消費生活用製品安全法施行令の一 部を改正する政令案

参照条文

○ 消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 九 年 政 令 第 四 十 八 号 ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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（参照法令一覧）

○ 消 費 生 活 用 製 品 安 全 法 （ 昭 和 四 十 八 年 法 律 第 三 十 一 号 ） （ 抄 ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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○消費生活用製品安全法施行令（昭和四 十九年政令第四十八号）

内閣は、消 費生活用製品 安全法（昭和 四十八年法律第三十一号）第二条第二項、第三条、第二十 五条第一項、第六十四条第三項、第八十二条、

第八十三条 、第九十四条、第九十五条第一項第三号及び第二項、第九十六条並びに別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。

消費生活用製品安全 法（以下「法」という。）第二条第二項 の特定製品は、別表第一に掲げるとおりとする。

（特定製品）
第一条

法第二条第三項の特別特定製品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。

（特別特定製品）
第二条

法第二条第 四項の特定保守製品は、別表第三に掲げるとおりとする。

（特定保守製品）
第三条

法第 二条第五項の政 令で定める 事故は、食品衛生 法（昭和二十二年法律第二百三十三号） 第四条第四項に規定する器具、同条第 五項に規

（製品事故から除かれる事故）
第四条

定する容 器包装又は同法第六十八条第一項に規 定するおもちやに起因する食品衛生上の危害が発生した事故とする。
（重大製品事故の要件）
法第二条第 六項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。

死亡

一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。
イ

負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治つたとき（その症状が固定したときを含む。
）において内閣府令で定める身体の障害が存するもの
一酸化炭素によ る中毒

火災が発生したこと。

ハ

ロ

第五条
一

二

（規格又は基準を定めることができる 他の法律）
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法第三条第一項の政令で定める 他の法律は、次の各号に掲げる特定製 品の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
別表 第一第一号に掲げる特定製品

第六条
一
別表第一第六 号及び第九号に掲げる特定製品

電気 用品安全法

食品衛 生法及び電気用品安全法（昭和三十六年法律第二百三十四号）

二

法第十二 条第一項た だし書の政 令で定め る期間は、別表第二の上欄に掲げる特別特定製品ごとにそれぞれ同表の下欄に 掲げるとおりとす

（証明書の保存に係る経過 期間）
第七条
る。

法 第十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

（検査機 関の登録の有効期間）
第八条

法第三十 一条第二項 の政令で定 める費用 は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員（同条第三項の規定により独立 行政法人製品評価

（外国登録検査機関の事務 所等における検査に要する費用の負担）
第九条

技術基盤機構 （以下「機構 」という。 ）に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員）が その検査に係る事務所又は事業所の所在地に出

張をする のに要する旅費の額に相当するものと する。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令 で定める。

法第三十五 条第四項の 政令で定める他の法律は、有害物質を含有する 家庭用品の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十二号）とす

（重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき 他の法律）
第十条
る。
（回収等の措置を命ずることができる 他の法律の規定）

二

一

電気用品安全法第四十二条の五

ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第百五十七条

食品衛生法第五十九条

法第三十九条第一項の政令で定める他の法律の規定は、次に掲げるものとす る。

三

液化石油ガスの保安の確保及び取 引の適正化に関する法律（昭和四十二 年法律第百四十九号）第六十五条

第十一条

四
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五

有害物質を含有する家庭用品の規 制に関する法律第六条各項

（報告の 徴収）

法第四十 条第一項の規 定により主務大臣が消費生活用製品（特定製品及び特定保守製品を除く。以下この 項において同じ。）の製造又

法第四十条 第三項の規定 により内閣 総理大臣が消費生 活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項 は、その

種類、数量、保管又は取引の場所、取引先に関する事項、引渡時の説明に関する事項その他当該特定保守製品の取引の業務に関する事項とする。

法第 四十条第一 項の規定に より主務大臣が特定保守製品取引事業者に対し 報告をさせることができる事項は、その取引に係る特定保守製品の

その他当該消費生活用製品の販売の業務に関する事項と する。

報告をさせ ることができ る事項は、そ の販売に係る消費生活用製品 の種類、数量、保管又は販売の場所、 購入先及び主たる販売先に関する事項

法第四十条 第一項の規定 により主務 大臣が消費生活用 製品（特定保守製品を除く。以下この項において同じ。）の販売の事業を行う 者に対し

した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定保守製品の製造又は輸入の業務に関 する事項とする。

