工 事の監 督ト アル ハ危険 物そ の他の 特殊 貨物 の収納 、積 付け
その他 の運 送及び 貯蔵 の監督 ト同項 第三 号中 船舶又 は第 二条第 一項 各号 に掲げ る事 項に係 る物件 の所 有者又 は製 造、改 造、 修理 、整備 、輸 入若
しくは 販売 トアル ハ危 険物 その他 の特 殊貨物 の収納 、積 付けそ の他 の運 送及び 貯蔵 ト第二 十五 条の四 十九 第三項 中船 舶又は 物件 が第六 条ノ 四第
一項の 規定 により 承認 を受 けた型 式ト アルハ 危険 物そ の他の 特殊貨 物の 収納、 積付 けその 他の 運送及 び貯 蔵が 第二十 八条 第一項 第一 号の技 術的
基準 ト同項 及同 条第四 項中 検定員 トア ルハ検 査員 ト別 表第二 中船 舶又は 機械 トアリ 船舶 若しく は機械 トア ルハ 船舶ト ス

第二 十九条 ノ三 （ 略）
② （略 ）
③ 前項 ノ証 書ノ発 給、 登録及 当該登 録ヲ 受ケ タル船 級協 会ニ付 テハ 前章 第一節 ノ規 定ヲ準 用ス 此ノ場 合ニ於 テ第 二十五 条の 四十 七第一 項第 一号
中 別表第 一ト アル ハ別表 第六 ト第二 十五 条の四 十九第 三項 中検 定を行 う場 合にお いて 、船舶 又は 物件 が第六 条ノ四 第一 項の規 定に より承 認を 受
け た型式 に適 合す るかど うか の判定 トア ルハ 船舶の 堪航 性及び 人命の 安全 に関す る条 約に関 する 証書 の発給 ト同 項及同 条第 四項中 検定 員トア ル
ハ証書 発給員 トス

第二十 九条 ノ六 第六 条ノ二 及第 六条 ノ三ニ 規定 スル国 土交通 大臣 ノ職権 ハ国 土交通 省令 ノ定 ムル所 ニ依 リ之ヲ 地方 運輸局 長（ 運輸監 理部 長ヲ含
ム） ニ委任 スルコ トヲ 得

○船員 法（昭 和二 十二年 法律 第百号 ）（ 抄）
目次
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第一章 ～第 十三章 （略 ）
第十四 章 罰則（ 第百 二十 二条― 第百三 十五 条）
附則

（船 舶所 有者に 関す る規定 の適用 ）
第五 条 こ の法 律の 規定（ 第十 一章の 二、 第百十 三条 第三項 、第 百三十 条の 二、第 百三 十条の 三、 第百 三十一 条（ 第四号 の二に 係る 部分に 限る 。
）及 び第 百三十 五条 第一項 （第 百三 十条の 二、 第百三 十条 の三又 は第 百三十 一条第 四号 の二 の違反 行為 に係る 部分 に限 る。） を除 く。） 及びこ
の 法律に 基づ く命令 の規定 （第 十一 章の二 の規 定に基 づく 命令 の規定 を除 く。） のうち 、船 舶所有 者に 関する 規定 は、 船舶共 有の 場合に は船 舶
管 理人に 、船 舶貸 借の場 合に は船舶 借入人 に、 船舶所 有者 、船 舶管理 人及 び船舶 借入 人以外 の者 が船員 を使 用する 場合 にはそ の者 にこれ を適 用
す る。
② 第 十一章 の二、 第百 十三 条第三 項、 第百三 十条 の二 、第百 三十 条の三 、第 百三十 一条（ 第四 号の二 に係 る部 分に限 る。 ）及び 第百 三十 五条第
一項（ 第百 三十条 の二 、第百 三十条 の三 又は 第百三 十一 条第四 号の 二の 違反行 為に 係る部 分に限 る。 ）の規 定並 びに第 十一 章の 二の規 定に 基づ
く命令 の規 定のう ち、 船舶 所有者 に関 する規 定は、 船舶 共有の 場合 には 船舶管 理人 に、船 舶貸 借の場 合に は船舶 借入 人にこ れを 適用す る。

（雇 入契約 の成 立等の 届出 ）
第三 十七条 船 長は 、雇入 契約 の成立 、終了 、更 新又は 変更 （以 下「雇 入契 約の成 立等 」とい う。 ）があ つた ときは 、国 土交通 省令 で定め ると こ
ろに より 、遅滞 なく 、国土 交通 大臣 に届け 出な ければ ならな い。
前項 の場合 にお いて船 長が 届け出 るこ とが できな いと きは、 船舶 所有者 は、 船長に 代わつ て届 け出 なけれ ばな らない 。
②

（ 記録簿 の備 置き 等）
第 六十七 条 船長は 、国 土交 通省令 で定 めると ころ によ り、船 内に帳 簿を 備え置 いて 、船員 の労 働時間 、補 償休 日、休 息時 間及び 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 て準用 する場 合を 含む。 ）の 割増手 当に 関する 事項 を記 載しな けれ ばな
らない 。
② 船 長は 、国土 交通 省令で 定め ると ころに より 、船員 に対し 、前 項の帳 簿の 写しを 交付 しな ければ なら ない。
③ 船舶所 有者は 、国 土交通 省令 で定 めると ころ により 、休 日付 与簿を 備え置 いて 、船員 に対 する休 日の 付与に 関す る事 項を記 載し なけれ ばな ら
ない 。

（例 外規 定）
第 六十八 条 第六十 条から 前条 までの 規定 及び 第七十 二条 の国土 交通 省令 の規定 は、船 員が 次に掲 げる 作業に 従事 する場 合（ 海員 にあつ ては 、船
長 の命令 によ りこ れらの 作業に 従事 する場 合に 限る。 ）に は、 これを 適用 しない 。
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一 人 命、 船舶若 しくは 積荷 の安全 を図 るた め又は 人命 若しく は他 の船 舶を救 助する ため 緊急を 要す る作業
二 防 火操 練、救 命艇 操練 その他 これら に類 似する 作業
三 航 海当 直の通 常の 交代 のため に必 要な作 業
② 船長は 、補償 休日 又は休 息時 間に おいて 、前 項各号 に掲 げる 作業に 自ら従 事し 、又は 海員 を従事 させ たとき は、 船舶 の運航 の安 全の確 保に 支
障を 及ぼ さない 限り におい て、当 該作 業の終 了後 でき る限り 速や かに休 息を し、又 は休 息をさ せる よう努 めな ければ なら ない。
（年 少船 員の夜 間労 働の禁 止）
第 八十六 条 （略）
② 前項 の規 定は、 第六 十八 条第一 項第一 号の 作業に 従事 させる 場合 には 、これ を適 用しな い。
③ （略 ）

（例外 規定 ）
第八十 八条 の五 第六 十条、 第六 十二 条、第 六十三 条、 第六十 五条 の三第 一項 及び第 二項 、第 六十六 条の 二、第 六十 七条並 びに前 三条 の規 定は、
船舶所 有者 が妊産 婦の 船員 を第六 十八 条第一 項第 一号 の作業 に従事 させ る場合 には 、これ を適 用しな い。

（海 上労 働証書 ）
第百 条の三 国 土交 通大臣 は、 国土交 通大 臣又 は登録 検査機 関が 前条第 一項 の検査 の結 果当該 船舶 が次 に掲げ る要 件の全 てに 適合す ると認 めた と
きは 、当 該船舶 の船 舶所有 者に 対し 、海上 労働 証書を 交付 しな ければ ならな い。 国土交 通大 臣又は 登録 検査機 関が 同項 の検査 の結 果当該 船舶 が
次 に掲げ る要 件のい ずれ かに適 合し ていな いと 認めた 場合 にお いて、 国土 交通大 臣が 当該要 件に 適合す るため に必 要な 措置が 講じ られた もの と
認 めたと きも 、同 様とす る。
一 ～十 （略 ）
十一 第六十 七条 第一項 の規 定によ り同 項に 規定す る事 項が記 載さ れた 帳簿が 備え置 かれ ており 、か つ、同 条第 二項の 規定 によ りその 写し が船
員に交 付さ れて いるこ と。
十二～ 三十 四 （ 略）
２～ ５ （ 略）

（財 務諸 表等の 備付 け及び 閲覧 等）
第百 条の十 九 登録 検査機 関は 、毎事 業年 度経 過後三 月以 内に、 当該事 業年 度の財 産目 録、貸 借対 照表 及び損 益計 算書又 は収 支計算 書並 びに事 業報
告 書（そ の作 成に代 えて電 磁的 記録 （電子 的方 式、磁 気的 方式 その他 人の 知覚に よつて は認 識する こと ができ ない 方式 で作ら れる 記録で あつ て、
電 子計算 機に よる 情報処 理の用 に供 される もの をいう 。以 下こ の条に おい て同じ 。） の作成 がさ れてい る場 合にお ける 当該電 磁的 記録を 含む 。次
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２

項、第 百条 の二十 六第二 項第 四号及 び第 百三 十三条 の二 におい て「 財務 諸表等 」とい う。 ）を作 成し 、国土 交通 大臣に 提出 する ととも に、 五年間
事務所 に備 えて置 かな けれ ばなら ない。
（ 略）

（付 加金 の支払 ）
第百 十六条 船 舶所 有者は 、第 四十四 条の 三から 第四 十六条 まで 、第四 十七 条第一 項、 第四十 九条 、第 六十三 条、 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 いて 準用す る場 合を含 む。） 又は 第七 十八条 の規 定に違 反し たと きは、 これ らの規 定によ
り 船舶所 有者 が支払 うべき 金額 （第 四十七 条第 一項の 規定 に違 反した とき は、送 還の費 用） につい ての 次項の 規定 によ る請求 の時 におけ る未 払
金 額に相 当す る額 の付加 金を 船員に 支払わ なけ ればな らな い。
② 船員 は、 裁判所 に対 する 訴えに よつ てのみ 前項 の付加 金の 支払を 請求 するこ とが できる 。た だし、 その 訴え は、同 項に 規定す る違反 のあ つた
時 から 二年以 内に これを しな ければ なら ない 。

（時効 の特 則）
第百十 七条 船員 の船 舶所有 者に 対す る債権 は、 これを 行使 するこ とが できる 時から 二年 間（ 退職手 当の 債権に あつ ては 、五年 間） 行使し ないと
きは 、時効 によ つて消 滅す る。船 舶所 有者に 対す る行 方不明 手当 、遺族 手当 及び葬 祭料 の債権 も同様 とす る。

第百 二十六 条 船長 が次の 各号 のいず れか に該 当する 場合に は、 三十万 円以 下の罰 金に 処する 。
一 第八 条、第 十条 、第十 一条 、第 十四条 の三 第一項 、第 十六 条、第 十七条 、第 五十条 第二 項、第 五十 五条、 第六 十六 条の二 又は 第六十 七条 第
二 項の 規定に 違反し たと き。
二 ～七 （略 ）
八 第六 十七 条第 一項の 規定 による 帳簿 を備 え置か ず、 又は帳 簿に記 載す べき事 項を 記載せ ず、 若し くは虚 偽の 記載を した とき。

第百二 十九 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
十万円 以下 の罰金 に処 する 。

第百 三十条 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
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
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
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
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
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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 七条の 四第 一項、 第百 十八 条第一 項、 第百
十八条 の二 、第百 十八 条の 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 十万 円以下 の罰 金に処 する 。

船 舶所 有者 が第百 条の 十第一 項又 は第二 項の 規定に よる 命令に 違反 したと きは 、五十 万円 以下 の罰金 に処 する。

第百 三十条 の二 船 舶所有 者が次 の各 号のい ずれ かに該 当す る場 合には 、二 百万円 以下 の罰金 に処 する。
一 偽り その他 不正 の行為 によ り海 上労働 証書又 は臨 時海上 労働 証書の 交付 、再交 付又 は書 換えを 受け たとき 。
二 第百 条の四 の規 定によ る検 査を 受けな いで 、海上 労働 証書の 交付 を受け た船舶 を国 際航 海に従 事さ せたと き。
三 第百 条の 七の規 定に違 反し て、 特定船 舶を 国際航 海に 従事 させた とき 。
第 百三十 条の 三

第百三 十一 条 船 舶所 有者が 次の各 号の いずれ かに 該当 する場 合に は、三 十万 円以下 の罰 金に処 する 。
一 第 三十 四条第 二項 、第 三十六 条第 三項、 第五十 三条 第一項 若し くは 第二項 、第 五十四 条、 第五十 六条 、第五 十八 条第一 項、 第八十 二条 の二
第一項 、第 八十 三条第 一項 、第八 十五 条第 三項、 第八 十八条 の七又 は第 百十三 条の 規定に 違反 した とき。
二・ 三 （ 略）
四 第五 十八条 の二 又は第 六十 七条第 三項の 規定 によ る帳簿 を備 え置か ず、 又は帳 簿に 記載 すべき 事項を 記載 せず、 若し くは虚 偽の 記載 をした
とき 。
四の 二・ 五 （ 略）
第 百三十 二条 次の 各号 のい ずれか に該 当する 者は、 六月 以下の 懲役 又は 三十万 円以 下の罰 金に 処する 。
一 第百 一条 第二 項の規 定に よる処 分に 違反 した者
二 第 百二十 条の 三第四 項の 規定に よる 処分 に違反 した 者
第百三 十三 条 次 の各 号のい ずれ かに 該当す る者 は、三 十万円 以下 の罰金 に処 する。
一 第三十 七条の 規定 に違 反して 雇入 契約の 成立 等の 届出を せず 、又は 虚偽の 届出 をした 者
二 自己 の船員 手帳を 棄損 した者
三 第五 十条第 四項 の規定 に基 づく国 土交 通省令 に違 反した 者
四 偽り その他 不正 の行為 によ り船 員手帳 の交 付、再 交付 、訂正 又は書 換え を受け た者
五 他人 の船 員手帳 を行使 した 者
六 第九 十七 条の 規定に よる就 業規 則の作 成若 しくは 届出 をせ ず、又 は虚 偽の届 出を した者
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七 第 九十 八条の 規定に 違反 した者
八 第 九十 九条の 規定 によ る命令 に違反 した 者
九 第 百条 の二十 五の 規定 による 検査 を拒み 、妨 げ、又 は忌 避した 者
十 第百一 条第一 項の 規定 による 命令 に違反 した 者
十一 第 百七条 第一 項の規 定によ る出 頭の命 令に 応ぜ ず、帳 簿書 類を提 出せ ず、若 しく は虚偽 の記 載をし た帳 簿書類 を提 出し、 報告 をせ ず、若
しく は虚 偽の報 告を し、 立入り 若し くは検 査を拒 み、 妨げ、 若し くは 忌避し 、又 は質問 に対 し陳述 をせ ず、若 しく は虚偽 の陳 述をし た者
十二 第 百九条 の規 定に違 反し た者
十 三 第 百十 二条第 一項に 定め る場 合にお いて 、虚偽 の申 告を した者
十 四 第 百二 十条 の三第 一項 の規定 による 立入 りを拒 み、 妨げ 、又は 忌避 した者
十 五 第 百二 十条 の三第 二項 の規定 によ る検 査若し くは審 査を 拒み、 妨げ 、若し くは 忌避し 、又 は質 問に対 し陳 述をせ ず、 若しく は虚偽 の陳 述
を した 者

第百三 十三 条の二 第 百条の 十九 第一 項の規 定に違 反し て財務 諸表 等を備 えて 置かず 、財 務諸 表等に 記載 すべき 事項 を記載 せず、 若し くは 虚偽の
記載を し、 又は正 当な 理由 がない のに 同条第 二項 各号 の規定 による 請求 を拒ん だ者 （外国 登録 検査機 関を 除く 。）は 、二 十万円 以下 の過料 に処
する 。

第百 三十五 条 船舶 所有者 の代 表者、 代理 人、 使用人 その他 の従 業者が 船舶 所有者 の業 務に関 し第 百二 十九条 から 第百三 十一 条まで 、第百 三十 二
条第 一号 又は第 百三 十三条 第一 号、 第六号 から 第八号 まで 、第 十号若 しくは 第十 一号の 違反 行為を した ときは 、そ の行 為者を 罰す るほか 、そ の
船 舶所有 者に 対して 、各 本条の 罰金 刑を科 する 。
第九 十七 条第三 項に 規定 する団 体の 代表者 、代理 人、 使用人 その 他の 従業者 がそ の団体 の業 務に関 し第 百三十 三条 第六号 から 第八号 まで 又は
第 十一号 の違 反行 為をし たと きは、 その 行為 者を罰 する ほか、 その団 体に 対して 、同 条の刑 を科 する 。
②

○船員 職業 安定法 （昭 和二十 三年 法律 第百三 十号 ）（抄 ）

（申 込み の受理 ）
第十 五条 地方 運輸 局長は 、い かなる 求人 又は求 職の申 込み につ いても これ を受理 しな ければ なら ない 。ただ し、 求人若 しくは 求職 の申込 みの 内
容が 法令 に違反 する とき、 求人 の申 込みの 内容 である 賃金 、労働 時間そ の他 の労働 条件 が通 常の労 働条 件に比 べて 著し く不適 当であ ると 認める
と き、又 は求 人者が 次条第 一項 の規 定によ る労 働条件 の明 示を しない とき は、そ の申込 みを 受理し ない ことが でき る。
（略 ）
２

- 23 -

（労働 条件 の明示 ）
第十六 条 求人者 は、 求人の 申込 みに 当たり 、地 方運輸 局長 に対し 、地方 運輸 局長は 、紹 介に 当たり 、求 職者に 対し 、そ の従事 すべき 業務 の内容
及び 賃金、 労働時 間そ の他 の労働 条件 を明示 しな けれ ばなら ない 。
２ 前項の 規定 によ る労働 条件の 明示 は、賃 金及 び労働 時間 に関 する事 項そ の他の 国土 交通省 令で 定める 事項に つい ては 、国土 交通 省令で 定め る
方法 によ り行わ なけ ればな らな い。

第 十八条 紹 介は、 求人条 件又 は求職 条件 を同 じくす る申 込みの 間に おい ては、 その受 理の 順序に よる 。ただ し、 求職者 が地 方運 輸局長 の紹 介す
る 適当な 職に 就く ことを 国土 交通省 令で定 める 回数に わた り拒 んだと きは 、紹介 の順 序につ いて は、そ の最 後の拒 絶の ときに 新た に申込 みの 受
理 があつ たも のと みなす 。

