風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
昭和60年 1月11日国家公安委員会規則第1号
改正：令和 2年 5月20日国家公安委員会規則第7号（風俗営業等の規制及び業務の適正化等
に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規
則の一部を改正する規則）
改正前

改正後

-改正法･附則- ～平成29年 9月 4日 国家公安委員会 規則 第9号～
施行日：令和 2年 5月20日
（施行期日）
（施行期日）
１ この規則は、平成三十年二月一日から施 １ この規則は、平成三十年二月一日から施
行する。
行する。
（許可に関する経過措置）
（許可に関する経過措置）
２ この規則の施行の際現に風俗営業等の規 ２ この規則の施行の際現に風俗営業等の規
制及び業務の適正化等に関する法律（以下「 制及び業務の適正化等に関する法律（以下「
法」という。）第五条第一項の許可申請書を 法」という。）第五条第一項の許可申請書を
都道府県公安委員会（以下「公安委員会」と 都道府県公安委員会（以下「公安委員会」と
いう。）に提出している者に対する法第三条 いう。）に提出している者に対する法第三条
第一項の許可（以下単に「許可」という。） 第一項の許可（以下単に「許可」という。）
に関する法第四条第四項の基準については、 に関する法第四条第四項の基準については、
なお従前の例による。
なお従前の例による。
（遊技機の変更の承認に関する経過措置）
（遊技機の変更の承認に関する経過措置）
３ この規則の施行の際現に施行規則第十九 ３ この規則の施行の際現に施行規則第十九
条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提 条第一項の変更承認申請書を公安委員会に提
出している者に対する法第二十条第十項で準 出している者に対する法第二十条第十項で準
用する法第九条第一項の承認（以下単に「承 用する法第九条第一項の承認（以下単に「承
認」という。）に関する法第四条第四項の基 認」という。）に関する法第四条第四項の基
準については、なお従前の例による。
準については、なお従前の例による。
（遊技機の規制に関する経過措置）
（遊技機の規制に関する経過措置）
４ この規則の施行前にされた許可又は承認 ４ この規則の施行前にされた許可又は承認
の申請に係る遊技機（法第二十条第二項の認 の申請に係る遊技機（法第二十条第二項の認
定（以下単に「認定」という。）を受けたも 定（以下単に「認定」という。）を受けたも
の又は同条第四項の検定（以下単に「検定」 の又は同条第四項の検定（以下単に「検定」
という。）を受けた型式に属するものに限る という。）を受けた型式に属するものに限る
。）に関する同条第一項の基準については、 。）に関する同条第一項の基準については、
当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規 当該認定を受けた日又は当該検定の遊技機規
則第九条第一項の規定による公示の日（以下 則第九条第一項の規定による公示の日（以下
単に「公示の日」という。）から起算して三 単に「公示の日」という。）から起算して四
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年を経過するまでの間は、なお従前の例によ 年（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
る。
関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型
（遊技機の認定に関する経過措置）
式の検定等に関する規則の一部を改正する規
５ 次の各号に掲げる遊技機の認定に関する 則の一部を改正する規則（令和二年国家公安
法第二十条第一項の基準については、なお従 委員会規則第七号）の施行の日の翌日の三年
前の例による。
前の日（附則第十項において「特定日」とい
一 この規則の施行の際現に公安委員会に提 う。）の前日までに認定を受けた遊技機又は
出されている遊技機規則第一条第一項の認 検定を受けた型式に属する遊技機（以下「特
定申請書に係る遊技機
定遊技機」という。）に係る場合にあっては
二 この規則の施行の日（以下「施行日」と 、三年）を経過するまでの間は、なお従前の
いう。）以後に公安委員会に提出された遊 例による。
技機規則第一条第一項の認定申請書に係る （遊技機の認定に関する経過措置）
遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第 ５ 次の各号に掲げる遊技機の認定に関する