に関する 事項、点 検その他の保 守を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項 、主たる販売先並びに当該特定保守製品の使用に伴い発生

示若しく は製品に添 付すべき書面 又は所有者票に関する事項、所有者情報の 管理に関する事項、点検通知事項の通 知に関する事項、点検の実施

は輸入に係 る特定保守製 品の型式、数 量、製造又は保管若しくは販 売の場所、設計標準使用期間又は点検 期間の設定に関する事項、製品への表

法第四十 条第一項の規定 により主務 大臣が特定保守製 品の製造又は輸入の事業を行う者に対し 報告をさせることができる事項は、そ の製造又

項その他当該特定製品の製造又は輸入の業務に関する事項（届出事業者にあつては、法第六条第四号の措置に関す る事項を含む。）とする。

販売の場 所、検査 記録の内容、 主たる販売先並びに当該特定製品の使用に伴い発生し た危害及びその再発の防止のために講じ た措置に関する事

し報告を させること ができる事項 は、その製造又は輸入に係る特定製品の種 類（届出事業者にあつては、型式）、 数量、製造又は保管若しくは

法第四 十条第一項の 規定により主 務大臣が特定製品（特定保守製品を除く。以下この項において同じ。 ）の製造又は輸入の事業を行う者に対

該消費生活用製品の製造又は輸入の業 務に関する事項とする。

販売 の場所、主た る販売先 並びに当該消 費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項 その他当

は輸入 の事業を行 う者に対し報 告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に 係る消費生活用製品の種類、数量、製造 又は保管若しくは

第十二条

２

３

４

５

６

- 3 -

製造又は輸入 に係る消費生 活用製品の 種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発

生した危 害及びその再発の防止のために講じた 措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。

法第五十 四条第一項 第三号に定める事項（法第三十三条の規定による情報の収集、法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第

（主務大臣及び主 務省令）

二

一

法第四十条 第二項の規定 による報告 の徴収及び法第四 十一条第二項の規定による立入検査に関する事項についての主務大臣は、経済 産業大臣

当該報告の徴 収、立入 検査及び申出の 受理に係る特定保守製品取引事業者については、当該特定保守製品取引事業者の事業を所管する大臣

用製品の製造、輸入又は 販売の事業を所管する大臣

当該 報告の徴収、 立入検査及び 申出の受理に係る消費生活用製品の製造 、輸入又は販売の事業を行う者につい ては、それぞれその消費生活

出の受理に関する事項についての主務大臣は、 次のとおりとする。

法第四十条 第一項の規定 による報告 の徴収、法第四十 一条第一項の規定による立入検査に関する事項及び法第五十二条第一項の規定 による申

大臣とする。

、要請及 び命令に 係る消費生活 用製品の製造又は輸入の事業を行う者について、それ ぞれその消費生活用製品の製造又は輸入の事業を所管する

の規定に よる要請並 びに法第三十 九条第一項の規定による命令に関する事項 についての主務大臣は、当該情報の収 集、通知の受領、協議、調査

る通知の受 領、法第三十 六条第二項の 規定による協議及び同条第三 項の規定による調査、法第三十七条第 二項の規定による協議及び同条第三項

法第三十 二条の二十一第 一項の規定 による情報の収集 に関する事項、法第三十三条の規定によ る情報の収集、法第三十五条第三項の 規定によ

を所管する大臣とする。

法第 三十二条の 六第一項の 規定による勧告及び同条第二項の規定による公表についての主務大臣は、当該特定保守製品取引事業者が行う事業

主務大臣は、経済 産業大臣とする。

定による勧 告及び同条第 二項の規定に よる公表並びに法第三十二条 の二十一第一項の規定による情報の収集に関する事項を除く。）についての

びに法第三十 九条第一項の 規定による 命令に関する事項を除く。）及び法第五十四条第一項第四号に定める事項（法第三十二条の六第一項の規

三十 六条第二項の 規定によ る協議及び同 条第三項の規定による調査、法第三十七条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定によ る要請並