（無料 の船 員職業 紹介 事業の 許可）
第三十 四条 船舶 所有 者を代 表す る団 体、船 員を代 表す る団体 、船 舶所有 者及 び船員 を代 表す る協同 の団 体又は 公益 を目的 とする 団体 で次 の条件
を具備 する ものは 、国 土交 通大臣 の許 可を受 けて 、無 料の船 員職業 紹介 事業を 行う ことが でき る。
一 当該団 体の 行う船 員職 業紹介 が有 料でな く、 かつ 、その 事業 が営利 を目 的とし ない こと。
二 国庫 から補 助金 を受け ない で無料 の船員 職業 紹介 事業を 行う こと。
２ 前項の 規定 によ り無料 の船 員職業 紹介 事業 を行お うとす る同 項の団 体は 、その 無料 の船員 職業 紹介 事業に おい て取り 扱う 職種の 範囲そ の他 業
務の 範囲 （次条 第二 号、第 四十 条第 三項及 び第 四十二 条第 二項 におい て「取 扱職 種の範 囲等 」とい う。 ）を定 めて 、前 項の許 可の 申請を 行う こ
と ができ る。
国土 交通 大臣は 、第 一項 の条件 に適 合する 許可の 申請 があつ たと きは 、これ に対 し許可 を与 えなけ れば ならな い。
３

（船員 職業紹 介所 の所在 地変 更等）
第三十 五条 前条 第一 項の許 可を 受けて 、無料 の船 員職 業紹介 事業 を行う 者（ 以下「 無料 船員 職業紹 介許 可事業 者」と いう 。）は 、次 の各 号のい
ずれか に該 当する とき は、 あらか じめ 、その 旨を 国土交 通大臣 に届 け出 なけれ ばな らない 。
一・ 二 （ 略）

（兼 業の 制限）
第三 十七条 無 料船 員職業 紹介 許可事 業者 及び その従 業者 は、次 の業務 を行 うこと がで きない 。た だし 、無料 船員 職業紹 介許 可事業 者は 、国土 交
通 大臣の 許可 を受け たとき は、 第四 号から 第六 号まで の業 務を 行うこ とが できる 。
一 両替
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２

二 質屋
三 酒 類の 販売
四 飲 食店
五 日用品 の販売
六 宿泊 所
無料船 員職 業紹 介許可 事業 者及び その 従業者 は、 前項各 号の 業務を 行う 者と通 謀し て、利 を図 るこ とはで きな い。

（ 学校等 の行 う無料 の船員 職業 紹介 事業）
第 四十条 次 の各号 に掲 げる 施設の 長は、 国土 交通大 臣に 届け出 て、 当該 各号に 定め る者（ これ らの者 に準 ずる者 として 国土 交通 省令で 定め るも
の を含む 。） につ いて、 無料 の船員 職業 紹介 事業を 行うこ とが できる 。
一 学 校（小 学校 及び幼 稚園 を除く 。） 当 該学校 の学 生生徒 等
二 専 修学 校（学 校教 育法第 百二十 四条 に規 定する 専修 学校を いう 。） 当該 専修 学校の 生徒又 は当 該専修 学校 を卒業 した 者
三 独 立行 政法人 （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 人であ つて 、船員 の教 育訓練 に関 する
業務を 行う もの として 国土 交通省 令で 定め るもの に限 る。） 当該 独立 行政法 人の 行う船 員の 教育 訓練を 受け る者又 は当 該船員 の教 育訓練 を
修了 した者
２・ ３ （ 略）
４ 第三十 六条 、第 三十八 条及 び前条 の規 定は 、第一 項の規 定に より同 項各 号に掲 げる 施設の 長が 無料 の船員 職業 紹介事 業を 行う場 合につ いて 準
用す る。 この場 合に おいて 、同 条第 一項中 「船 員職業 紹介 所ご との当 該船員 職業 紹介事 業に 係る事 業報 告書」 とあ るの は「事 業報 告書」 と、 同
条 第二項 中「 船員職 業紹 介所ご との 当該船 員職 業紹介 事業 」と あるの は「 当該船 員職 業紹介 事業 」と読 み替え るも のと する。
（略 ）
５

（準用 規定）
第四十 二条 第十 五条 から第 十九 条まで 、第二 十条 第一 項及び 第二 項並び に第 二十一 条の 規定 は、無 料船 員職業 紹介事 業者 が無料 の船 員職 業紹介
事業を 行う 場合に つい て準 用する 。こ の場合 にお いて、 これら の規 定（ 第十六 条第 二項及 び第 二十一 条第 二項 を除く 。）中 「地 方運輸 局長 」と
ある のは「 無料船 員職 業紹 介事業 者」 と、同 条第 二項 中「地 方運 輸局長 は」と ある のは「 地方 運輸局 長は 、そ の旨を 無料 船員職 業紹 介事業 者に
通報 する ものと し、当 該通 報を受 けた 無料船 員職 業紹 介事業 者は 」と読 み替 えるも のと する。
２ 無料船 員職 業紹 介事業 者が 、第三 十四 条第二 項、第 三十 五条 又は第 四十 条第三 項の 規定に より 、取 扱職種 の範 囲等を 定めて これ らの規 定の 申
請又 は届 出をし た場 合にあ つて は、 前項に おい て準用 する 第十五 条第一 項の 規定は 、そ の範 囲内に 限り 適用す るも のと する。
（ 準用規 定）
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第四十 八条 第十 六条、 第十 九条及 び第 二十一 条の 規定 は、船 員の 募集に つい て準用 する 。この 場合に おい て、 第十六 条第 一項中 「求 人者 は、求
人の申 込み に当た り、 地方 運輸局 長に対 し、 地方運 輸局 長」と あり 、第 十九条 中「 地方運 輸局 長」と ある のは「 船員の 募集 を行 う者」 と、 同項
中「紹 介」 とある のは 「船 員の募 集」 と、同 項及 び同条 中「 求職者 」と あるの は「 募集に 応じ て船員 にな ろう とする 者」 と、第 二十一 条第 一項
中「 地方運 輸局長 」と ある のは「 船員 の募集 を行 う者 （国土 交通 省令で 定める 者を 除く。 次項 におい て同 じ。 ）」と 、「 船舶に つき 、求 職者を
紹介 して はなら ない 」とあ るのは 「船 舶にお ける 就業 を内容 とす る船員 の募 集をし ては ならな い」 と、同 条第 二項中 「求 職者を 無制 限に 紹介す
る」 とあ るのは 「船 員を無 制限 に募 集する 」と、 「地 方運輸 局長 は、当 該船 舶につ き、 求職 者を紹 介し てはな らな い」と あるの は「 地方 運輸局
長は 、そ の旨を 船員 の募集 を行 う者 に通報 する ものと し、 当該通 報を 受けた 船員の 募集 を行 う者は 、当 該船舶 にお ける 就業を 内容 とする 船員の
募 集をし ては ならな い」と 、同 項た だし書 中「 求職者 を紹 介す る」と ある のは「 船員を 募集 する」 と読 み替え るも のと する。
（略 ）
２

（ 準用 規定）
第五十 二条 第十 六条 、第十 九条及 び第 二十一 条の 規定 は、無 料船 員労務 供給 事業者 が無 料の船 員労 務供給 事業 を行う 場合 につい て準 用す る。こ
の場合 にお いて、 第十 六条 第一項 中「 求人者 は、求 人の 申込み に当 たり 、地方 運輸 局長に 対し 、地方 運輸 局長」 とあ るのは 「船 員労務 供給 を受
けよう とす る者は 、あ らか じめ、 無料 船員労 務供 給事 業者に 対し、 無料 船員労 務供 給事業 者」 と、「 紹介 」と あるの は「 船員労 務供 給」と 、同
項及 び第十 九条 中「求 職者 」とあ るの は「供 給さ れる 船員」 と、 同条及 び第 二十一 条第 一項中 「地方 運輸 局長 」とあ るの は「無 料船 員労 務供給
事業 者」 と、同 項中 「求職 者を 紹介し てはな らな い」 とある のは 「船員 を供 給して はな らな い」と 、同条 第二 項中「 求職 者を無 制限 に紹 介する
」と ある のは「 船員 を無制 限に 供給 する」 と、 「地方 運輸局 長は 、当該 船舶 につき 、求 職者 を紹介 して はなら ない 」とあ るの は「地 方運 輸局長
は、 その 旨を無 料船 員労務 供給 事業 者に通 報す るもの とし 、当 該通報 を受け た無 料船員 労務 供給事 業者 は、当 該船 舶に つき、 船員 を供給 して は
な らない 」と 、同項 ただ し書中 「求 職者を 紹介 する」 とあ るの は「船 員を 供給す る」 と読み 替え るもの とする 。

（ 許可の 欠格 事由 ）
第五十 六条 次の 各号の いず れかに 該当 する者 は、 前条 第一項 の許 可を受 ける ことが でき ない。
一 禁 錮以 上の刑 に処 せられ 、又 はこの 法律 その他 労働 に関す る法 律の 規定（ 次号 に規定 する 規定を 除く 。）で あつて 政令 で定 めるも の若 しく
は暴力 団員 によ る不当 な行 為の防 止等 に関す る法 律（平 成三 年法律 第七 十七号 ）の 規定（ 同法 第五 十条（ 第二 号に係 る部分 に限 る。） 及び 第
五十 二条の 規定 を除く 。） により 、若 しく は刑法 （明 治四十 年法 律第四 十五号 ）第 二百四 条、 第二 百六条 、第 二百八 条、 第二 百八条 の二、 第
二百 二十 二条若 しくは 第二 百四十 七条 の罪 、暴力 行為 等処罰 に関 する 法律（ 大正 十五年 法律第 六十 号）の 罪若 しくは 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 を犯 したこ とに より、 罰金 の刑に 処せ られ、 その 執行を 終わ り、又 は執 行を
受け るこ とがな くな つた 日から 起算 して五 年を 経過し ない 者
健康 保険 法（大 正十一 年法 律第 七十号 ）第 二百八 条、 第二 百十三 条の 二若し くは第 二百 十四条 第一 項、船 員保 険法 （昭和 十四 年法律 第七 十
三 号） 第百五 十六 条、第 百五十 九条 若しく は第 百六 十条第 一項 、労働 者災 害補償 保険 法（ 昭和二 十二年 法律 第五十 号） 第五十 一条 前段 若しく
二
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は第五 十四 条第一 項（同 法第 五十 一条前 段の 規定に 係る 部分 に限る 。） 、厚生 年金保 険法 （昭和 二十 九年法 律第 百十 五号） 第百 二条、 第百 三
条の二 若し くは 第百四 条第 一項（ 同法第 百二 条又は 第百 三条 の二の 規定 に係る 部分 に限る 。） 、労働 保険 の保険 料の 徴収等 に関 する法 律（ 昭
和四十 四年 法律 第八十 四号 ）第四 十六 条前段 若し くは第 四十 八条第 一項 （同法 第四 十六条 前段 の規 定に係 る部 分に限 る。 ）又は 雇用保 険法 第
八十 三条若 しく は第八 十六 条（同 法第 八十 三条の 規定 に係る 部分 に限る 。）の 規定 により 罰金 の刑 に処せ られ 、その 執行 を終 わり、 又は 執行
を受 ける ことが なく なつた 日から 起算 して 五年を 経過 しない 者
三～ 七 （略）

（ 許可の 有効 期間等 ）
第 六十条 （ 略）
２ ～４ （略 ）
５ 第 五十五 条第二 項か ら第 四項ま で、 第五十 六条 （第 五号を 除く 。）及 び第 五十七 条第二 項の 規定は 、第 二項 に規定 する 許可の 有効 期間 の更新
につい て準 用する 。

（派遣 元責 任者）
第七 十六条 船 員派遣 元事業 主は 、派 遣就業 に関 し次に 掲げ る事 項を行 わせ るため 、国 土交通 省令で 定め るとこ ろに より 、第五 十六 条第一 号、 第
二号 、第 四号及 び第 五号に 該当 しない 者（未 成年 者及 び心身 の故 障によ り派 遣元責 任者 の職 務を的 確に遂 行す ること がで きない 者と して 国土交
通省 令で 定める もの を除く 。） のう ちから 派遣 元責任 者を選 任し なけれ ばな らない 。
一～ 六 （略）

（ 船員法 の適 用に 関する 特例 等）
第 八十九 条 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
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。
２・ ３ （ 略）
４ 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
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
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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
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 （略）
６ 派遣元 の船 舶所 有者は 、船 員派遣 をする 場合 であつ て、 第二 項、第 四項 又は前 項の 規定に より 船舶所 有者 とみな され ること とな る船員 派遣 の
役務 の提 供を受 ける 者が当 該船 員派 遣に係 る船 員派遣 契約に 定め る派遣 就業 の条件 に従 つて 当該船 員派 遣に係 る派 遣船員 を作 業に従 事さ せたな
らば 、第 二項の 規定 により 適用 され る船員 法第 八十一 条第 一項 の規定 、第四 項の 規定に より 適用さ れる 同法第 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 条の三 第一 項及 び第三 項、 第八十 八条 の四 並びに 第八 十八条 の六の 規定 若しく は前 項の規 定に より 適用さ れる 同法第 六十 九条、 第七 十条（ 同
法第七 十一条 第二 項の規 定に より読 み替 えて 適用さ れる 場合を 含む 。） 、第八 十条、 第八 十一条 第二 項及び 第三 項、第 八十 二条 、第八 十二 条の
二並び に第 百十七 条の 二から 第百 十八条 の三 までの 規定 又はこ れら の規 定に基 づく 命令の 規定 （次項 にお いて「 船員法 令の 規定 」とい う。 ）に
抵触す るこ ととな ると きに おいて は、 当該船 員派 遣を行 つては なら ない 。
７ 派遣元 の船舶 所有 者が前 項の 規定 に違反 した とき（ 当該 船員 派遣に 係る乗 組み 派遣船 員に 関し第 二項 、第四 項又 は第 五項の 規定 により 船員 を
使用 する 船舶所 有者と みな される 船員 派遣の 役務 の提 供を受 ける 者にお いて 当該船 員法 令の規 定に 抵触す るこ ととな つた ときに 限る 。） は、当
該派 遣元 の船舶 所有 者は当 該船 員法令 の規 定に違 反し たもの とみ なして 、船 員法第 百二 十九 条から 第百 三十一 条ま での規 定を適 用す る。
８ 前各項 の規 定に よる船 員法 の特例 につ いて は、同 法第 六十八 条第一 項中 「第六 十条 から前 条ま での 規定及 び第 七十二 条の 国土交 通省 令の規 定
」 とある のは 「第六 十条か ら前 条ま での規 定及 び第七 十二 条の 国土交 通省 令の規 定（船 員職 業安定 法第 八十九 条の 規定 により これ らの規 定が 適
用 される 場合 を含 む。） 」と、 同法 第七十 一条 第一項 中「 第六 十条か ら第 六十九 条ま での規 定」 とある のは 「第六 十条 から第 六十 九条ま での 規
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定（船 員職 業安定 法第八 十九 条の規 定に より これら の規 定が適 用さ れる 場合を 含む。 ）」 と、同 法第 七十六 条中 「与え てい ると き」と ある のは
「与え てい るとき （派 遣先 の船舶 所有者 （船 員職業 安定 法第八 十九 条第 二項、 第四 項又は 第五 項の規 定に より乗 組み派 遣船 員を 使用す る船 舶所
有者と みな される 者を いう 。以下 同じ 。）が 与え ている とき を含む 。） 」と、 同法 第八十 八条 の二中 「第 六十 一条、 第六 十四条 から第 六十 五条
の二 まで、 第六十 五条 の三 第三項 、第 六十六 条、 第六 十八条 第一 項及び 第七十 一条 から第 七十 三条ま での 規定 」とあ るの は「第 六十 一条 、第六
十四 条か ら第六 十五 条の二 まで、 第六 十五条 の三 第三 項、第 六十 六条、 第六 十八条 第一 項及び 第七 十一条 から 第七十 三条 までの 規定 （船 員職業
安定 法第 八十九 条の 規定に より これ らの規 定が適 用さ れる場 合を 含む。 ）」 と、同 法第 八十 八条の 五中 「前三 条の 規定」 とある のは 「前 三条の
規定 （船 員職業 安定 法第八 十九 条の 規定に より これら の規 定が適 用さ れる場 合を含 む。 ）」 と、同 法第 百一条 第一 項及 び第百 十二 条第一 項中「
こ の法律 に基 づいて 発する 命令 」と あるの は「 この法 律に 基づ いて発 する 命令（ 船員職 業安 定法第 八十 九条の 規定 によ りこれ らの 規定が 適用 さ
れ る場合 を含 む。 ）」と 、同 法第百 一条第 一項 及び第 二項 、第 百二条 、第 百六条 、第 百七条 第一 項、第 百十 一条、 第百 十二条 第二 項、第 百十 三
条 第一項 並び に第 百十八 条の 四第四 項中 「船 舶所有 者」と ある のは「 船舶 所有者 （派 遣先の 船舶 所有 者を含 む。 ）」と 、同 法第百 一条第 二項 中
「 前項 の規定 」と あるの は「 前項の 規定 （船 員職業 安定 法第八 十九 条の規 定に より適 用され る場 合を 含む。 ）」 と、同 法第 百三 条第一 項、 第百
四条第 一項 及び第 百二 十一条 の四第 一項 中「 この法 律」 とある のは 「こ の法律 （船 員職業 安定法 第八 十九条 の規 定によ り適 用さ れる場 合を 含む。
）」と 、同 法第百 四条 第三 項中「 第一 項」と あるの は「 第一項 （船 員職 業安定 法第 八十九 条の 規定に より 適用さ れる 場合を 含む 。）」 と、 同法
第百五 条中 「この 法律 及び 労働基 準法 」とあ るの は「 この法 律及び 労働 基準法 （船 員職業 安定 法第八 十九 条の 規定に より これら の法 律が適 用さ
れる 場合を 含む 。）」 と、 同法第 百六 条中「 この 法律 に基い て発 する命 令」 とある のは 「この 法律に 基い て発 する命 令（ 船員職 業安 定法 第八十
九条 の規 定によ りこ れらの 規定 が適用 される 場合 を含 む。） 」と 、同法 第百 八条中 「こ の法 律に基 づいて 発す る命令 の違 反の罪 」と ある のは「
この 法律 に基づ いて 発する 命令 （船 員職業 安定 法第八 十九条 の規 定によ りこ れらの 規定 が適 用され る場 合を含 む。 ）の違 反の 罪（同 条第 七項の
規定 によ り適用 され る第百 二十 九条 から第 百三 十一条 まで の規 定の罪 を含む 。） 」と、 同法 第百八 条の 二中「 第百 一条 第二項 に規 定する 場合 」
と あるの は「 第百一 条第 二項に 規定 する場 合（ 船員職 業安 定法 第八十 九条 の規定 によ り適用 され る場合 を含む 。） 」と 、同法 第百 十三条 第一 項
中 「労働 基準 法、 この法 律に 基づく 命令 、」と あるの は「 労働 基準法 及び この法 律に 基づく 命令 （船 員職業 安定法 第八 十九条 の規 定によ りこ れ
ら の規定 が適 用さ れる場 合に おける これ らの 規定を 含む 。）並 びに」 と、 「第六 十五 条の三 第三 項の 協定を 記載 した書 類」 とある のは 「第六 十
五条の 三第三 項の 協定を 記載 した書 類（ 派遣 先の船 舶所 有者に あつ ては 、乗組 み派遣 船員 に係る 労働 協約、 就業 規則並 びに 第三 十四条 第二 項、
第六十 四条 の二第 一項 、第六 十五 条及び 第六 十五条 の三 第三項 の協 定を 記載し た書 類を含 む。 ）」と 、同 法第百 十八条 の四 第一 項中「 この 法律
に基づ く命 令」と ある のは 「この 法律 に基づ く命 令（船 員職業 安定 法第 八十九 条の 規定に より これら の規 定が 適用さ れる場 合を 含む。 ）」 と、
同条 第二項 中「船 内苦 情処 理手続 」と あるの は「 派遣 先の船 舶所 有者が 定める 船内 苦情処 理手 続」と 、同 法第 百二十 条中 「この 法律 に基い て発
する 命令 」とあ るのは 「こ の法律 に基 いて発 する 命令 （船員 職業 安定法 第八 十九条 の規 定によ りこ れらの 規定 が適用 され る場合 を含 む。 ）並び
に同 条第 七項の 規定 」とし て、 これら 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。
９ 前各項 の規 定に よる船 員法 の特例 （第 五項 の規定 によ る同法 第百十 七条 の二か ら第 百十八 条の 三ま での規 定の 適用に 係る 部分を 除く 。）に つ
い ては、 乗組 み派遣 船員が 同居 の親 族のみ を使 用する 船舶 所有 者（第 一項 、第二 項、第 四項 及び第 五項 の規定 によ り乗 組み派 遣船 員を使 用す る
船 舶所有 者と みな される 者を除 く。 ）に使 用さ れる者 又は 家事 使用人 であ る場合 には 、適用 しな い。
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同一の 家庭 に属す る者の みを 使用 する船 舶所 有者（ 第四 項の 規定に より 乗組み 派遣船 員を 使用す る船 舶所有 者と みな される 者を 除く。 ）に 使
用され る乗 組み派 遣船 員の 派遣就 業に関 して は、船 員法 第七章 、第 八十 五条第 一項 及び第 八十 六条第 一項 本文並 びに第 九章 の二 の規定 （第 四項
の規定 によ りこれ らの 規定 が適用 され る場合 を含 む。） は、 適用し ない 。
（略 ）
第二 項か ら第四 項ま で及び 第八項 に規 定す るもの のほ か、こ の条 の規 定によ り船 員法及 び同法 に基 づく命 令の 規定を 適用 する 場合に おけ る技
術的 読替 えその 他必 要な事 項は 、命 令で定 める。