十三条の遊技機試験を受けたもの
法第二十条第一項の基準については、なお従
三 この規則の施行の際現に法第二十条第五 前の例による。
項の指定試験機関に提出されている遊技機 一 この規則の施行の際現に公安委員会に提
規則第十四条第一項の遊技機試験申請書に
出されている遊技機規則第一条第一項の認
係る遊技機
定申請書に係る遊技機
（遊技機の型式の検定に関する経過措置）
二 この規則の施行の日（以下「施行日」と
６ 次の各号に掲げる遊技機の型式に関する
いう。）以後に公安委員会に提出された遊
法第二十条第三項の技術上の規格については 技機規則第一条第一項の認定申請書に係る
、なお従前の例による。
遊技機でこの規則の施行前に遊技機規則第
一 この規則の施行の際現に公安委員会に提 十三条の遊技機試験を受けたもの
出されている遊技機規則第七条第一項の検 三 この規則の施行の際現に法第二十条第五
定申請書に係る型式
項の指定試験機関に提出されている遊技機
二 施行日以後に公安委員会に提出された遊 規則第十四条第一項の遊技機試験申請書に
技機規則第七条第一項の検定申請書に係る
係る遊技機
型式でこの規則の施行前に遊技機規則第十 （遊技機の型式の検定に関する経過措置）
三条の型式試験を受けたもの
６ 次の各号に掲げる遊技機の型式に関する
三 この規則の施行の際現に法第二十条第五 法第二十条第三項の技術上の規格については
項の指定試験機関に提出されている遊技機 、なお従前の例による。
規則第十五条第一項の型式試験申請書に係 一 この規則の施行の際現に公安委員会に提
る型式
出されている遊技機規則第七条第一項の検
（施行日以後にされた許可の申請等に関する
定申請書に係る型式
経過措置）
二 施行日以後に公安委員会に提出された遊
７ この規則の施行前に認定を受けた遊技機
技機規則第七条第一項の検定申請書に係る
若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又 型式でこの規則の施行前に遊技機規則第十
は附則第五項の規定によりなお従前の例によ 三条の型式試験を受けたもの
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ることとされた法第二十条第一項の基準に従 三 この規則の施行の際現に法第二十条第五
ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項 項の指定試験機関に提出されている遊技機
の規定によりなお従前の例によることとされ 規則第十五条第一項の型式試験申請書に係
た同条第三項の技術上の規格に従ってされた る型式
検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第 （施行日以後にされた許可の申請等に関する
五条第一項の許可申請書を施行日以後に公安 経過措置）
委員会に提出した者に対する許可に関する法 ７ この規則の施行前に認定を受けた遊技機
第四条第四項の基準については、次の各号に 若しくは検定を受けた型式に属する遊技機又
掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める は附則第五項の規定によりなお従前の例によ
日から起算して三年を経過するまでの間は、 ることとされた法第二十条第一項の基準に従
なお従前の例による。
ってされた認定を受けた遊技機若しくは前項
一 この規則の施行前に認定を受けた遊技機 の規定によりなお従前の例によることとされ
若しくは検定を受けた型式に属する遊技機 た同条第三項の技術上の規格に従ってされた
又は附則第五項第一号の遊技機若しくは前 検定を受けた型式に属する遊技機に係る法第
項第一号の型式に属する遊技機 認定を受 五条第一項の許可申請書を施行日以後に公安
けた日又は検定の公示の日
委員会に提出した者に対する許可に関する法
二 附則第五項第二号の遊技機又は前項第二 第四条第四項の基準については、次の各号に
号の型式に属する遊技機 施行日
掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に定める
三 附則第五項第三号の遊技機又は前項第三 日から起算して四年（特定遊技機に係る場合
号の型式に属する遊技機 遊技機規則第十 にあっては、三年）を経過するまでの間は、
四条第三項又は第十五条第四項の書類の交 なお従前の例による。
付の日
一 この規則の施行前に認定を受けた遊技機
８ 前項に規定する遊技機に係る施行規則第
若しくは検定を受けた型式に属する遊技機
十九条第一項の変更承認申請書を施行日以後 又は附則第五項第一号の遊技機若しくは前
に公安委員会に提出した者に対する承認に関 項第一号の型式に属する遊技機 認定を受