第十三条

２

３

４

５
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６

とする。

法第五 十四条第一項 第三号に定め る事項（法第三十五条第三項の規定による通知の受領、法第三十六条 第二項の規定による協議及び同条第三

項の規定 による調査 、法第三十七 条第二項の規定による協議及び同条第三項 の規定による要請並びに法第三十九条第一項の規定による命令に関

する事 項を除く。 ）及び法第五 十四条第一項第四号に定める事項（法第三十二条の六 第一項の規定による勧告及び同条第二項 の規定による公表

並び に法第三十二 条の二十 一第一項の規 定による情報の収集に関する事項を除く。）についての主務省令は、第一項に規定する主務大 臣の発す
る命令とする。
（都道府県又は市が処理する事務）

法第四十 条第一項、第 四十一条第一項及び第四十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務 であつて特定製品の販売の事

その事務 所、事業場、 店舗又は倉 庫の所在地が市の区域に属する場合

当該市の長（当該市 の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都

当該町村を包括す る都道府県の知事

道府県 の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長）
その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村 の区域に属する場合

前項 の規定によ り立入検査 等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済 産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告し

第一項の規 定により都道 府県知事又 は市長が立入検査 等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関す る規定は

なければならない。

二

一

応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

業を行う 者又は特 定保守製品取 引事業者に関するもの（以下この条において「立入検 査等事務」という。）は、次の各号に掲 げる場合の区分に

第十四条

２

３

、都道府県知事又は市長に関する規定としてそ れぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。

法第五十 六条第一項の政令で定める権限は、法第四十一条第六項の規定による要請をす る権限とする。

（消費者庁長官に委任されない権限）
第十五条

法第 五十七条の政 令で定める 事務は、第十四条 第一項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務（特定保守 製品取引

（主務大臣が指示をすることができる事務）
第十六条
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事業者に関するものを除く。）とする 。
（権限の 委任）

法第四条 第二項第一号 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定製品の製造の事業に係る工場又 は事業場が一の経済産業局の

法第四十条第 一項、第四 十一条第一項 及び第 四十二条第一項の規定に基づく経済産 業大臣の権限であつて、消費生活用製品 の製造又は輸入の

する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

法第三 十二条の十 六及び第三十 二条の二十の規定に基づく経済産 業大臣の権限は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄

ものとする。

法第三十二 条の二の規定 に基づく経 済産業大臣の権限 は、特定製造事業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局 長が行う

産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

法第 十四条及び 第十五条の 規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業 者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済

務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産 業局長が行うものとする。

する特定製 品の輸入の事 業に係る事務 所、事業場、店舗又は倉庫が 一の経済産業局の管轄区域内のみにあ る届出事業者に関するものは、その事

法第六条 、第七条第二項 、第八条か ら第十条まで及び 第十一条第一項第一号の規定に基づく経 済産業大臣の権限であつて、一の届出 区分に属

経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業 局長が行うものとする。

第六条に 規定する 主務省令で定 める特定製品の区分をいう。次項において同じ。）に 属する特定製品の製造の事業に係る工場 又は事業場が一の

法第六 条、第七 条第二項、第 八条から第十条まで及び第十一条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限 であつて、一の届出区分（法

する。

一の経済産業 局の管轄区域 内のみにあ る者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものと

法第四条第二 項第一号の 規定に基づ く経済産 業大臣の権限であつて、特定製品の輸入又は販売の事業に係る事務所、事業場 、店舗又は倉庫が

管轄区域内のみにある者に 関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うも のとする。

第十七条

２

３

４

５

６

７

８

事 業を行う者に 関するもの は、その事 務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経 済産業局長が行うものとする。ただし、経済産
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業大臣が自らその権限を行うことを妨 げない。

法別表第 九号の政令で 定める法律は、別表第四の上欄に掲げるとおりとし、同号の政令で定める製品は、 同表の上欄に掲げる法律ごと

（消費生 活用製品から除かれる製品）
第十八条
にそれぞれ同表の下欄に掲 げるとおりとする。
別表第一（第一条、第六条関 係）

家庭用の 圧力なべ及び 圧力がま（ 内容積が十リットル以下のものであつて、九・八キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計し