（ 雇用の 分野 におけ る男女 の均 等な 機会及 び待 遇の確 保等 に関 する法 律の 適用に 関する 特例 ）
第 九十一 条 船員派 遣の 役務 の提供 を受け る者 がその 指揮 命令の 下に 労働 させる 派遣 船員の 当該 船員派 遣に 係る就 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 当該派 遣船 員を 雇用す る事業 主と みなし て、 雇用の 分野 におけ る男 女の 均等な 機会 及び待 遇の 確保等 に関す る法 律
（ 昭和 四十七 年法 律第百 十三 号）第 九条 第三 項、第 十一 条第一 項、 第十二 条及 び第十 三条第 一項 の規 定を適 用す る。こ の場 合に おいて 、同 法第
十一条 第一 項中「 雇用 管理上 」とあ るの は、 「雇用 管理 上及び 指揮 命令 上」と する 。

（指針 ）
第九 十六条 国 土交通 大臣は 、第 四条 、第十 六条 、第十 九条 及び 第四十 八条 第二項 に定 める事 項に関 し、 無料船 員職 業紹 介事業 者、 船員の 募集 を
行う 者及 び無料 船員 労務供 給事 業者が 適切に 対処 する ために 必要 な指針 を公 表する もの とす る。
（略）
２

（ 指導及 び助 言）
第 九十七 条 国土交 通大 臣は 、この 法律 （第三 章第四 節第 二款第 四目 の規 定を除 く。 第百条 並び に第百 二条 第一項 及び 第二項 にお いて同 じ。 ）の
施 行に関 し必 要が あると 認め るとき は、 無料 船員職 業紹 介事業 者、船 員の 募集を 行う 者、無 料船 員労 務供給 事業 者並び に船 員派遣 をす る事業 主
及び船 員派遣 の役 務の提 供を 受ける 者に 対し 、その 業務 の適正 な運 営又 は適正 な派遣 就業 を確保 する ために 必要 な指導 及び 助言 をする こと がで
きる。

（改 善命令 ）
第九 十八条 国 土交通 大臣 は、無 料船 員職業 紹介 事業者 、船 員の 募集を 行う 者又は 無料 船員労 務供 給事業 者が、 その 業務 に関し この 法律又 はこ の
法律 に基 づく命 令の 規定に 違反 した場 合に おいて 、当 該業務 の適 正な運 営を 確保す るた めに 必要が ある と認め ると きは、 これら の者 に対 し、当
該業 務の 運営を 改善 するた めに 必要 な措置 を講 ずべき こと を命ず ること がで きる。
（略 ）
２
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（国土 交通 大臣に 対する 申告 ）
第百条 無 料船員 職業 紹介事 業者 、船員 の募 集を行 う者 、無料 船員 労務供 給事 業者又 は船 員派 遣をす る事 業主若 しくは 船員 派遣の 役務 の提 供を受
ける者 がこ の法律 又は この 法律に 基づ く命令 の規 定に違 反す る事実 があ る場合 にお いては 、当 該無料 船員 職業 紹介事 業者 に求職 の申込 みを した
求職 者、当 該募集 に応 じた 船員、 当該 無料船 員労 務供 給事業 者か ら供給 される 船員 又は当 該派 遣就業 に係 る派 遣船員 は、 国土交 通大 臣に 対し、
その 事実 を申告 し、 適当な 措置を とる べきこ とを 求め ること がで きる。
（略）
２

（ 報告及 び検 査）
第 百二条 （ 略）
２ 国土 交通 大臣は 、こ の法 律を施 行す るため に必 要な限 度に おいて 、所 属の職 員に 、船員 職業 紹介事 業、 船員 の募集 若し くは船 員労務 供給 事業
を 行う 者又は 船員 派遣事 業を 行う事 業主 若し くは当 該事 業主か ら船 員派遣 の役 務の提 供を受 ける 者の 事業所 その 他の施 設に 立ち 入り、 関係 者に
質問さ せ、 又は帳 簿、 書類そ の他の 物件 を検 査させ るこ とがで きる 。
３・４ （ 略）

（事 業の停 止又 は許可 の取 消し）
第百 三条 国土 交通 大臣は 、無 料船員 職業紹 介事 業者、 船員 の募 集を行 う者 、無料 船員 労務供 給事 業者若 しく は船員 派遣 元事業 主が 法令若 しく は
これ に基 づく国 土交 通大臣 若し くは 地方運 輸局 長の処 分に違 反し 、若し くは その事 業若 しく は業務 が公 益を害 する おそれ があ ると認 める とき、
又は これ らの者 が許 可に付 され た条 件に違 反し たとき は、 その 事業若 しくは 業務 を停止 し、 又は許 可を 取り消 すこ とが できる 。
国土 交通 大臣は 、船 員派遣 元事業 主が 第五 十六条 各号 （第五 号を 除く 。）の いず れかに 該当 してい るとき は、 許可を 取り 消す ことが でき る。
第一 項の 規定に より 船員 職業紹 介事 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 には 、船員 職業 紹介事 業の 許可
を 与える こと がで きない 。
２
３

第百十 一条 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 。
一 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
を行 つた者 又は これに 従事 した者
二 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
従事 した 者
第 百十二 条 次の各 号のい ずれ かに該 当す る者 は、一 年以 下の懲 役又 は百 万円以 下の罰 金に 処する 。
一 第三 十三 条の 規定に 違反し た者 （次条 第二 号の規 定に 該当 する者 を除 く。）
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二 偽 りそ の他不 正の行 為に より、 第三 十四 条第一 項、 第四十 四条 第一 項、第 五十一 条若 しくは 第五 十五条 第一 項の許 可又 は第 六十条 第二 項の
規定に よる 許可 の有効 期間 の更新 を受け た者
第 三十 七条の 規定 に違 反した 者
第四十 四条第 一項 の規 定に違 反し た者
第五 十条の 規定 に違反 した者
第五 十四条 第一 項の規 定に 違反 した者
第六 十三条 の規 定に違 反し た者
第百 三条 第一項 の規定 によ る船 員職業 紹介 事業、 船員 の募 集の業 務、 船員労 務供給 事業 又は船 員派 遣事業 の停 止の 処分に 違反 した者
三
四
五
六
七
八

第 百十三 条 次の各 号の いず れかに 該当 する者 は、 六月以 下の 懲役又 は三 十万円 以下 の罰金 に処 する。
一 第 三十六 条の 規定に 違反 した者
二 第 四十 条第一 項の 規定に よる届 出を しな いで、 又は 虚偽の 届出 をし て、無 料の 船員職 業紹介 事業 を行つ た者
三 第 四十 四条第 二項 の規 定に違 反し た者
四 第 四十 五条の 規定 に違 反した 者
五 第四十 六条 の規定 に違 反した 者
六 第四 十七条 の規 定に違 反し た者
七 第九 十八条 の規 定によ る命 令に 違反し た者
八 虚偽 の広告 、文 書の掲 出若 しく は頒布 若し くは放 送そ の他 第四十 八条第 二項 の国土 交通 省令で 定め る方法 によ り、 又は虚 偽の 労働条 件を 提
示 して 船員職 業紹介 、船 員の募 集、 船員労 務供 給若 しくは 船員 派遣を 行つ た者又 はこ れに従 事し た者
労働 条件 が法 令に違 反す る船舶 その 他の事 業場の 業務 に就 かせる ため に、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 従事し た者
九

第百十 四条 次の 各号 のいず れか に該当 する者 は、 三十 万円以 下の 罰金に 処す る。
一 第 三十 八条（ 第四 十条 第四項 にお いて準 用す る場合 を含む 。） の帳 簿書類 を作 成せず 、若 しくは 備え 置か なかつ た者又 は虚 偽の帳 簿書 類を
作成 した者
二 第五 十五条 第二項 （第 六十条 第五 項にお いて 準用 する場 合を 含む。 ）に 規定す る申 請書又 は第 五十五 条第 三項（ 第六 十条第 五項 にお いて準
用す る場 合を含 む。 ）に 規定す る書類 に虚 偽の記 載を して提 出し た者
三 第六 十一条 第一 項、第 六十 二条 第一項 若し くは第 六十 四条第 三項の 規定 による 届出 をせ ず、若 しく は虚偽 の届 出を し、又 は第六 十一 条第一
項 に規定 する 書類に 虚偽 の記載 をし て提出 した 者
第七 十三 条、 第七十 四条、 第七 十五条 第一 項、第 七十 六条 、第七 十七 条、第 八十 五条又 は第 八十六 条の 規定に 違反 した者
四
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五
六

第 百一 条の規 定によ る地 方運輸 局長 の求 めがあ つた 場合に おい て報 告をせ ず、又 は虚 偽の報 告を した者
第 百二 条第一 項又 は第 二項の 規定に 違反 して、 報告 をせず 、若 しく は虚偽 の報 告をし 、帳 簿書類 の提 出をせ ず、若 しく は虚 偽の記 載を した
帳簿書 類を 提出 し、検 査若 しくは 調査 を拒み 、妨 げ、若 しく は忌避 し、 又は質 問に 対して 答弁 をせ ず、若 しく は虚偽 の陳 述をし た者

第百 十六条 次 の各 号のい ずれか に該 当する 者は 、十万 円以 下の 過料に 処す る。
一 第三 十五条 の規 定に違 反し た者
二 （略 ）

事務
（略 ）
一 第十 四条第 二項 の規定 によ り市 町村が 処理 するこ ととさ れて いる事 務
二 第 八十 九 条第 八項 又は 第 九十 二 条第 一項 の規 定に よ り読み 替えて 適用さ れる船 員法第 百四条
第三 項の 規定に より 都道府 県が 処理す るこ ととさ れて いる事 務
（ 略）

○ 地方自 治法 （昭和 二十 二年 法律第 六十七 号） （抄）
別 表第 一 第 一号法 定受 託事 務（第 二条 関係）
法律
（略）
船 員 職 業 安 定 法 （ 昭 和 二 十 三 年法 律 第 百三
十号 ）
（略 ）

○ 自衛隊 法（ 昭和二 十九 年法律 第百六 十五 号） （抄）

（ 労働組 合法 等の 適用除 外）
第百八 条 労 働組 合法（ 昭和 二十四 年法 律第百 七十 四号 ）、労 働関 係調整 法（ 昭和二 十一 年法律 第二十 五号 ）、 労働基 準法 （昭和 二十 二年 法律第
四十九 号） 、船員 法（ 昭和二 十二 年法律 第百 号）（ 第一 条、第 二条 、第 七条か ら第 十八条 まで 、第二 十条 、第二 十五条 から 第二 十七条 まで 、第
百二十 二条 から第 百二 十五 条まで 、第 百二十 六条 （第六 号から 第八 号ま でを除 く。 ）、第 百二 十七条 、第 百二 十八条 （第三 号を 除く。 ）及 び第
百三 十四条 並びに これ らに 関する 第百 二十条 の規 定を 除く。 ）、 最低賃 金法（ 昭和 三十四 年法 律第百 三十 七号 ）、じ ん肺 法（昭 和三 十五年 法律
第三 十号 ）、船 員災害 防止 活動の 促進 に関す る法 律（ 昭和四 十二 年法律 第六 十一号 ）及 び労働 安全 衛生法 （昭 和四十 七年 法律第 五十 七号 ）並び
にこ れら に基づ く命 令の規 定は 、隊員 につ いては 、適 用しな い。

○ 内航海 運組 合法（ 昭和 三十二 年法 律第百 六十 二号） （抄 ）
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（定義 ）
第二条 こ の法律 にお いて「 内航 運送 」とは 、次 に掲げ る船 舶（は しけを 含む 。以下 同じ 。） 以外の 船舶 による 貨物 の運 送であ つて、 船積 港及び
陸揚 港のい ずれも が本 邦内 にある もの をいう 。
一～ 五 （略）
２ この法 律に おい て「内 航海 運事業 」と は、次 に掲 げる事 業を いう。
一・ 二 （略）
三 貨物 利用 運送事 業法（ 平成 元年 法律第 八十 二号） 第二 条第 六項の 貨物 利用運 送事業 （内 航海運 業法 第二条 第二 項の 内航運 送を する事 業又 は
当 該事 業に相 当す る前号 に掲 げる事 業を営 む者 の行 う運送 に係 るもの に限 る。）

課税 標準

一件に つき 十五万 円

税率
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○小型 船造 船業法 （昭 和四十 一年法 律第 百十九 号） （抄 ）

（造船 法の 適用除 外）
第二 十二条 小 型船造 船業を 営む 者は 、当該 小型 船造船 業に つい て造船 法第 六条の 規定 による 届出を しな くても よい 。

○登 録免 許税法 （昭 和四十 二年 法律第 三十 五号 ）（抄 ）

許可件 数

別 表第一 課 税範囲 、課 税標 準及び 税率 の表（ 第二条 、第 五条、 第九 条、 第十条 、第 十三条 、第 十五条 ―第 十七条 、第 十七条 の三 ―第十 九条 、第
二 十三条 、第 二十 四条、 第三 十四条 ―第 三十 四条の 五関 係）
登記、 登録 、特 許、免 許、許 可、 認可、 認定 、指定 又は 技能証 明の 事項
一～百 二十 七の 二 （ 略）
百二 十八 船舶 の製造 事業 等に係 る施 設又は 設備 の新 設等の 許可
造船 法（ 昭和二 十五 年法律 第百 二十九 号） 第二条 第一 項（ 施設の 新設 等の許 可等 ）の規 定によ る船 舶
の製 造又 は修 繕に係 る施 設の新 設、譲 受け 又は借 受け の許可 （当 該許 可を受 けて いる者 が当 該許可 に係
る施 設に つい て受け るも の及び 一時 的な需 要の ために 行う 許可で 財務 省令で 定め るもの を除 く。 ）
（ 略）
百 二十 九 （ 略）
（一）

（二）

百三十 船 舶等の 製造工 事若 しく は改造 修理 工事若 しく は整備 に係 る事 業場の 認定又 は船 舶等に 係る 登録検 定機 関、登 録検 査確 認機関 、船
級協 会若し くは 登録検 査機 関の登 録
・
（略 ）
船舶 安全法 第六 条ノ 四第一 項（ 登録検 定機 関の登 録） の登録 （更 新の登 録を 除く。 ）
登録件 数 一件に つき 九万円
船 舶安全 法第六 条ノ 五（登 録検 査確認 機関 の登録 ）の 登録 （更新 の登 録を除 く。 ）
登録件 数 一件に つき 九万円
～
（ 略）
百三 十一 海洋 汚染 等の 防止に 係る 船舶の 製造 工事若 しく は改造 修理 工事若 しく は整備 に係 る事業 場の 認定 、廃油 処理 事業の 許可 又は登 録
確 認機関 、船 級協会 若し くは登 録検 定機関 の登 録
～
（略）
海 洋汚 染等 及び海 上災 害の防 止に 関する 法律 第十九 条の四 十九 第一 項にお いて 準用す る船 舶安 全法第 登 録件数 一件 につ き九万 円
六 条ノ 四第一 項（ 登録 検定機 関の 登録） の登 録（更 新の 登録を 除く 。）
（略 ）
百三十 二～ 百六 十 （ 略）