する法第四条第四項の基準については、前項 けた日又は検定の公示の日
各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に 二 附則第五項第二号の遊技機又は前項第二
定める日から起算して三年を経過するまでの 号の型式に属する遊技機 施行日
間は、なお従前の例による。
三 附則第五項第三号の遊技機又は前項第三
９ 附則第七項及び前項の規定によりなお従
号の型式に属する遊技機 遊技機規則第十
前の例によることとされた法第四条第四項の 四条第三項又は第十五条第四項の書類の交
基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技 付の日
機に関する法第二十条第一項の基準について ８ 前項に規定する遊技機に係る施行規則第
は、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に 十九条第一項の変更承認申請書を施行日以後
応じ当該各号に定める日から起算して三年を に公安委員会に提出した者に対する承認に関
経過するまでの間は、なお従前の例による。 する法第四条第四項の基準については、前項
◆追加◆
各号に掲げる遊技機の区分に応じ当該各号に
（認定及び検定の効力に関する経過措置）
定める日から起算して四年（特定遊技機に係
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10 附則第五項の規定によりなお従前の例に る場合にあっては、三年）を経過するまでの
よることとされた法第二十条第一項の基準に 間は、なお従前の例による。
従ってされた認定又は附則第六項の規定によ ９ 附則第七項及び前項の規定によりなお従
りなお従前の例によることとされた同条第三 前の例によることとされた法第四条第四項の
項の技術上の規格に従ってされた検定は、附 基準に従ってされた許可又は承認に係る遊技
則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当 機に関する法第二十条第一項の基準について
該各号に定める日から起算して三年を経過す は、附則第七項各号に掲げる遊技機の区分に
るまでの間は、なおその効力を有する。
応じ当該各号に定める日から起算して四年（
（許可の取消し等に関する経過措置）
特定遊技機に係る場合にあっては、三年）を
11 この規則の施行前にした行為並びにこの 経過するまでの間は、なお従前の例による。
附則の規定によりなお従前の例によることと （認定及び検定の効力に関する経過措置）
される場合及びこの附則の規定によりなおそ 10 特定日から施行日の前日までの間にされ
の効力を有することとされる場合におけるこ た認定又は検定は、遊技機規則第四条又は第
の規則の施行後にした行為に係るこの規則の 十条の規定にかかわらず、当該認定を受けた
施行後における許可の取消し、停止その他の 日又は当該検定の公示の日から起算して四年
処分については、なお従前の例による。
を経過するまでの間は、なおその効力を有す
（罰則に関する経過措置）
る。
12 この規則の施行前にした行為並びにこの ◆削除◆
附則の規定によりなお従前の例によることと 11 附則第五項の規定によりなお従前の例に
される場合及びこの附則の規定によりなおそ よることとされた法第二十条第一項の基準に
の効力を有することとされる場合におけるこ 従ってされた認定又は附則第六項の規定によ
の規則の施行後にした行為に対する罰則の適 りなお従前の例によることとされた同条第三
用については、なお従前の例による。
項の技術上の規格に従ってされた検定は、附
則第七項各号に掲げる遊技機の区分に応じ当
該各号に定める日から起算して四年を経過す
るまでの間は、なおその効力を有する。
（許可の取消し等に関する経過措置）
12 この規則の施行前にした行為並びにこの
附則の規定によりなお従前の例によることと
される場合及びこの附則の規定によりなおそ
の効力を有することとされる場合におけるこ
の規則の施行後にした行為に係るこの規則の
施行後における許可の取消し、停止その他の
処分については、なお従前の例による。
（罰則に関する経過措置）
13 この規則の施行前にした行為並びにこの
附則の規定によりなお従前の例によることと
される場合及びこの附則の規定によりなおそ
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の効力を有することとされる場合におけるこ
の規則の施行後にした行為に対する罰則の適
用については、なお従前の例による。

*******
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