○海 洋汚染 等及 び海 上災害 の防 止に関 する法 律（ 昭和四 十五 年法 律第百 三十 六号） （抄 ）

（船 舶安 全法の 準用 ）
第 十九条 の四 十九 船舶 安全法 第六条 第三 項及 び第四 項、 第六条 ノ二 から 第六条 ノ四 まで、 第九 条第三 項から 第五 項まで 、第 十一 条、第 二十 九条
ノ 三第一 項並 びに 第二十 九条 ノ四第 一項 の規定 は、海 洋汚 染防 止設備 （有 害水バ ラス ト処理 設備 を除 く。次 項にお いて 同じ。 ）又 は大気 汚染 防
止 検査対 象設 備（ 第十九 条の 七第一 項及 び第 二項に 規定 する原 動機を 除く 。次項 にお いて同 じ。 ）の 検査又 は検 定につ いて 準用す る。 この場 合
におい て、同 法第 六条第 三項 中「第 二条 第一 項各号 ニ掲 グル事 項ニ 係ル 」とあ り、並 びに 同法第 六条 ノ二、 第六 条ノ三 及び 第六 条ノ四 第一 項中
「船舶 又ハ 第二条 第一 項各号 ニ掲 グル事 項ニ 係ル」 とあ るのは 「海 洋汚 染等及 び海 上災害 の防 止に関 する 法律第 五条第 一項 乃至 第三項 、第 九条
の三第 一項 、第十 条の 二第 一項、 第十 九条の 二十 一第二 項、第 十九 条の 二十四 第一 項又ハ 第十 九条の 三十 五の 四第二 項ニ規 定ス ル」と 、同 法第
六条 第四項 中「前 三項 」と あるの は「 前項」 と、 「前 条ノ検 査（ 特別検 査ヲ除 ク） 及第一 項ノ 製造検 査（ 前項 ノ規定 ニ依 ル検査 ニ合 格シタ ル事
項ニ 限ル ）」と あるの は「 海洋汚 染等 及び海 上災 害の 防止に 関す る法律 第十 九条の 二十 八第三 項ニ 規定ス ル法 定検査 」と 、同法 第六 条ノ 二及び
第六 条ノ 三中「 第五 条第一 項第 三号」 とあ るのは 「同 法第十 九条 の三十 九」 と、同 法第 六条 ノ二中 「第 二条第 一項 ニ規定 スル」 とあ るの は「同
法第 五条 第四項 、第 九条の 三第 二項 、第十 条の 二第二 項、 第十九 条の二 十一 第二項 、第 十九 条の二 十四 第二項 又ハ 第十 九条の 三十五 の四 第二項
ニ 規定ス ル」 と、同 条中「 第五 条ノ 検査（ 特別 検査ヲ 除ク ）及 前条ノ 検査 」とあ り、及 び同 法第六 条ノ 四第一 項中 「第 五条ノ 検査 （特別 検査 ヲ
除 ク）及 第六 条ノ 検査」 とある のは 「同法 第十 九条の 二十 八第 三項ニ 規定 スル法 定検 査及同 法第 十九条 の四 十九第 一項 ニ於テ 準用 スル第 六条 第
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（二）

（七）

（七）

（五）（四）（三）（一）

（八）（一）

（九）

三項ノ 検査 」と、 同法第 六条 ノ三中 「定 期検 査又ハ 中間 検査」 とあ るの は「同 法第十 九条 の三十 六又 ハ第十 九条 の三十 八ノ 検査 」と、 「臨 時検
査」と ある のは「 同法 第十 九条の 三十九 ノ検 査」と 読み 替える もの とす る。
２ （ 略）
３ 船舶安 全法第 三章 第一節 （第 二十 五条の 六十 三から 第二 十五 条の六 十六ま でを 除く。 ）及 び第二 十九 条ノ五 第一 項の 規定は 、第 一項に おい て
準用 する 同法第 六条 ノ四第 一項の 登録 、登録 検定 機関 及び登 録検 定機関 が行 う検定 につ いて準 用す る。こ の場 合にお いて 、同法 第二 十五 条の四
十七 第一 項第一 号中 「別表 第一 」と あるの は「海 洋汚 染等及 び海 上災害 の防 止に関 する 法律 別表第 二」 と、同 条第 二項第 一号中 「こ の法 律又は
この 法律 に基づ く命 令」と ある のは 「この 法律 若しく は海 洋汚染 等及 び海上 災害の 防止 に関 する法 律又 はこれ らの 法律 に基づ く命 令」と 、同法
第 二十五 条の 五十四 中「第 二十 五条 の二十 六」 とある のは 「海 洋汚染 等及 び海上 災害の 防止 に関す る法 律第十 九条 の四 十九第 三項 におい て準 用
す る船舶 安全 法第 二十五 条の 二十六 」と読 み替 えるも のと する 。

第 五十 六条 次の各 号の いず れかに 該当 する者 は、 百万 円以下 の罰 金に処 する 。
一～十 （ 略）
十一 第十 九条の 四十 九第 一項に おい て準用 する船 舶安 全法第 六条 ノ四 第二項 の規 定によ り確 認した 海洋 汚染防 止設 備又は 大気 汚染防 止検 査対
象設備 以外 の海 洋汚染 防止 設備又 は大 気汚 染防止 検査 対象設 備につ いて 第十九 条の 四十九 第一 項に おいて 準用 する同 法第 九条第 五項 の標示 を
付し た者
十二 ～十 四 （ 略）

○ 船員の 雇用 の促進 に関 する特 別措置 法（ 昭和 五十二 年法 律第九 十六 号） （抄）

（ 船員職 業紹 介事 業につ いて の船員 職業 安定 法の適 用除 外等）
第九条 船員 職業 安定法 第三 十三条 、第 三十四 条、 第四 十一条 、第 四十三 条及 び第百 二条 の規定 は、船 員雇 用促 進セン ター が行う 船員 職業 紹介事
業につ いて は適用 しな い。
船 員職 業安定 法第 七条、 第十 五条 から第 十九 条まで 、第二 十条 第二項 、第 二十一 条、 第九 十六条 第一 項及び 第百 条の規 定は 、船員 雇用 促進セ
ンタ ーが行 う船員 職業 紹介 事業に つい て準用 する 。
２

○エ ネルギ ー環 境適 合製品 の開 発及び 製造 を行 う事業 の促 進に関 する法 律（ 平成二 十二 年法律 第三 十八 号）（ 抄）
（ 公庫の 業務 の特 例）
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第六条 公 庫は、 株式会 社日 本政策 金融 公庫法 （平 成十 九年法 律第 五十七 号） 第一条 及び 第十一 条の規 定に かか わらず 、次 に掲げ る業 務（ 以下「
特定事 業促 進円滑 化業 務」 という 。）を 行う ことが でき る。
一 指 定金 融機関 に対 し、 認定事 業者 が認定 特定 事業計 画に 従って 特定 事業を 実施 するた めに 必要な 資金 の貸 付けに 必要 な資金 の貸付 けを 行う
こと 。
前号 に掲げ る業 務に附 帯する 業務 を行う こと 。
二

業務

エ ネル ギー環 境適 合製 品の開 発及 び製造 を行 う事業 の促 進に関 する法 律
（ 平成 二十二 年法 律第 三十八 号。 以下「 製造 事業促 進法 」とい う。 ）第
十七 条の規 定によ り読 み替え て適 用する 第四 十一条
業 務及び 特定 事業促 進円 滑化業 務（ 製造 事業促 進法 第六条 に規 定する 特
定事 業促進 円滑 化業務 をい う。 以下同 じ。 ）
（略 ）
次に 掲げ る業 務及び 特定 事業促 進円滑 化業 務
業務 及び 特定 事業促 進円 滑化業 務
業 務並び に特 定事業 促進 円滑化 業務
、 第三 十三条 及び 前条並 びに 製造事 業促 進法第 十七 条の規 定に より読 み
替え て適用 する 第三十 一条
、 第三 十三条 及び 第三 十四条 並び に製造 事業 促進法 第十 七条の 規定 によ
り読 み替 えて 適用す る第 三十一 条
次に 掲げる 業務 及び特 定事 業促進 円滑 化業務
製造 事業促 進法 第十七 条の 規定 により 読み 替えて 適用す る前 条
会 社法 第二百 九十 五条第 二項
額 」と あるの は「 エネ ルギー 環境 適合製 品の 開発及 び製造 を行 う事業 の
促 進に 関する 法律 （平 成二十 二年 法律第 三十 八号。 以下 「製造 事業 促進
法」 とい う。 ）第十 七条 の規定 によ り読 み替え て適用 する 株式会 社日 本
政 策金融 公庫 法第四 十一 条
製造 事業促 進法 第十七 条の 規定 により 読み 替えて 適用 する株 式会社 日本

（株 式会 社日本 政策 金融公 庫法 の適 用）
第 十七条 特 定事業 促進円 滑化 業務が 行わ れる 場合に は、 次の表 の上 欄に 掲げる 株式会 社日 本政策 金融 公庫法 の規 定中同 表の 中欄 に掲げ る字 句は
、 それぞ れ同 表の 下欄に 掲げ る字句 とする 。
第 四条 第三項
第 四十一 条

（略 ）
第三 十一 条第二 項第 一号
第三 十一 条第二 項第 二号
第三 十一 条第四 項
第 三十 五条第 二項
第 三十 六条第 二項
第四十 一条
第四十 二条 第一 項

（ 略）
次に掲 げる業 務
業務
業務
、第 三十一 条、 第三十 三条 及び 前
条
、 第三十 一条 、第三 十三 条及び 第
三十四 条
次 に掲げ る業 務
前条
同法 第二百 九十 五条第 二項
額」 とあ るのは 「株式 会社 日本 政
策 金融公 庫法 第四十 一条

株 式会 社日本 政策 金融公 庫法第 四
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第四十 二条 第二 項

十一条 の規 定によ り設 けられ た勘
定に 属する 資本 金
第 四十 七条第 一項
前条
同 法第四 百四 十八条 第一 項
株 式会社 日本 政策金 融公 庫法第 四
十 一条
前条
業務
及 び第四 十一 条各号 に掲 げる業 務
業務
及び
第 四十 九条
第四 十一条
業務
第四 十九条 第二 項

第 四十 二条第 三項
第 四十 七条第 一項 及び第 五項
第 四十 七条第 七項
第四十 九条 第二項
第四十 九条 第二 項各号
第五十 一条 第一 項

第五 十一 条第二 項
この 法律に
（略 ）
こ の法律

（ 略）

とす る。

第 五十 七条
（ 略）
第 六十 四条第 一項

（略 ）

○株 式会社 日本 政策 金融公 庫法 （平成 十九 年法 律第五 十七 号）（ 抄）
（ 目的）

政策 金融 公庫 法第四 十一 条の規 定に より設 けられ た勘 定に属 する 資本 金

製造 事業促 進法 第十七 条の 規定 により 読み 替えて 適用 する第 四十七 条第
一項
製 造事 業促進 法第 十七 条の規 定に より読 み替 えて適 用する 前条
会社法 第四百 四十 八条 第一項
製造 事業促 進法第 十七 条の規 定に より読 み替 えて適 用す る株 式会社 日本
政策 金融公 庫法 第四十 一条
製 造事 業促進 法第 十七 条の規 定によ り読 み替え て適 用する 前条
業 務及 び特定 事業 促進 円滑化 業務
並びに 第四 十一条 各号 に掲げ る業 務及び 特定 事業促 進円 滑化 業務
業務 及び特 定事 業促進 円滑化 業務
並び に
製造 事業促 進法 第十七 条の 規定 により 読み 替えて 適用 する第 四十 九条
製 造事 業促進 法第 十七 条の規 定によ り読 み替え て適 用する 第四 十一条
業 務及 び特定 事業 促進 円滑化 業務
製造 事業 促進 法第十 七条 の規定 によ り読 み替え て適用 する 第四十 九条 第
二項
製 造事 業促進 法並 びにこ れら に
（ 略）
こ の法 律（製 造事 業促 進法第 十七 条の規 定に より読 み替 えて適 用す る場
合を含 む。）
とす る。 ただ し、特 定事 業促進 円滑 化業 務並び に当該 業務 に係る 財務 及
び会 計に関 する 事項に つい ては 、経済 産業大 臣及 び財務 大臣 とする 。
（略 ）
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第一条 株 式会社 日本政 策金 融公庫 （以 下「公 庫」 とい う。） は、 一般の 金融 機関が 行う 金融を 補完す るこ とを 旨とし つつ 、国民 一般 、中 小企業
者及び 農林 水産業 者の 資金 調達を 支援す るた めの金 融の 機能を 担う とと もに、 内外 の金融 秩序 の混乱 又は 大規模 な災害 、テ ロリ ズム若 しく は感
染症等 によ る被害 に対 処す るため に必 要な金 融を 行うほ か、 当該必 要な 金融が 銀行 その他 の金 融機関 によ り迅 速かつ 円滑 に行わ れるこ とを 可能
とし 、もっ て国民 生活 の向 上に寄 与す ること を目 的と する株 式会 社とす る。

（業 務の 範囲）
第十 一条 公庫 は、 その目 的を 達成す るた め、 次の業 務を 行うも のと する。
一 別表 第一 の中欄 に掲げ る者 に対 して、 それ ぞれ同 表の 下欄 に掲げ る資 金を貸 し付け る業 務（同 表第 十四号 の下 欄に 掲げる 資金 を貸し 付け る
業 務に あって は、 当該資 金を 調達す るため に新 たに 発行す る社 債（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 六十六
条 第一 号に規 定す る短期 社債 を除 く。第 五十 三条に おいて 同じ 。）を 応募 その他 の方 法に より取 得す る業務 を含 む。以 下同 じ。） を行 うこと 。
二 別 表第二 に掲 げる業 務を 行うこ と。
三 中 小企 業信用 保険 法（昭 和二十 五年 法律 第二百 六十 四号） の規 定に よる保 険を 行うこ と。
四 削除
五 公 庫の 行う業 務の 利用 者に対 して 、その 業務 に関 連する 情報の 提供 を行う こと 。
六 前各号 に掲 げる業 務に 附帯す る業 務を行 うこ と。
２ 公庫は 、そ の目 的を達 成す るため 、主務 大臣 が、一 般の 金融 機関が 通常 の条件 によ り特定 資金 の貸付 け等 を行う こと が困難 であ り、か つ、 主
務大 臣が 指定す る者 （以下 「指 定金 融機関 」と いう。 ）が危 機対 応業務 を行 うこと が必 要で ある旨 を認 定する 場合 に、次 に掲 げる業 務を 行うも
のと する 。
一 指定 金融 機関に 対し 、特定 資金 の貸付 け等 に必要 な資 金の 貸付け を行 うこと 。
二 指定 金融 機関 が行う 特定 資金の 貸付 け等に 係る債 務の 全部 又は一 部の 弁済が なさ れない こと とな った場 合にお いて 、その 債権 者であ る指 定
金 融機 関に対 して その弁 済が なさ れない こと となっ た額 の一部 の補て んを 行うこ と。
三 前 二号に 掲げ る業務 に附 帯する 業務 を行 うこと 。
３ 公 庫は 、前二 項に 規定す る業 務のほ か、そ の目 的を 達成す るた め、指 定金 融機関 が行 った 特定資 金の 貸付け 等であ って 前項第 一号 又は 第二号
に掲げ る業 務に係 るも のに ついて 、当 該指定 金融 機関に 対し利 子補 給金 を支給 する 業務及 びこ れに附 帯す る業 務を行 うこと がで きる。

〇港 湾運送 事業 法（ 昭和二 十六 年法律 第百 六十一 号）（ 抄）
（ 定義）
第 二条 （略 ）

- 39 -

２ こ の法 律で「 港湾運 送事 業」と は、 営利を 目的 とす るとし ない とを問 わず 港湾運 送を 行う事 業をい う。
３ （ 略）
４ こ の法 律で「 港湾 」とは 、政 令で 指定す る港 湾（そ の水 域は、 政令で 定め るもの を除 くほ か、港 則法 （昭和 二十 三年 法律第 百七十 四号 ）に基
づく 港の区 域をい う。 ）を いう。
（事 業の 種類）
第三 条 港 湾運 送事 業の種 類は 、次に 掲げ るも のとす る。
一 一般 港湾 運送事 業（前 条第 一項 第一号 に掲 げる行 為を 行う 事業）
二 港湾 荷役 事業 （前条 第一 項第二 号及び 第四 号に掲 げる 行為 を行う 事業 ）
三 はし け運 送事 業（前 条第 一項第 三号 に掲 げる行 為を行 う事 業）
四 い かだ運 送事 業（前 条第 一項第 五号 に掲 げる行 為を 行う事 業）
五 検 数事 業（前 条第 一項第 六号に 掲げ る行 為を行 う事 業）
六 鑑 定事 業（前 条第 一項 第七号 に掲 げる行 為を行 う事 業）
七 検 量事 業（前 条第 一項 第八号 に掲 げる行 為を 行う 事業）

（指 定区 間にお いて する内 航運 送の特 例）
第三 十三条 の二 内 航海運 業法 （昭和 二十 七年 法律第 百五十 一号 ）及び 貨物 利用運 送事 業法（ 平成 元年 法律第 八十 二号） の規 定は、 一般港 湾運 送
事業 者又 ははし け運 送事業 の許 可を 受けた 者（ 以下「 はし け運 送事業 者」と いう 。）が 当該 事業の 許可 を受け た港 湾を 起点又 は終 点とす る指 定
区 間にお いて するは しけ 以外の 木製 船舶に よる 物品の 運送 （自 己の引 き受 けた運 送を 他の者 に下 請をさ せる場 合を 含み 、一般 港湾 運送事 業者 に
つ いては 一般 港湾 運送事 業に 相当す る事 業の一 部とし て行 う場 合に限 る。 ）につ いて は、こ れを 適用 しない 。一般 港湾 運送事 業者 又はは しけ 運
送 事業者 が死 亡し た場合 にお いて、 第十 八条 第五項 の規 定によ り引き 続き 事業を 営む 者につ いて も、 同様と する 。
（ 略）
２

○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 ）（抄 ）

（定 義）
第二 条 こ の法 律に おいて 「有 限責任 事業 組合 」とは 、次 条第一 項の有 限責 任事業 組合 契約に よっ て成 立する 組合 をいう 。
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○産業 競争 力強化 法（平 成二 十五年 法律 第九十 八号 ）（ 抄）

（事業 再編 の実施 に関 する 指針）
第二 十二条 経済 産業 大臣及 び財 務大 臣（財 務大 臣にあ って は、 次項第 七号に 掲げ る事項 に限 る。） は、 事業再 編の 実施 に関す る指 針（以 下こ の
節に おい て「実 施指 針」と いう。 ）を 定める もの とす る。
２ 実施指 針に おい ては、 次に 掲げる 事項 につい て定 めるも のと する。
一 事業 再編に よる 生産性 及び 財務 内容の 健全 性の向 上に 関する 目標 の設定 に関す る事 項（ 第三号 に掲 げる事 項を 除く 。）
二 事業 再編 の実施 方法に 関す る事 項（第 四号 に掲げ る事 項を 除く。 ）
三 特別 事業 再編 による 生産 性及び 財務内 容の 健全性 の向 上に 関する 目標 の設定 に関 する事 項
四 特別 事業 再編 の実施 方法 に関す る事 項
五 国 内外の 市場 におい て著 しい成 長発 展が 見込ま れる 事業分 野及 び当該 事業 分野に 係る特 別事 業再 編に関 し留 意すべ き事 項
六 相 当数 の事業 者の 事業活 動に広 く用 いら れる商 品又 は役務 及び 当該 商品又 は役 務に係 る特別 事業 再編に 関し 留意す べき 事項
七 事 業再 編のた めの 措置 のうち 生産 性向上 設備等 の導 入を行 い、 又は 特別事 業再 編のた めの 措置を 行う のに必 要な 資金の 調達 の円滑 化に 関し
て株式 会社 日本 政策金 融公 庫（以 下「 公庫 」とい う。 ）及び 指定金 融機 関（第 三十 九条第 一項 の規 定によ り指 定され た指 定金融 機関 をいう 。
第三 十七条 第一 項第一 号及 び第二 号に おい て同じ 。） が果た すべ き役割 に関 する事 項
八 その 他事業 再編 に関す る重 要事項
経済産 業大 臣及 び財務 大臣 は、経 済事 情の 変動に より必 要が 生じた とき は、実 施指 針を変 更す るも のとす る。
経済 産業大 臣及 び財務 大臣 は、実 施指 針を 定め、 又は これを 変更 しよう とす るとき は、あ らか じめ 、関係 行政 機関の 長に 協議 するも のと する。
経済 産業 大臣及 び財 務大臣 は、実 施指 針を 定め、 又は これを 変更 した ときは 、遅 滞なく 、こ れを公 表する もの とする 。
３
４
５

（ 事業再 編計 画の 認定）
第二十 三条 事業 者は、 その 実施し よう とする 事業 再編 （当該 事業 者が法 人を 設立し 、そ の法人 が実施 しよ うと するも のを 含む。 ）に 関す る計画
（以下 「事 業再編 計画 」とい う。 ）を作 成し 、主務 省令 で定め ると ころ により 、こ れを主 務大 臣に提 出し て、そ の認定 を受 ける ことが でき る。
２ 二 以上 の事業 者が その事 業再 編の ための 措置 を共同 して行 おう とする 場合 にあっ ては 、当 該二以 上の 事業者 は共 同して 事業 再編計 画を 作成し
、前 項の認 定を受 ける こと ができ る。
３ 事業再 編計 画には 、次 に掲げ る事 項を記 載し なけれ ばな らな い。
事業 再編の 目標
事業 再編に よる 生産性 及び 財務 内容の 健全 性の向 上の 程度を 示す指 標
事業 再編 の内容 及び実 施時 期
事業 再編 の実 施に必 要な資 金の 額及び その 調達方 法
一
二
三
四
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五 事 業再 編に伴 う労務 に関 する事 項
４ 事 業再 編計画 には 、関係 事業 者及び 外国 関係法 人が 当該事 業者 の事業 再編 のため に行 う措 置に関 する 計画を 含める こと ができ る。
５ 主 務大 臣は、 第一 項の認 定の 申請 があっ た場 合にお いて 、その 事業再 編計 画が次 の各 号の いずれ にも 適合す るも ので あると 認める とき は、そ
の認 定をす るもの とす る。
一 当該 事業再 編計 画が実 施指針 に照 らし適 切な もの である こと 。
二 当該 事業再 編計 画に係 る事 業再 編が円 滑かつ 確実 に実施 され ると見 込ま れるも ので ある こと。
三 当該 事業再 編計 画に係 る事 業再 編によ る生 産性の 向上 が、当 該事 業分野 におけ る市 場構 造に照 らし て、持 続的 なも のと見 込ま れるも のであ
る こと。
四 当該 事業 再編 計画に 係る 事業の 属する 事業 分野が 過剰 供給 構造（ 供給 能力が 需要 に照ら し著 しく過 剰で あり、 かつ 、その 状態 が長期 にわ た
り 継続 するこ とが 見込ま れる 状態 をいう 。第 二十五 条第五 項第 四号及 び第 四十八 条第 一号 におい て同 じ。） にあ る場合 にあ っては 、当 該事業
再 編計 画に係 る事 業再編 が、 当該 事業分 野の 過剰供 給構 造の解 消に 資する もの である こと 。
五 当 該事 業再編 計画 が従業 員の地 位を 不当 に害す るも のでな いこ と。
六 次 のイ 及びロ に適 合す るもの であ ること 。
イ 内 外の 市場 の状況 に照 らして 、当 該申 請を行 う事 業者と その営 む事 業と同 一の 事業分 野に 属す る事業 を営 む他の 事業 者との 間の 適正な 競
争が 確保さ れる もので ある こと 。
ロ 一般 消費者 及び 関連事 業者 の利益 を不 当に害 する おそれ があ るも のでな いこ と。
主務大 臣は 、第 一項の 認定 をした とき は、 主務省 令で定 める ところ によ り、当 該認 定に係 る事 業再 編計画 の内 容を公 表す るもの とする 。
６

（ 事業再 編計 画の変 更等 ）
第 二十四 条 前条第 一項 の認 定を受 けた 者（当 該認定 に係 る事業 再編 計画 に従っ て設 立され た法 人を含 む。 以下「 認定 事業再 編事 業者」 とい う。
） は、当 該認 定に 係る事 業再 編計画 を変 更し ようと する ときは 、主務 省令 で定め ると ころに より 、主 務大臣 の認 定を受 けな ければ なら ない。
２ 主 務大臣 は、 認定事 業再 編事業 者又 はその 関係 事業 者若し くは 外国関 係法 人が当 該認 定に係 る事業 再編 計画 （前項 の規 定によ る変 更の 認定が
あった とき は、そ の変 更後の もの 。以下 「認 定事業 再編 計画」 とい う。 ）に従 って 事業再 編の ための 措置 を行っ ていな いと 認め るとき は、 その
認定を 取り 消すこ とが でき る。
３ 主務大 臣は、 認定 事業再 編計 画が 前条第 五項 各号の いず れか に適合 しない もの となっ たと 認める とき は、認 定事 業再 編事業 者に 対して 、当 該
認定 事業 再編計 画の変 更を 指示し 、又 はその 認定 を取 り消す こと ができ る。
主務大 臣は 、前 二項の 規定 による 認定 の取消 しをし たと きは 、その 旨を 公表す るも のとす る。
前条第 五項 及び 第六項 の規 定は、 第一 項の 認定に つい て準用 する。
４
５

（ 特別事 業再 編計 画の認 定）
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第二十 五条 事業 者は、 その 実施し よう とする 特別 事業 再編に 関す る計画 （以 下「特 別事 業再編 計画」 とい う。 ）を作 成し 、主務 省令 で定 めると
ころに より 、これ を主 務大 臣に提 出して 、そ の認定 を受 けるこ とが でき る。
２ 二 以上 の事業 者が その特 別事 業再 編のた めの 措置を 共同 して行 おうと する 場合に あっ ては 、当該 二以 上の事 業者 は共 同して 特別事 業再 編計画
を作 成し、 前項の 認定 を受 けるこ とが できる 。
３ 特別事 業再 編計 画には 、次に 掲げ る事項 を記 載しな けれ ばな らない 。
一 特別 事業再 編の 目標
二 特別 事業再 編に よる生 産性 及び 財務内 容の 健全性 の向 上の程 度を 示す指 標
三 特別 事業 再編の 内容及 び実 施時 期
四 特別 事業 再編 の実施 に必 要な資 金の額 及び その調 達方 法
五 特別 事業 再編 に伴う 労務 に関す る事 項
４ 特 別事業 再編計 画に は、 関係事 業者 及び外 国関 係法 人が当 該事 業者の 特別 事業再 編のた めに 行う措 置に 関す る計画 を含 めるこ とが でき る。
５ 主 務大 臣は、 第一 項の認 定の申 請が あった 場合 にお いて、 その 特別事 業再 編計画 が次 の各号 のい ずれに も適 合する もの である と認 める ときは
、その 認定 をする もの とす る。
一 当 該特 別事業 再編 計画 が実施 指針 に照ら し適 切な もので あるこ と。
二 当該特 別事 業再編 計画 に係る 特別 事業再 編が 円滑 かつ確 実に 実施さ れる と見込 まれ るもの である こと 。
三 当該 特別事 業再 編計画 に係 る特別 事業再 編に よる 生産性 の向 上が、 当該 事業分 野に おけ る市場 構造に 照ら して、 持続 的なも のと 見込 まれる
もの であ ること 。
四 当該 特別事 業再 編計画 に係 る事 業の属 する 事業分 野が 過剰 供給構 造にあ る場 合にあ って は、当 該特 別事業 再編 計画 に係る 特別 事業再 編が 、
当 該事 業分野 の過剰 供給 構造の 解消 に資す るも ので あるこ と。
五 当該 特別 事業 再編計 画が 従業員 の地 位を不 当に害 する もの でない こと 。
六 次の イ及 びロ に適合 する もので ある こと 。
イ 内 外の市 場の 状況に 照ら して 、当該 申請 を行う 事業 者と その営 む事 業と同 一の事 業分 野に属 する 事業を 営む 他の 事業者 との 間の適 正な 競
争が 確保さ れる もので あるこ と。
ロ 一 般消 費者 及び関 連事 業者の 利益 を不当 に害 するお それ がある もの でない こと 。
主務大 臣は、 第一 項の認 定を した ときは 、主 務省令 で定 める ところ により 、当 該認定 に係 る特別 事業 再編計 画の 内容 を公表 する ものと する 。
６

（特 別事 業再編 計画 の変更 等）
第二 十六条 前 条第 一項の 認定 を受け た者 （以 下「認 定特 別事業 再編事 業者 」とい う。 ）は、 当該 認定 に係る 特別 事業再 編計 画を変 更し ようと す
る ときは 、主 務省令 で定め ると ころ により 、主 務大臣 の認 定を 受けな けれ ばなら ない。
主務 大臣 は、認 定特 別事業 再編 事業者 又は その関 係事 業者若 しく は外 国関係 法人 が当該 認定 に係る 特別 事業再 編計画 （前 項の 規定に よる 変更
２
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の認定 があ ったと きは、 その 変更後 のも の。 以下「 認定 特別事 業再 編計 画」と いう。 ）に 従って 特別 事業再 編の ための 措置 を行 ってい ない と認
めると きは 、その 認定 を取 り消す ことが でき る。
３ 主 務大 臣は、 認定 特別事 業再 編計 画が前 条第 五項各 号の いずれ かに適 合し ないも のと なっ たと認 める ときは 、認 定特 別事業 再編事 業者 に対し
て、 当該認 定特別 事業 再編 計画の 変更 を指示 し、 又は その認 定を 取り消 すこと がで きる。
主務大 臣は 、前 二項の 規定に よる 認定の 取消 しをし たと きは 、その 旨を 公表す るも のとす る。
前条第 五項 及び 第六項 の規 定は、 第一 項の認 定に ついて 準用 する。
４
５

（ 公正取 引委 員会と の関係 ）
第 二十七 条 主務大 臣は 、事 業再編 計画に つい て第二 十三 条第一 項の 認定 （第二 十四 条第一 項の 変更の 認定 を含む 。第三 項に おい て同じ 。） をし
よ うとす る場 合又 は特別 事業 再編計 画に つい て第二 十五条 第一 項の認 定（ 前条第 一項 の変更 の認 定を 含む。 第三 項にお いて 同じ。 ）をし よう と
す る場 合にお いて 、当該 事業 再編計 画に 従っ て行お うと する事 業再 編のた めの 措置又 は当該 特別 事業 再編計 画に 従って 行お うと する特 別事 業再
編のた めの 措置（ 以下 この項 におい て「 事業 再編関 連措 置」と いう 。） が、当 該申 請を行 う事業 者の 営む事 業の 属する 事業 分野 におけ る適 正な
競争が 確保 されな いお それ がある 場合 として 政令で 定め る場合 に該 当す るとき は、 当該認 定に 係る申 請書 の写し を公 正取引 委員 会に送 付す ると
ともに 、あ らかじ め公 正取 引委員 会に 協議す るも のと する。 この場 合に おいて 、主 務大臣 は、 事業再 編関 連措 置が当 該申 請を行 う事 業者の 営む
事業 の属す る事 業分野 にお ける競 争に 及ぼす 影響 に関 する事 項そ の他の 必要 な事項 につ いて意 見を述 べる とと もに、 当該 事業分 野に おけ る内外
の市 場の 状況、 事業 再編関 連措 置を講 ずるこ とに よる 生産性 の向 上の程 度そ の他の 当該 意見 の裏付 けとな る根 拠を示 すも のとす る。
２ 主務大 臣及 び公 正取引 委員 会は、 前項 の協 議に当 たって は、 産業競 争力 の強化 を図 ること の必 要性 に鑑み 、所 要の手 続の 迅速か つ的確 な実 施
を図 るた め、相 互に 緊密に 連絡 する ものと する 。
３ 主務 大臣 及び公 正取 引委員 会は、 第一 項の 規定に よる 送付に 係る 事業 再編計 画又 は特別 事業 再編計 画であ って 主務大 臣が 第二 十三条 第一 項の
認 定又は 第二 十五 条第一 項の 認定を した ものに 従って する 行為 につい て、 当該認 定後 の経済 事情 の変 動によ り事業 者間 の適正 な競 争関係 を阻 害
し 、並び に一 般消 費者及 び関 連事業 者の 利益 を不当 に害 するこ ととな らな いよう 、相 互に緊 密に 連絡 するも のと する。

（現物 出資 及び財 産引 受の調 査に 関する 特例 ）
第二十 八条 事業 者が 認定事 業再 編計 画又は 認定 特別事 業再編 計画 （以下 この 節にお いて 「認 定計画 」と いう。 ）に 従って その 財産の 全部 又は一
部を 出資し 、又は 譲渡 する ことに より 新たに 株式 会社 を設立 する 場合に おける 当該 新たに 設立 される 株式 会社 の発起 人に 係る会 社法 （平成 十七
年法 律第 八十六 号）第 三十 三条第 十項 第一号 の規 定の 適用に つい ては、 同号 中「超 えな い場合 」と あるの は、 「超え ない 場合並 びに 産業 競争力
強化 法（ 平成二 十五 年法律 第九 十八号 ）第 二十八 条第 一項に 規定 する場 合」 とする 。
２ 前項の 場合 にお ける商 業登 記法（ 昭和 三十 八年法 律第 百二十 五号） 第四 十七条 第二 項の規 定の 適用 につい ては 、同項 中「 次の書 面」 とある の
は 、「次 の書 面（第 四号に 掲げ る書 面を除 く。 ）及び 産業 競争 力強化 法（ 平成二 十五年 法律 第九十 八号 ）第二 十八 条第 一項に 規定 する認 定計 画
に 従つた 財産 の出 資又は 譲渡で ある ことを 証す る書面 」と する 。
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（株式 の発 行等に 係る 現物 出資の 調査に 関す る特例 ）
第二十 九条 事業 者が 認定計 画に 従っ てその 財産 の全部 又は 一部を 他の株 式会 社に出 資す る場 合（新 株予 約権を 行使 する 場合を 含む。 ）に おける
当該 他の株 式会社 につ いて は、会 社法 第二百 七条 第一 項から 第八 項まで 及び第 二百 八十四 条第 一項か ら第 八項 までの 規定 は、適 用し ない 。
２ 前項の 場合 にお ける商 業登記 法第 五十六 条及 び第五 十七 条の 規定の 適用 につい ては 、これ らの 規定中 「次の 書面 」と あるの は、 「次の 書面 （
第三 号イ 及び第 四号 に掲げ る書 面を 除く。 ）及び 産業 競争力 強化 法（平 成二 十五年 法律 第九 十八号 ）第 二十八 条第 一項に 規定す る認 定計 画に従
つた 財産 の出資 であ ること を証 する 書面」 とす る。

（ 特別支 配会 社へ の事業 譲渡 等に関 する特 例）
第 三十条 認 定事業 再編 事業 者又は 認定 特別事 業再 編事業 者（ 以下こ の節 におい て「 認定事 業者 」とい う。 ）の 特定関 係事 業者（ 関係事 業者 であ
っ て、 当該認 定事 業者及 び当 該認定 事業 者が 発行済 株式 の全部 を有 する株 式会 社並び に認定 計画 に係 る他の 認定 事業者 及び 当該 他の認 定事 業者
が発行 済株 式の全 部を 有する 株式会 社が その 総株主 の議 決権の 三分 の二 以上を 有し ている ものを いう 。以下 この 条にお いて 同じ 。）で ある 株式
会社で あっ て認定 計画 に従 って次 に掲 げる行 為（第 四号 から第 七号 まで に掲げ るも のにあ って は、株 式会 社とす るも のに限 る。 ）をす るも のに
係る会 社法 第四百 六十 八条 第一項 、第 四百六 十九 条第 二項第 二号及 び第 三項、 第七 百八十 四条 第一項 、第 七百 八十五 条第 二項第 二号 及び第 三項
、第 七百九 十六 条第一 項並 びに第 七百 九十七 条第 二項 第二号 及び 第三項 の規 定の適 用に ついて は、同 法第 四百 六十八 条第 一項中 「特 別支 配会社
（あ る株 式会社 の総 株主の 議決 権の十 分の九 （こ れを 上回る 割合 を当該 株式 会社の 定款 で定 めた場 合にあ って は、そ の割 合）以 上を 他の 会社及
び当 該他 の会社 が発 行済株 式の 全部 を有す る株 式会社 その他 これ に準ず るも のとし て法 務省 令で定 める 法人が 有し ている 場合 におけ る当 該他の
会社 をい う。以 下同 じ。） 」と ある のは「 特定 特別支 配会 社（ 産業競 争力強 化法 （平成 二十 五年法 律第 九十八 号） 第二 十八条 第一 項に規 定す る
認 定計画 にお いてあ る株 式会社 が特 定関係 事業 者（同 法第 三十 条第一 項に 規定す る特 定関係 事業 者をい う。以 下こ の条 におい て同 じ。） であ る
場 合にお ける 当該 特定関 係事 業者に 係る 同法第 三十条 第一 項に 規定す る認 定事業 者若 しくは 当該 認定 事業者 の他の 特定 関係事 業者 又は当 該認 定
計 画に係 る他 の認 定事業 者若 しくは 当該 他の 認定事 業者 の特定 関係事 業者 をいう 。以 下同じ 。） 」と 、同法 第四 百六十 九条 第二項 第二 号及び 第
三項、 第七百 八十 四条第 一項 、第七 百八 十五 条第二 項第 二号及 び第 三項 、第七 百九十 六条 第一項 並び に第七 百九 十七条 第二 項第 二号及 び第 三項
中「特 別支 配会社 」と あるの は「 特定特 別支 配会社 」と する。
一 事 業の 譲渡
二 その子 会社（ 会社 法第 二条第 三号 に規定 する 子会 社をい う。 ）の株 式又は 持分 の譲渡
三 事業 の全部 の譲受 け
四 吸収 合併
五 吸収 分割
六 吸収 分割 による 他の会 社が その 事業に 関し て有す る権 利義 務の全 部又 は一部 の承継
七 株式 交換
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次 の書面

八 株 式交 換によ る他の 株式 会社の 発行 済株 式の全 部の 取得
２ 認 定事 業者の 特定 関係事 業者 であっ て株 式会社 であ るもの が、 認定計 画に 従って 次に 掲げ る行為 をす る場合 におい ては 、当該 特定 関係 事業者
につい ては 、会社 法第 八百 四条第 一項 の規定 は、 適用し ない 。
一 新設合 併（当 該認 定事 業者若 しく は当該 認定 事業 者の他 の特 定関係 事業者 又は 当該認 定計 画に係 る他 の認 定事業 者若 しくは 当該 他の 認定事
業者 の特 定関係 事業 者とす るもの であ って 、新設 合併 により 設立 する 会社が 株式 会社で ある場 合に 限る。 ）
二 新設 分割（ 新設 分割に より 設立 する会 社が持 分会 社であ る場 合及び 会社 法第八 百五 条に 規定す る場 合を除 く。 ）
３ 前項の 場合 にお ける会 社法 第八百 六条 第三 項及び 第八 百八条 第三 項の規 定の適 用に ついて は、 同法 第八百 六条 第三項 中「 決議 の日」 とある の
は 「決議 の日 （産業 競争力 強化 法（ 平成二 十五 年法律 第九 十八 号）第 三十 条第二 項に規 定す る場合 にあ っては 、新 設合 併契約 の日 又は新 設分 割
計 画の作 成の 日） 」と、 同法 第八百 八条第 三項 中「作 成の 日」 とある のは 「作成 の日 、産業 競争 力強化 法第 三十条 第二 項に規 定す る場合 にあ っ
て は新設 合併 契約 の日又 は新 設分割 計画 の作 成の日 」とす る。
４ 第 一項及 び第二 項の 場合 におけ る商 業登記 法第 八十 条、第 八十 一条、 第八 十五条 、第八 十六 条及び 第八 十九 条の規 定の 適用に つい ては 、次の
表の上 欄に 掲げる 同法 の規定 中同表 の中 欄に 掲げる 字句 は、そ れぞ れ同 表の下 欄に 掲げる 字句と する 。
第八十 条
次の 書面
次 の書面 並び に産業 競争 力強 化法（ 平成 二十五 年法 律第 九十八 号）第 二十 三条第 一項 又は第 二十
五条 第一項 の認 定（ 同法第 二十 四条第 一項 又は第 二十 六条第 一項 の変更 の認 定を含 む。 以下単 に
「認 定」と いう 。） を受け たこ とを証 する 書面 及び認 定を 受けた 計画に 従つ た吸収 合併 である こ
と を証す る書 面
第八 十一 条
次 の書面
次の 書面並 びに認 定を 受けた こと を証 する書 面及 び認定 を受 けた 計画に 従つた 新設 合併で ある こ
と を証す る書 面
第 八十 一条第 六号
書面
書面 （産業 競争 力強 化法第 三十 条第二 項に 規定す る場 合にあ つて は、当 該場 合に該 当す ること を
証 する 書面 及び取 締役 の過半 数の一 致が あつた こと を証 する書 面又 は取締 役会 の議事 録）
第 八十 五条
次 の書 面
次 の書面 並び に認定 を受け たこ とを証 する 書面 及び認 定を 受けた 計画 に従つ た吸 収分割 又は 吸収
分割に よる 他の会 社が その事 業に 関し て有す る権 利義務 の全 部若し くは 一部の 承継で ある こと を
証す る書面
第八十 六条
次の 書面
次 の書 面並び に認定 を受 けた ことを 証す る書面 及び 認定 を受け た計 画に従 つた新 設分 割であ るこ
とを 証する 書面
第八 十六 条第六 号
、当 該場合
当 該場 合
議 事録
議事 録、産 業競争 力強 化法第 三十 条第 二項に 規定 する場 合に あつ ては当 該場合 に該 当する こと を
証 する書 面及 び取締 役の 過半 数の一 致が あつた ことを 証す る書面 又は 取締役 会の 議事 録
次の 書面並 びに 認定 を受け たこ とを証 する書 面及 び認定 を受 けた 計画に 従つ た株式 交換 又は株 式
交 換に よる他 の株 式会社 の発 行済株 式の 全部の 取得 であ ること を証 する書 面
第 八十九 条
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当該 特定特 別支 配株主
特定 特別 支配株 主完 全子法 人（ 当該特 定特別 支配 株主が 発行 済株 式
の 全部を 有す る株 式会社 並びに 当該 認定計 画に 係る他 の認 定事業 者

特 定特 別支配 株主 （産業 競争 力強化 法（ 平成二 十五 年法 律第九 十八
号 ）第二 十八 条第 一項に 規定 する認 定計 画にお いてあ る株 式会社 が
特 定関係 事業 者（ 同法第 三十 条第一 項に 規定す る特 定関 係事業 者を
いう。 以下 この条 にお いて 同じ。 ）で ある場 合に おける 当該 特定関
係事 業者に 係る 同法第 三十 条第一 項に 規定す る認 定事業 者を いう 。
以下 同じ 。）
特定 特別 支配株 主
特定 特別 支配株 主

５ 認 定事 業者が 認定計 画に 従って その 特定関 係事 業者 であっ て株 式会社 であ るもの の株 主（当 該特定 関係 事業 者及び 当該 認定事 業者 （こ の項の
規定に より 読み替 えて 適用 する会 社法第 百七 十九条 第一 項ただ し書 の規 定によ り当 該認定 事業 者が発 行済 株式の 全部を 有す る株 式会社 又は 当該
認定計 画に 係る他 の認 定事 業者若 しく は当該 他の 認定事 業者 が発行 済株 式の全 部を 有する 株式 会社に 対し てこ の項の 規定 による 請求を しな いこ
とと する場 合にあ って は、 当該者 を含 む。） を除 く。 ）の全 員に 対しそ の有す る当 該特定 関係 事業者 の株 式の 全部を 当該 認定事 業者 に売 り渡す
こと を請 求する 場合 におけ る同法 第百 五十一 条第 二項 、第百 五十 四条第 三項 、第百 七十 九条、 第百 七十九 条の 二第一 項第 一号、 第四 号イ 及び第
五号 並び に第二 項、 第百七 十九 条の 三第一 項、第 二項 及び第 四項 、第百 七十 九条の 四第 一項 各号、 第三 項及び 第四 項、第 百七十 九条 の五 第一項
第一 号、 第百七 十九 条の六 第一 項、 第三項 及び 第七項 、第 百七十 九条 の七、 第百七 十九 条の 八第二 項及 び第三 項、 第百 七十九 条の 九、第 百七十
九 条の十 第一 項、第 二百十 九条 第二 項第二 号及 び第四 項、 第二 百七十 二条 第四項 、第二 百九 十三条 第二 項第一 号及 び第 四項、 第八 百四十 六条 の
三 並びに 第八 百七 十条第 二項 第五号 の規定 の適 用につ いて は、 次の表 の上 欄に掲 げる 同法の 規定 中同表 の中 欄に掲 げる 字句は 、そ れぞれ 同表 の
下 欄に掲 げる 字句 とする ほか 、必要 な技 術的 読替え は、政 令で 定める 。
第 百五 十一条 第二 項
特別 支配株 主（ 第百七 十九 条第一 項に 規
定す る特別 支配株 主を いう。 第百 五十四
条第 三項に おい て同じ 。）

第百 五十 四条第 三項
第百 七十 九条第 一項

特 別支 配株主
特 別支 配株主 （株 式会社 の総 株主 の議決
権 の十 分の九 （これ を上 回る割 合を 当該
株 式会 社の定 款で 定めた 場合 にあっ ては
、 その 割合） 以上 を当該 株式 会社 以外の
者及び 当該者 が発 行済株 式の 全部 を有す
る株 式会社 その 他これ に準ず るも のとし
て法 務省令 で定 める法 人（ 以下こ の条 及
び次 条第一 項に おいて 「特 別支配 株主 完
全子 法人 」とい う。） が有 してい る場 合
にお ける 当該者 をい う。 以下同 じ。）
当該 特別 支配株 主
特 別支配 株主 完全子 法人 に
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第百七 十九 条第 二項

第百 七十 九条第 三項
第百 七十 九条の 二第 一項 第
一 号及び 第四 号イ
第 百七 十九条 の二 第一項 第
五 号及 び第二 項、 第百七 十
九条の 三第 一項、 第二 項及
び第四 項、 第百 七十九 条の
四第一 項各 号、 第三項 及び
第四 項、第 百七 十九条 の五
第一 項第 一号、 第百 七十九
条の 六第 一項、 第三 項及 び
第七 項、 第百七 十九 条の 七
、 第百 七十九 条の八 第二 項
及 び第 三項、 第百 七十九 条
の 九、 第百七 十九 条の十 第
一項、 第二百 十九 条第二 項
第二号 及び 第四 項、第 二百
七十二 条第 四項 、第二 百九
十三 条第二 項第 一号及 び第
四項 、第 八百四 十六条 の三
並び に第 八百七 十条 第二 項
第五 号
（ 株式の 併合 に関 する特 例）

特別 支配株 主

特別 支配 株主は
当該 特別支 配株 主
特別 支配 株主完 全子 法人
特 別支 配株主
特 別支 配株主 完全 子法人

特 定特別 支配 株主

及び当 該他 の認定 事業者 が発 行済株 式の 全部を 有す る株 式会社 をい
う。以 下こ の条及 び次 条第 一項に おいて 同じ 。）に
特定特 別支 配株主 は
当該特 定特 別支配 株主
特定特 別支 配株主 完全 子法 人
特定 特別 支配株 主
特定 特別 支配株 主完 全子法 人
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第三十 一条 認定 事業者 又は その関 係事 業者で ある 株式 会社が 認定 計画に 従っ て資本 金、 資本準 備金又 は利 益準 備金の 額の 減少と 同時 に行 う株式
の併合 であ って次 の各 号の いずれ にも該 当す る場合 にお ける会 社法 第百 八十条 第二 項の規 定の 適用に つい ては、 同項中 「株 主総 会」と ある のは
、「株 主総 会（取 締役 会設 置会社 にあ っては 、取 締役会 ）」 とする 。
一 当該株 式の併 合と 同時 に単元 株式 数を減 少し 、又 はその 数を 廃止す るもの であ ること 。
二 当該 株式の 併合 後各株 主がそ れぞ れ有す る単 元の 数（当 該株 式の併 合と 同時に 単元 株式数 を廃 止する 場合 にあっ ては 、各株 主が それ ぞれ有
する 株式 の数） が当 該株 式の併 合前 におい て各株 主が それぞ れ有 する 単元の 数を 下回る もの でない こと 。
２ 前項の 場合 にお ける商 業登 記法第 六十 一条 の規定 の適 用につ いて は、同 条中「 掲げ る書面 」と ある のは、 「掲 げる書 面及 び産 業競争 力強化 法
（ 平成二 十五 年法律 第九十 八号 ）第 二十八 条第 一項に 規定 する 認定計 画に 従つた 株式の 併合 である こと を証す る書 面」 とする 。

次に 掲げ る事項
募集 株式 の数（ 種類 株式 発行会 社に あ
っ ては 、募集 株式 の種類 及び数 。以 下

産業競 争力 強化法 （平 成二十 五年 法律第 九十 八号 ）第三 十条
第一 項に規 定す る認定 事業 者であ る株式 会社 は、 同法第 二十
八条 第一項 に規 定す る認定 計画 に従っ て譲渡 によ る他の 株式
会社 の株式 （外 国法 人の株 式若 しくは 持分 又はこ れら に類似
する もの を含む 。以 下この 項に おいて 同じ 。）の 取得 の対 価
と して
次 に掲 げる事 項（ 第三号 に掲 げる事 項を 除く。 ）
募 集株式 の数 （種類 株式 発行 会社に あっ ては、 募集 株式の 種
類 及び 数。 以下こ の節 におい て同 じ。） 又は その 数の算 定方

（ 株式を 対価 とす る他の 株式 会社の 株式 等の 取得に 際して の株 式の発 行等 に関す る特 例）
第 三十 二条 認定事 業者 であ る株式 会社 が認定 計画 に従 って譲 渡に より他 の株 式会社 の株式 （外 国法人 の株 式若 しくは 持分 又はこ れら に類 似する
ものを 含む 。以下 この 項にお いて同 じ。 ）を 取得す る場 合（当 該他 の株 式会社 又は 当該外 国法人 がそ の関係 事業 者又は 外国 関係 法人で ない 場合
にあっ ては 、当該 取得 によ り当該 他の 株式会 社又は 当該 外国法 人を その 関係事 業者 又は外 国関 係法人 とし ようと する 場合に 限る 。以下 この 項に
おいて 同じ 。）で あっ て当 該取得 の対 価とし て株 式の 発行若 しくは 自己 株式の 処分 をする とき 、又は 認定 事業 者であ る株 式会社 が認 定計画 に従
って その子 会社 （会社 法第 二条第 三号 に規定 する 子会 社をい い、 会社が 発行 済株式 の全 部を有 する株 式会 社そ の他こ れに 準ずる もの とし て主務
省令 で定 める法 人に 限る。 以下 この項 におい て同 じ。 ）に対 して 株式の 発行 若しく は自 己株 式の処 分をす ると ともに 当該 子会社 が当 該認 定計画
に従 って 譲渡に より 他の株 式会 社の 株式を 取得 する場 合であ って 当該取 得の 対価と して 当該 認定事 業者 である 株式 会社の 株式 （金融 商品 取引法
（昭 和二 十三年 法律 第二十 五号 ）第 二条第 一項 第二十 号に 掲げ る有価 証券で 当該 株式に 係る 権利を 表示 するも の及 び当 該有価 証券 に表示 され る
べ き権利 を含 む。） を交 付する とき におけ る当 該認定 事業 者に 係る会 社法 第百九 十九 条、第 二百 一条（ 第一項 及び 第二 項を除 く。 ）、第 二百 八
条 及び第 四百 四十 五条の 規定 の適用 につ いては 、次の 表の 上欄 に掲げ る同 法の規 定中 同表の 中欄 に掲 げる字 句は、 それ ぞれ同 表の 下欄に 掲げ る
字 句とす るほ か、 必要な 技術 的読替 えは 、政 令で定 める 。
第百九 十九条 第一 項各号 列記 以外 の 株 式会 社は、
部分

第 百九十 九条 第一項 第一 号
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当該 株式 会社の 株式 の数
前条 第一 項から 第三 項ま で
五分 の一 （これ を下 回る 割合を 存続 株

この節 にお いて同 じ。）
法
第百九 十九 条第 一項第 二号
募 集株 式の払 込金 額（募 集株 式一 株と 募集 株式一 株と 引換え に給 付する 当該他 の株 式会 社の株 式（
引換え に払 い込 む金銭 又は 給付す る金 当該 他の 株式会 社の 株式と 併せ て当該 他の 株式会 社の 新株 予
銭以 外の財 産の 額をい う。 以下こ の節 約 権又は 新株 予約権 付社 債（外 国法人 の新 株予約 権又 は新 株
にお いて 同じ。 ）
予 約権付 社債 に類似 する もの を含む 。以 下この 号にお いて 同
じ 。）を 取得 する場 合に あって は、 当該新 株予約 権又 は新 株
予 約権付 社債 を含む 。以 下「 特定株 式等 」とい う。） の数
第 百九十 九条 第一項 第四 号
金銭 の払 込み又 は前 号の 財産
特 定株式 等
第 二百 一条第 三項
公開 会社
当 該認 定事 業者で ある株 式会 社
第 一項 の規定 によ り読み 替え て適 用す 産業 競争力 強化法 第三 十二条 第三 項の規 定に より 読み替 えて
る 第百 九十九 条第 二項の 取締 役会 の決 準用 する第 七百 九十六 条第 二項の 規定 により 、株 主総会 の決
議によ って
議に よらな いで
第二百 一条 第五 項
法務省 令
産業 競争力 強化 法第 百四十 七条第 二項 に規定 する 主務省 令（
以下 単に「 主務 省令 」とい う。 ）
第二 百八条 第二 項
募集株 式の 払込 金額の 全額 に相当 する 募集 株式 と引換 えに 給付す る特 定株式 等の 全部
現物 出資 財産
第四 百四 十五条 第一 項
財産 の額
財 産の額 とし て主務 省令 で定 める額
第四 百四 十五条 第二 項
給付 に係 る額
給 付に係 る額 として 主務 省令 で定め る額
２ 前項 の規 定によ り認 定事業 者であ る株 式会 社が行 う株 式の発 行又 は自 己株式 の処 分につ いて は、会 社法第 百三 十五条 第一 項、 第二百 条、 第二
百 一条第 一項 及び 第二項 、第 二百六 条の 二並び に第二 百十 二条 の規定 は、 適用し ない 。
３ 会社 法第 二百三 十四 条、 第三百 九条 第二項 、第 七百 九十六 条第二 項及 び第三 項、 第七百 九十 七条、 第七 百九 十八条 、第 八百六 十八 条から 第八
百七十 六条ま で並 びに第 九百 四十条 の規 定は 、第一 項の 場合に つい て準 用する 。この 場合 におい て、 次の表 の上 欄に掲 げる 同法 の規定 中同 表の
中欄に 掲げ る字句 は、 それぞ れ同 表の下 欄に 掲げる 字句 と読み 替え るほ か、必 要な 技術的 読替 えは、 政令 で定め る。
第二百 三十 四条 第一項
次の各 号に 掲げる 行為に 際し て当 該各 産業 競争力 強化 法第 三十二 条第 一項の 規定に よる 株式の 発行
号に 定める 者に 当該株 式会 社の株 式を 又 は自己 株式 の処分 （以 下「特 定株式 発行 等」と いう 。） に
交付 する 場合
際 してこ れら の株式 の引 受け の申込 みを した者 にこれ らの 株
式 を交付 する 場合
当 該認 定事業 者で ある株 式会 社の株 式の 数
第 百九十 九条 第二項
五 分の 一
第 七百九 十六 条第二 項各 号列記 以外
の 部分
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第七 百九 十六条 第二 項第 一号

第七百 九十六 条第 二項第 二号

第七 百九十 六条 第三項

式会社 等の 定款で 定めた 場合 にあ って
は、そ の割 合）
同条第 二項 各号 に掲げ る場 合又は 前項
ただ し書に 規定 する場 合

次 に掲 げる額 の合 計額
イ 吸収 合併 消滅株 式会 社若し くは 株
式 交換 完全子 会社 の株主 、吸 収合併
消 滅持 分会社 の社 員又 は吸収 分割 会
社 （以 下この 号に おい て「消 滅会 社
等の 株主等 」とい う。 ）に対 して 交
付す る存続 株式 会社等 の株 式の数 に
一株 当たり 純資 産額を 乗じ て得 た額
ロ 消滅会 社等 の株主 等に 対して 交付
する 存続 株式 会社等 の社債 、新 株予
約権 又は 新株 予約権 付社 債の帳 簿価
額の 合計 額
ハ 消 滅会社 等の株 主等 に対し て交 付
す る存 続株式 会社 等の 株式等 以外の
財 産の 帳簿価 額の 合計 額
存 続株 式会社 等
法務省 令
法務省 令
前条 第一 項
吸収 合併 等
存続 株式 会社等 に
当 該存続 株式 会社等
効 力発 生日

特定 株式 発行等 に際 してこ れら の株式 の引 受けの 申込 みを し
た 者に交 付す る株式 の全 部又は 一部が 当該 認定事 業者 であ る
株 式会社 の譲渡 制限 株式で ある 場合で あっ て、当 該認 定事 業
者 である 株式 会社が 公開 会社で ない とき
特定株 式発 行等に 際し てこ れらの 株式 の引受 けの 申込み を
し た者 に交 付する 当該 認定事 業者 である 株式会 社の 株式の 数
に 一株当 たり 純資産 額を 乗じ て得た 額

当該認 定事 業者で ある 株式会 社
産業 競争力 強化 法第 百四十 七条 第二項 に規 定する 主務 省令（
以下 単に「 主務 省令 」とい う。 ）
主務 省令
第 百九十 九条 第二項
特 定株式 発行 等
当 該認 定事業 者で ある株 式会 社に
当 該認 定事 業者で ある 株式会 社
産 業競 争力 強化法 第三 十二条 第一 項の規 定に より 読み替 えて
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第七 百九十 七条 第一項
第七 百九 十七条 第二 項第 一号（ イ及
びロ 以外 の部分 に限 る。 ）
第 七百九 十七 条第二 項第 一号イ
第 七百 九十七 条第 三項

第七 百九 十七条 第四 項第 一号
第七 百九 十七条 第四 項第 二号

第七百 九十七 条第 五項
第七百 九十 七条 第六項 及び第 七項
第七百 九十 七条 第八項
第七 百九十 八条 第一項 及び 第二項
第七 百九 十八条 第三 項
第七 百九 十八条 第四 項
第 七百九 十八 条第五 項

吸収合 併契 約等 の承認 を受 けなけ れば
吸収合 併等
存続 株式 会社等
吸収 合併等

特定期 日等
当該 認定事 業者 である 株式 会社
特定 株式発 行等 の全 部を中 止
当該 認定事 業者 であ る株式 会社
特 定期日 等
特 定期日 等
当 該認定 事業 者であ る株 式会 社
当 該認定 事業 者であ る株 式会 社は
当 該認 定事 業者で ある 株式会 社

適用す る第 百九十 九条 第一項 第四 号の期 日又 は同 号の期 間の
初日 （以下 「特 定期日 等」 という 。）
当該 募集 事項を 定め なけれ ば
特定 株式発 行等
当 該認定 事業 者であ る株 式会 社
特 定株式 発行 等

当 該認定 事業 者であ る株 式会 社
当 該認定 事業 者であ る株 式会 社
第 百九 十九 条第二 項の 株主総 会の 決議に よっ て募集 事項 を定
めた場 合

特 定株式 発行 等
当 該認 定事 業者で ある 株式会 社
当 該認 定事 業者で ある 株式会 社
特定 期日等
特定 株式発 行等 をす る旨並 びに 当該他 の株 式会社 又は外 国法
人の 商号又 は名 称及 び住所

吸収 合併 等
当 該存 続株式 会社 等
存 続株 式会社 等
効 力発 生日
吸収合 併等 をする 旨並 びに消 滅会 社等
の商号 及び 住所 （第七 百九 十五条 第三
項に規 定す る場 合にあ って は、吸 収合
併等 をする 旨、 消滅会 社等 の商号 及び
住所 並び に同項 の株 式に関 する 事項）
存続 株式 会社等
存続 株式 会社等
第 七百 九十五 条第一 項の 株主総 会の 決
議 によ って吸 収合 併契約 等の 承認を 受
け た場 合
効 力発 生日
存 続株 式会社 等
吸収合 併等 を中止
存続株 式会 社等
効力 発生 日
効力 発生日
存続 株式 会社等
存続 株式 会社等 は
当 該存 続株式 会社 等
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第七百 九十 八条第 六項
効 力発 生日
特定期 日等
４ 第 一項 の場合 にお ける商 業登 記法第 五十 六条の 規定 の適用 につ いては 、同 条中「 次の 書面 」とあ るの は、「 次の書 面（ 第三号 イ及 び第 四号に
掲げる 書面 を除く 。） 及び 産業競 争力 強化法 （平 成二十 五年 法律第 九十 八号） 第二 十三条 第一 項又は 第二 十五 条第一 項の 認定（ 同法第 二十 四条
第一 項又は 第二十 六条 第一 項の変 更の 認定を 含む 。） を受け た計 画に従 つた株 式の 発行で ある ことを 証す る書 面」と する 。
５ 社債、 株式 等の 振替に 関する 法律 第百五 十五 条（第 八項 を除 く。） の規 定は、 第一 項の場 合に 準用す る。こ の場 合に おいて 、同 条第一 項中 「
会社 法第 百十六 条第 一項各 号の 行為 、同法 第百八 十二 条の二 第一 項に規 定す る株式 の併 合、 事業譲 渡等 （同法 第四 百六十 八条第 一項 に規 定する
事業 譲渡 等をい う。 第四項 にお いて 同じ。 ）、 合併、 吸収 分割契 約、 新設分 割、株 式交 換契 約又は 株式 移転を しよ うと する場 合」 とある のは「
産 業競争 力強 化法第 三十二 条第 一項 の規定 によ る株式 の発 行又 は自己 株式 の処分 をしよ うと する場 合」 と、同 条第 四項 中「会 社法 第百十 六条 第
一 項各号 の行 為、 同法第 百八 十二条 の二第 一項 に規定 する 株式 の併合 、事 業譲渡 等、 吸収合 併、 吸収分 割若 しくは 株式 交換が その 効力を 生ず る
日 又は新 設合 併、 新設分 割若 しくは 株式 移転 により 設立す る会 社の成 立の 日」と ある のは「 産業 競争 力強化 法第 三十二 条第 一項の 規定に より 読
み 替え て適用 する 会社法 第百 九十九 条第 一項 第四号 の期 日又は 同号 の期間 の初 日」と 読み替 える もの とする ほか 、必要 な技 術的 読替え は、 政令
で定め る。

第四百 五十 四条 第一項 各号 及び同 条第
四項 各号 に掲げ る事項 。た だし、 配当
財産 が金 銭以外 の財 産で あり、 かつ、
株主 に対 して金 銭分 配請 求権を 与え な
い ことと する 場合を 除く 。
同項 各号 に掲げ る事 項

同 項各 号に 掲げる 事項（ 産業 競争力 強化 法第三 十三 条第一 項

（剰余 金の 配当に 関す る特 例）
第三 十三条 認 定事業 者であ る株 式会 社が認 定計 画に従 って 特定 剰余金 配当 （剰余 金の 配当で あって 、配 当財産 が当 該認 定事業 者の 関係事 業者 の
株式 又は 外国関 係法 人の株 式若 しくは 持分若 しく はこ れらに 類似 するも ので あるも のを いう 。次項 におい て同 じ。） をす る場合 にお ける 会社法
第三 百九 条第二 項、 第四百 五十 九条 第一項 及び 第四百 六十条 第一 項の規 定の 適用に つい ては 、次の 表の 上欄に 掲げ る同法 の規 定中同 表の 中欄に
掲げ る字 句は、 それ ぞれ同 表の 下欄 に掲げ る字 句とす るほ か、 必要な 技術的 読替 えは、 政令 で定め る。
第 三百 九条第 二項第 十号
配当 財産 が金銭 以外 の財 産であ り、 か 特 定剰 余金配 当（ 産業競 争力 強化法 （平 成二十 五年 法律第 九
つ 、株 主に対 して 同項第 一号 に規定 す 十 八 号 ） 第 三 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 剰 余 金 配 当 を い
る 金銭 分配請 求権 を与え ない こと とす う。 第四百 五十 九条第 一項第 四号 におい て同 じ。 ）をす る場
る場合 に限る 。
合を 除く。
第四百 五十 九条 第一項 各号列 記以 外 会 計監 査人設 置会 社
産業 競争力 強化 法第三 十条 第一項 に規定 する 認定 事業者 であ
の部分
る会 計監査 人設 置会 社
第四 百五十 九条 第一項 第四 号
特定 剰余金 配当 に係 る第四 百五 十四条 第一 項各号 及び 同条第
四 項各号 に掲 げる事 項

第 四百 六十条 第一 項
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の規定 によ り読み 替え て適用 する 前条第 一項 第四 号に掲 げる
事項 を除く 。）
２ 前 項の 場合に おい て、認 定事 業者 である 株式 会社（ 会社 法第四 百五十 九条 第一項 の規 定に よる定 款の 定めが ある もの に限る 。）の 定款 には、
特定 剰余金 配当に 係る 同法 第四百 五十 四条第 一項 各号 及び同 条第 四項各 号に掲 げる 事項を 取締 役会が 定め るこ とがで きる 旨の定 めが ある ものと
みな す。

（事 業の 譲渡の 場合 の債権 者の 異議 の催告 等）
第 三十四 条 事業者 であっ て株 式会社 であ るも の（以 下こ の項及 び第 四項 におい て単に 「会 社」と いう 。）は 、認 定計画 に従 って 行われ る事 業の
全 部又は 一部 の譲 渡につ いて 株主総 会若し くは 取締役 会の 決議 又は執 行役 の決定 がさ れたと きは 、当該 決議 又は決 定の 日から 二週 間以内 に、 特
定 債権者 （当 該会 社に対 する 債権を 有す る者 のうち 、当該 事業 の全部 又は 一部の 譲渡 に伴い 、当 該事 業の全 部又 は一部 を譲 り受け る者に 対す る
債 権を 有する こと となり 、当 該債権 を当 該会 社に対 して 有しな いこ ととな る者 をいう 。以下 この 条に おいて 同じ 。）に 対し て各 別に、 当該 事業
の全部 又は 一部の 譲渡 の要領 を通知 し、 かつ 、当該 事業 の全部 又は 一部 の譲渡 に異 議のあ る場合 には 一定の 期間 内に異 議を 述べ るべき 旨を 催告
するこ とが できる 。
２ 前 項の 期間は 、一 月を下 って はな らない 。
３ 第一項 に規 定する 催告を 受け た特 定債権 者が 同項の 期間 内に 異議を 述べ なかっ たと きは、 当該特 定債 権者は 、当 該事 業の全 部又 は一部 の譲 渡
を承 認し たもの とみ なす。
４ 特定債 権者 が第 一項の 期間 内に異 議を 述べ たとき は、当 該会 社は弁 済し 、又は 相当 の担保 を提 供し 、若し くは 特定債 権者 に弁済 を受け させ る
こと を目 的とし て信 託会社 若し くは 信託業 務を 営む金 融機 関に 相当の 財産を 信託 しなけ れば ならな い。 ただし 、当 該事 業の全 部又 は一部 の譲 渡
を しても 当該 特定債 権者 を害す るお それが ない ときは 、こ の限 りでな い。

（ 投資事 業有 限責 任組合 契約 に関す る法 律の 特例）
第三十 五条 投資 事業有 限責 任組合 の組 合員は 、事 業再 編を円 滑化 するた め、 投資事 業有 限責任 組合契 約に 関す る法律 第三 条第一 項の 組合 契約に
おいて 、同 項各号 に掲 げる事 業の ほか、 各当 事者が 共同 で、外 国法 人の 発行す る株 式、新 株予 約権若 しく は指定 有価証 券（ 同項 第三号 に規 定す
る指定 有価 証券を いう 。） 若しく は外 国法人 の持 分又は これら に類 似す るもの であ って、 外国 関係法 人（ 認定 計画に おいて 外国 関係法 人が 行う
措置 に関す る計画 が含 まれ ている 場合 におけ る当 該外 国関係 法人 に限る 。）に 係る ものの 取得 及び保 有の 事業 を営む こと を約す るこ とがで きる 。
２ 前項に 規定 する事 業を 営むこ とを 約した 投資 事業有 限責 任組 合の組 合員 に対す る投 資事業 有限 責任組 合契約 に関 する 法律第 七条 第四項 の規 定
の適 用に ついて は、 同項中 「第 三条第 一項 に掲げ る事 業以外 の行 為」と ある のは「 第三 条第 一項に 掲げ る事業 及び 産業競 争力強 化法 （平 成二十
五年 法律 第九十 八号 ）第三 十五 条第 一項に 規定 する事 業以 外の行 為」と 、「 同項に 掲げ る事 業以外 の行 為」と ある のは 「第三 条第一 項に 掲げる
事 業及び 同法 第三十 五条第 一項 に規 定する 事業 以外の 行為 」と する。
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（独立 行政 法人中 小企業 基盤 整備機 構の 行う 事業再 編円 滑化業 務）
第三十 六条 独立 行政 法人中 小企 業基盤 整備 機構は 、事 業再編 を円 滑化す るた め、次 の各 号に 掲げる 者が 当該各 号に定 める 資金を 調達 する ために
発行す る社 債及び 当該 資金 の借入 れに 係る債 務の 保証の 業務 を行う 。
一 認定事 業再編 事業 者又 はその 関係 事業者 （以 下「 認定事 業再 編事業 者等」 とい う。） 認 定事業 再編 計画 に従っ て事 業再編 のた めの 措置を
行う ため に必要 な資 金
認定 特別事 業再 編事業 者又 はそ の関係 事業者 （以 下「認 定特 別事業 再編 事業者 等」 とい う。） 認 定特別 事業 再編計 画に従 って 特別 事業再
編の ため の措置 を行 うた めに必 要な 資金
二

第五 十九条 第一 項

産 業競争 力強 化法第 三十 七条第 二項 の規定 により 読み 替え て
適 用する 第五 十九条 第一 項
こ の法律 （産 業競争 力強 化法 第三十 七条 第二項 の規 定によ り
読 み替 えて適 用す る場合 を含 む。）

この 法律、 産業 競争力 強化 法（平 成二十 五年 法律 第九十 八号
）
この 法律、 産業 競争 力強化 法

（ 公庫の 行う 事業 再編促 進円 滑化業 務）
第 三十七 条 公庫は 、株 式会 社日本 政策 金融公 庫法 （平成 十九 年法律 第五 十七号 。次 項にお いて 「公庫 法」 とい う。） 第一 条及び 第十一 条の 規定
に かか わらず 、次 に掲げ る業 務（以 下「 事業 再編促 進円 滑化業 務」 という 。） を行う ことが でき る。
一 指 定金 融機関 に対 し、認 定事業 再編 事業 者等が 認定 事業再 編計 画に 従って 行う 事業再 編のた めの 措置の うち 生産性 向上 設備 等の導 入そ の他
政令で 定め るも の（第 三十 九条第 一項 におい て「認 定事 業再 編関連 措置 」とい う。 ）を行 うの に必 要な資 金の貸 付け に必要 な資 金を貸 し付 け
る業務 及び これ に附帯 する 業務
二 指定金 融機 関に対 し、 認定特 別事 業再編 事業 者等 が認定 特別 事業再 編計 画に従 って 行う特 別事業 再編 のた めの措 置の うち政 令で 定め るもの
（第 三十 九条第 一項 におい て「 認定特 別事 業再編 関連 措置」 とい う。 ）を行 うの に必要 な資 金の貸 付けに 必要 な資金 を貸 し付 ける業 務及 びこ
れに 附帯 する業 務
２ 事業 再編促 進円 滑化業 務が 行われ る場 合に は、事 業再 編促進 円滑 化業務 をエ ネルギ ー環境 適合 製品 の開発 及び 製造を 行う 事業 の促進 に関 する
法 律（平 成二 十二年 法律 第三十 八号 ）第六 条に 規定す る特 定事 業促進 円滑 化業務 とみ なし、 かつ 、同法 第十七 条の 表の 上欄に 掲げ る公庫 法の 規
定 中同表 の中 欄に 掲げる 字句 （次の 表の 上欄に 掲げる 公庫 法の 規定中 同表 の中欄 に掲 げる字 句を 除く 。）は 、それ ぞれ 同条の 表の 下欄に 掲げ る
字 句とし 、次 の表 の上欄 に掲 げる公 庫法 の規 定中同 表の 中欄に 掲げる 字句 は、そ れぞ れ同表 の下 欄に 掲げる 字句 とする 。こ の場合 にお いて、 必
要な技 術的読 替え は、政 令で 定める 。
第五十 八条 第一 項
こ の法 律
第五 十八条 第二 項及び 第五 十九条 第
一項
第七 十一 条

この 法律

この法 律

第 七十三 条第 一号
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附則 第四十 七条 第一項

第七十 三条 第三号
第七十 三条 第七 号
公庫の 業務

第 十一 条
第 五十 八条第 二項

第十一 条及 び産業 競争 力強化 法第 三十七 条第 一項
第五 十八条 第二 項（産 業競 争力強 化法第 三十 七条 第二項 の規
定に より読 み替 えて 適用す る場 合を含 む。）
公庫 の業務 （産 業競 争力強 化法 第三十 七条 第一項 に規 定す る
事 業再編 促進円 滑化 業務を 除く 。）

（事 業再 編促進 円滑 化業務 実施 方針 ）
第 三十八 条 公庫は 、実施 指針 （第二 十二 条第 二項第 七号 に掲げ る事 項に 限る。 次条第 一項 第二号 及び 第二項 にお いて同 じ。 ）に 即して 、主 務省
令 で定め ると ころ により 、事 業再編 促進円 滑化 業務の 方法 及び 条件そ の他 事業再 編促 進円滑 化業 務を実 施す るため の方 針（以 下こ の条並 びに 次
条 第一項 第二 号及 び第二 項に おいて 「事 業再 編促進 円滑化 業務 実施方 針」 という 。） を定め なけ れば ならな い。
２ 公 庫は、 事業再 編促 進円 滑化業 務実 施方針 を定 めよ うとす ると きは、 主務 大臣の 認可を 受け なけれ ばな らな い。こ れを 変更し よう とす るとき
も、同 様と する。
公 庫は 、前項 の主 務大臣 の認 可を 受けた ときは 、遅 滞なく 、事 業再編 促進 円滑化 業務 実施 方針を 公表 しなけ れば ならな い。
公 庫は 、事業 再編 促進円 滑化 業務 実施方 針に 従って 事業 再編促 進円 滑化業 務を行 わな けれ ばなら ない 。
３
４

一

（指 定金 融機関 の指 定）
第三 十九条 主 務大 臣は、 主務 省令で 定め ると ころに より、 認定 事業再 編事 業者等 が認 定事業 再編 計画 に従っ て認 定事業 再編 関連措 置を行 うの に
必要 な資 金又は 認定 特別事 業再 編事 業者等 が認 定特別 事業 再編 計画に 従って 認定 特別事 業再 編関連 措置 を行う のに 必要 な資金 を貸 し付け る業 務
の うち、 当該 貸付け に必 要な資 金に ついて 公庫 から貸 付け を受 けて行 おう とする もの （以下 「事 業再編 促進業 務」 とい う。） に関 し、次 の各 号
の いずれ にも 適合 すると 認め られる 者を 、その 申請に より 、指 定金融 機関 として 指定 するこ とが でき る。
一 銀行 その 他の 政令で 定め る金融 機関 であ ること 。
二 そ の次項 に規 定する 業務 規程が 、法 令並 びに実 施指 針及び 事業 再編 促進円 滑化業 務実 施方針 に適 合し、 かつ 、事業 再編 促進 業務を 適正 かつ
確実に 実施 する ために 十分な もの である こと 。
三 人 的構 成に照 らし て、 事業再 編促 進業務 を適 正かつ 確実に 実施 する ことが でき る知識 及び 経験を 有し てい ること 。
２ 前項の 規定に よる 指定（ 以下 この 節にお いて 単に「 指定 」と いう。 ）を受 けよ うとす る者 は、主 務省 令で定 める 手続 に従い 、実 施指針 及び 事
業再 編促 進円滑 化業務 実施 方針に 即し て事業 再編 促進 業務に 関す る規程 （次 項及び 第四 十一条 にお いて「 業務 規程」 とい う。） を定 め、 これを
指定 申請 書に添 えて 、主務 大臣 に提出 しな ければ なら ない。
業務規 程に は、 事業再 編促 進業務 の実 施体 制及び 実施 方法に 関する 事項 その他 の主 務省令 で定 める 事項を 定め なけれ ばな らない 。
次の 各号 のいず れかに 該当 する者 は、 指定 を受け るこ とがで きな い。
この 法律 、銀 行法そ の他の 政令 で定め る法 律若し くは これ らの法 律に 基づく 命令 又はこ れら に基づ く処 分に違 反し 、罰金 以上 の刑に 処せ ら
３
４
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れ、そ の執 行を終 わり、 又は 執行 を受け るこ とがな くな った 日から 起算 して五 年を経 過し ない者
二 第 四十 六条第 一項 又は 第二項 の規定 によ り指定 を取 り消さ れ、 その 取消し の日 から起 算し て五年 を経 過しな い者
三 法 人で あって 、そ の業 務を行 う役 員のう ちに 、次の いず れかに 該当 する者 があ る者
イ 心身の 故障 のため 職務 を適正 に執 行す ること がで きない 者と して主 務省令 で定 める者 又は 破産 手続開 始の 決定を 受け て復 権を得 ない 者
ロ 指定 金融機 関が 第四十 六条第 一項 又は 第二項 の規 定によ り指 定を 取り消 され た場合 におい て、 当該指 定の 取消し に係 る聴 聞の期 日及 び場
所の 公示 の日 前六十 日以 内にそ の指 定金融 機関の 役員 であ った者 で当 該指定 の取 消しの 日か ら起 算して 五年を 経過 しない もの

（ 指定の 公示 等）
第 四十条 主 務大臣 は、 指定 をした ときは 、指 定金融 機関 の商号 又は 名称 、住所 及び 事業再 編促 進業務 を行 う営業 所又は 事務 所の 所在地 を公 示す
る ものと する 。
２ 指 定金融 機関は 、そ の商 号若し くは 名称、 住所 又は 事業再 編促 進業務 を行 う営業 所若し くは 事務所 の所 在地 を変更 しよ うとす ると きは 、あら
かじめ 、そ の旨を 主務 大臣に 届け出 なけ れば ならな い。
主 務大 臣は、 前項 の規定 によ る届 出があ ったと きは 、その 旨を 公示す るも のとす る。
３

（業 務規程 の変 更の認 可等 ）
第四 十一条 指 定金 融機関 は、 業務規 程を変 更し ようと する とき は、主 務大 臣の認 可を 受けな けれ ばなら ない 。
２ 主務大 臣は 、指 定金融 機関 の業務 規程 が事 業再編 促進業 務の 適正か つ確 実な実 施上 不適当 とな った と認め ると きは、 その 業務規 程を変 更す べ
きこ とを 命ずる こと ができ る。

（ 協定）
第 四十二 条 公庫は 、事 業再 編促進 円滑 化業務 につ いて は、指 定金融 機関 と次に 掲げ る事項 をそ の内容 に含 む協 定を締 結し 、これ に従 いその 業務
を行う ものと する 。
一 指 定金 融機関 が行 う事業 再編 促進業 務に 係る貸 付け の条件 の基 準に 関する 事項
二 指 定金 融機関 は、 その 財務状 況及 び事業 再編 促進業 務の実 施状 況に 関する 報告 書を作 成し 、公庫 に提 出す ること 。
三 前二号 に掲げ るも のの ほか、 指定 金融機 関が 行う 事業再 編促 進業務 及び公 庫が 行う事 業再 編促進 円滑 化業 務の内 容及 び方法 その 他の主 務省
令で 定め る事項
公庫は 、前 項の 協定を 締結 しよう とす るとき は、主 務大 臣の 認可を 受け なけれ ばな らない 。こ れを 変更し よう とする ときも 、同 様とす る。
２

（ 帳簿の 記載 ）
第 四十三 条 指定金 融機 関は、 事業 再編促 進業 務につ いて 、主務 省令 で定 めると ころ により 、帳 簿を備 え、 主務省 令で定 める 事項 を記載 し、 これ
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を保存 しな ければ ならな い。

（監督 命令 ）
第四 十四条 主務 大臣 は、こ の法 律を 施行す るた め必要 があ ると 認める ときは 、指 定金融 機関 に対し 、事 業再編 促進 業務 に関し 監督 上必要 な命 令
をす るこ とがで きる 。

（業 務の 休廃止 ）
第 四十五 条 指定金 融機関 は、 事業再 編促 進業 務の全 部又 は一部 を休 止し 、又は 廃止し よう とする とき は、主 務省 令で定 める とこ ろによ り、 あら
か じめ、 その 旨を 主務大 臣に 届け出 なけれ ばな らない 。
主務 大臣 は、前 項の 規定 による 届出 があっ たと きは、 その 旨を公 示す るもの とす る。
指 定金融 機関が 事業 再編 促進業 務の 全部を 廃止 した ときは 、当 該指定 金融 機関の 指定は 、そ の効力 を失 う。
２
３

（指定 の取 消し等 ）
第四十 六条 主務 大臣 は、指 定金 融機 関が第 三十 九条第 四項 各号（ 第二 号を除 く。） のい ずれ かに該 当す るに至 った とき は、そ の指 定を取 り消す
もの とする 。
２ 主務大 臣は 、指 定金融 機関 が次の 各号の いず れかに 該当 する ときは 、そ の指定 を取 り消す こと ができ る。
一 事業 再編促 進業 務を適 正か つ確 実に実 施す ること ができ ない と認め られ るとき 。
二 指定 に関し 不正 の行為 があ った とき。
三 この 法律 又はこ の法 律に基 づく 命令若 しく は処分 に違 反し たとき 。
主務 大臣 は、前 二項 の規 定によ り指 定を取 り消し たと きは、 その 旨を 公示す るも のとす る。
３

（指定 の取消 し等 に伴う 業務 の結了 ）
第四十 七条 指定 金融 機関に つい て、第 四十五 条第 三項 の規定 によ り指定 が効 力を失 った とき 、又は 前条 第一項 若しく は第 二項の 規定 によ り指定
が取り 消さ れたと きは 、当 該指定 金融 機関で あっ た者又 はその 一般 承継 人は、 当該 指定金 融機 関が行 った 事業 再編促 進業務 の契 約に基 づく 取引
を結 了する 目的の 範囲 内に おいて は、 なお指 定金 融機 関とみ なす 。

（調 査等 ）
第四 十八条 政 府は 、事業 者に よる事 業再 編の 実施の 円滑 化のた めに必 要が あると 認め るとき は、 次に 掲げる 調査 を行い 、そ の結果 を公 表する も
の とする 。
一 商品 若し くは 役務の 需給の 動向 又は各 事業 分野が 過剰 供給 構造に ある か否か その 他の市 場構 造に関 する 調査
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二 国 内外 におけ る経営 資源 活用の 共同 化（ 研究若 しく は開発 を行 うた めの施 設若し くは 設備を 共同 して整 備す ること 又は 情報 システ ムを 共同
して構 築す るこ とその 他の 事業者 が経営 資源 を有効 に組 み合 わせる こと をいう 。） に関す る調 査

（報 告の徴 収）
第百 四十四 条 主務 大臣は 、認定 新事 業活動 実施 者、認 定特 定研 究成果 活用 支援事 業者 （当該 認定 特定研 究成果 活用 支援 事業者 が投 資事業 有限 責
任組 合で ある場 合に あって は、 当該 投資事 業有限 責任 組合の 無限 責任組 合員 ）、認 定事 業再 編事業 者又 は認定 特別 事業再 編事業 者に 対し 、認定
新事 業活 動計画 、認 定特定 研究 成果 活用支 援事 業計画 、認 定事業 再編 計画又 は認定 特別 事業 再編計 画の 実施状 況に つい て報告 を求 めるこ とがで
き る。
２ 第六 条第 三項の 関係 行政 機関の 長は、 認定 新事業 活動 実施者 に対 し、 当該規 制の 特例措 置の 適用の 状況 につい て報告 を求 める ことが でき る。
３ 主務 大臣 は、認 定市 町村 に対し 、認 定創業 支援 等事業 計画 の実施 状況 につい て報 告を求 める ことが でき る。
４ 経 済産業 大臣は 、認 定特 定新事 業開 拓投資 事業 組合 の無限 責任 組合員 に対 し、認 定特定 新事 業開拓 投資 事業 計画の 実施 状況に つい て報 告を求
めるこ とが できる 。
５ 経 済産 業大臣 は、 認定支 援機 関に 対し、 中小企 業再 生支援 業務 の実施 状況 につい て報 告を 求める こと ができ る。
６ 経 済産 業大臣 は、 この法 律の 施行 に必要 な限 度にお いて 、特定 認証 紛争解 決事業 者に 対し 、特定 認証 紛争解 決手 続の 業務、 第五 十四条 第一項
に規 定する 償還 すべき 社債 の金額 の減 額に係 る確 認の 業務、 第五 十六条 第一 項に規 定す る資金 の借入 れに 係る 確認の 業務 又は第 五十 九条 第一項
に規 定す る債権 に係 る確認 の業 務の実 施状況 につ いて 報告を 求め ること がで きる。

第百 五十 六条 次の 各号の いず れかに 該当 する ときは 、そ の違反 行為 をした 者は 、三十 万円以 下の 罰金 に処す る。
一 （略 ）
二 （略 ）
三 第百 四十 四条 第一項 、第 二項又 は第 四項 から第 六項 までの 規定に よる 報告を せず 、又は 虚偽 の報 告をし たと き。
四 （ 略）

○雇 用の分 野にお ける 男女の 均等 な機 会及び 待遇 の確保 等に 関す る法律 （昭和 四十 七年法 律第 百十三 号） （抄）

（職 場に おける 性的 な言動 に起 因する 問題 に関す る国 、事業 主及 び労働 者の 責務）
第十 一条の 二 （略 ）
２ 事業 主は 、性的 言動問 題に 対する その 雇用 する労 働者 の関心 と理 解を 深める ととも に、 当該労 働者 が他の 労働 者に対 する 言動 に必要 な注 意を
払 うよう 、研 修の 実施そ の他の 必要 な配慮 をす るほか 、国 の講 ずる前 項の 措置に 協力 するよ うに 努めな けれ ばなら ない 。
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３・４

（ 略）

（職場 にお ける妊 娠、 出産 等に関 する 言動に 起因 する問 題に 関する 雇用 管理上 の措 置等）
第十 一条の 三 事 業主 は、職 場に おい て行わ れる その雇 用す る女 性労働 者に対 する 当該女 性労 働者が 妊娠 したこ と、 出産 したこ と、 労働基 準法 第
六十 五条 第一項 の規 定によ る休業 を請 求し、 又は 同項 若しく は同 条第二 項の 規定に よる 休業を した ことそ の他 の妊娠 又は 出産に 関す る事 由であ
つて 厚生 労働省 令で 定める もの に関 する言 動によ り当 該女性 労働 者の就 業環 境が害 され るこ とのな いよ う、当 該女 性労働 者から の相 談に 応じ、
適切 に対 応する ため に必要 な体 制の 整備そ の他 の雇用 管理 上必要 な措 置を講 じなけ れば なら ない。
２ ～４ （略 ）

（ 職場に おけ る妊 娠、出 産等 に関す る言 動に 起因す る問題 に関 する国 、事 業主及 び労 働者の 責務 ）
第 十一 条の四 （略 ）
２ 事 業主 は、妊 娠・ 出産等 関係言 動問 題に対 する その 雇用す る労 働者の 関心 と理解 を深 めると とも に、当 該労 働者が 他の 労働者 に対 する 言動に
必要な 注意 を払う よう 、研 修の実 施そ の他の 必要な 配慮 をする ほか 、国 の講ず る前 項の措 置に 協力す るよ うに努 めな ければ なら ない。
３・４ （ 略）

○育 児休業 、介 護休 業等育 児又 は家族 介護 を行 う労働 者の福 祉に 関する 法律 （平成 三年 法律第 七十 六号 ）（抄 ）

（ 不利益 取扱 いの禁 止）
第 十条 事業 主は、 労働 者が 育児休 業申 出をし 、又は 育児 休業を した こと を理由 とし て、当 該労 働者に 対し て解雇 その 他不利 益な 取扱い をし ては
な らない 。

（準 用）
第十 六条の 四

第十 条の 規定は 、第 十六条 の五 第一項 の規 定によ る申 出及 び介護 休暇 につい て準 用する 。

第十 条の規 定は 、第十 六条 の二第 一項の 規定 によ る申出 及び 子の看 護休 暇につ いて 準用 する。

（準用 ）
第十六 条 第十条 の規 定は、 介護 休業 申出及 び介 護休業 につい て準 用する 。

（ 準用）
第 十六条 の七
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第二十 条の 二 事 業主 は、労 働者 が第十 九条 第一項 （前 条第一 項に おいて 準用 する場 合を 含む 。以下 この 条にお いて同 じ。 ）の規 定に よる 請求を
し、又 は第 十九条 第一 項の 規定に より 当該事 業主 が当該 請求 をした 労働 者につ いて 深夜に おい て労働 させ ては ならな い場 合に当 該労働 者が 深夜
にお いて労 働しな かっ たこ とを理 由と して、 当該 労働 者に対 して 解雇そ の他不 利益 な取扱 いを しては なら ない 。

第二 十三条 の二 事 業主は 、労 働者が 前条 の規定 によ る申出 をし 、又は 同条 の規定 によ り当該 労働 者に 措置が 講じ られた ことを 理由 として 、当 該
労働 者に 対して 解雇 その他 不利 益な 取扱い をし てはな らな い。

（ 職場に おけ る育 児休業 等に 関する 言動に 起因 する問 題に 関す る雇用 管理 上の措 置等 ）
第 二十五 条 事業主 は、 職場 におい て行 われる その 雇用す る労 働者に 対す る育児 休業 、介護 休業 その他 の子 の養 育又は 家族 の介護 に関す る厚 生労
働 省令 で定め る制 度又は 措置 の利用 に関 する 言動に より 当該労 働者 の就業 環境 が害さ れるこ との ない よう、 当該 労働者 から の相 談に応 じ、 適切
に対応 する ために 必要 な体制 の整備 その 他の 雇用管 理上 必要な 措置 を講 じなけ れば ならな い。
２ 事 業主 は、労 働者 が前項 の相 談を 行った こと又 は事 業主に よる 当該相 談へ の対応 に協 力し た際に 事実 を述べ たこ とを理 由とし て、 当該 労働者
に対し て解 雇その 他不 利益 な取扱 いを しては なら ない 。

（職 場に おける 育児 休業等 に関 する言 動に起 因す る問 題に関 する 国、事 業主 及び労 働者 の責 務）
第二 十五条 の二 （ 略）
２ 事業 主は、 育児 休業等 関係 言動問 題に 対す るその 雇用 する労 働者 の関心 と理 解を深 めると とも に、 当該労 働者 が他の 労働 者に 対する 言動 に必
要 な注意 を払 うよう 、研 修の実 施そ の他の 必要 な配慮 をす るほ か、国 の講 ずる前 項の 措置に 協力 するよ うに努 めな けれ ばなら ない 。
３ ・４ （略 ）

○労働 施策 の総合 的な 推進並 びに 労働者 の雇用 の安 定及 び職業 生活 の充実 等に 関する 法律 （昭 和四十 一年 法律第 百三十 二号 ）（抄 ）

（雇 用管理 上の措 置等 ）
第三 十条の 二 事業主 は、 職場に おい て行わ れる 優越的 な関 係を 背景と した 言動で あつ て、業 務上 必要か つ相当 な範 囲を 超えた もの により その 雇
用す る労 働者の 就業 環境が 害さ れるこ との ないよ う、 当該労 働者 からの 相談 に応じ 、適 切に 対応す るた めに必 要な 体制の 整備そ の他 の雇 用管理
上必 要な 措置を 講じ なけれ ばな らな い。
２ ～６ （略 ）
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（国、 事業 主及び 労働者 の責 務）
第三十 条の 三 （ 略）
２ 事 業主 は、優 越的 言動問 題に 対す るその 雇用 する労 働者 の関心 と理解 を深 めると とも に、 当該労 働者 が他の 労働 者に 対する 言動に 必要 な注意
を払 うよう 、研修 の実 施そ の他の 必要 な配慮 をす るほ か、国 の講 ずる前 項の措 置に 協力す るよ うに努 めな けれ ばなら ない 。
３・ ４ （ 略）
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