乗車用ヘルメ ット（自動二輪車又は原動機付自転車 乗車用のものに限る。）

一

二

乳幼 児用ベッ ド（主として 家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は 保育に使用することを目的として設計し たものに限るもの

たものに限る。）

三

四

携帯用 レーザー応用 装置（レーザ ー光（可視光線に限る。）を 外部に照射して文字又は図形を表示す ることを目的として設計したものに限

登山用ロープ（身体確保用のもの に限る。）

とし、揺動型のものを除く。）

五
る。）

浴槽 用温水循 環器（主とし て家庭において使用することを目的として設計したも のに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体と

石油給湯機（灯油の消費量が七十キロワッ ト以下のものであつて、熱交換器容量が五十リットル以下のものに限る。以下 同じ。）

六

なつ ているもの であつて専 ら加熱のため に水を循環さ せるもの及び循環させることができる水 の最大の流量が十リットル毎分未満の ものを除

七

石油ふろがま（灯油の消費量が三十九キロワット以 下のものに限る。以下同じ。）

く。）

八

石油 ストーブ （灯油の消費 量が十二キロワット（開放燃焼式のものであつて自然 通気形のものにあつては、七キロワット）以下のものに限

ライター（ たばこ以外 のものに点 火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつている ものであつて当該容器の全部又は一部にプラス

る。）

九

十
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チックを用いた家庭用のものに限る。）

乳幼児用ベッド（主として家庭において出生後二十四月以内 の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計

別表第二（第二条、第七条関係）

一

携帯用 レーザー応用 装置（レー ザー光（可視光線に限る。）を外部に照射して文字又は図形を表示すること を目的とし

したものに限るものとし、揺動型の ものを除く。）

二

浴槽用温水 循環器（主 として家庭に おいて使用す ることを目的として設計したものに限る ものとし、水の吸入口と噴出

て設計したもの に限る。）

三

口とが構造上 一体となつ ているもので あつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させること ができる水の最大の

ラ イター（た ばこ以外のも のに点火する 器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全

流量が 十リットル毎分未満のものを除く。）

四

部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。）

十年

三年

三年

三年

液化石油ガス の保安の確 保及び取引の 適正化に関す る法律施行 令（昭和四 十三年政令第十四号）別表第一第三号に掲げる液化石油ガス用瞬

る構造を有する方式をいう。以下同じ。）のものを除く。）

ガス 事業法施行令 （昭和二十九 年政令第六 十八号）別 表第一第一号 に掲げるガス 瞬間湯沸器（屋外式（屋外に設置され、風雨の影 響に耐え

別表第三（第三条関係）
一

二

間湯沸器（屋外式のものを除く。）
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五

四

三

液化 石油ガスの 保安の確保及 び取引の適正 化に関する 法律施行令別 表第一第五号 に掲げる液 化石油ガス用バーナー付ふろがま（屋 外式のも

ガス 事業法施行令別表第一第三号に掲げる ガスバーナー付ふろがま（屋外式のもの を除く。）

石油給湯機

石油ふろがま

のを除く。）
六

電気用品 安全法施行令 （昭和三十 七年政令第三 百二十四号） 別表第二第 八号（二七）に掲げる電気食器洗機（シ ステムキッチン（台所流し

電気用品安全法施行令別表第二第 八号（六〇）に掲げる電気乾燥機（浴室用のものであつて、電熱装置を有する ものに限る。）

のに限る。）

電気 用品安全 法施行令別表 第二第八号（ 四八）に掲げ る温風暖 房機（密閉燃 焼式のものであつて、灯 油の消費量が十二キロワット以下のも

たものであつて、 熱源として電気を使用するものに限る 。）

、調理用の 台、食器棚そ の他調理の ために必要 な器具又は設 備が一体とし て製造され る製品をい う。）に組み込 むことがで きるように設計し

七

八

九

船舶安全法（昭和八年法律第十一号） 船舶安全法第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件

別表第四（第十八条関係）

一

道路運送車両法（昭和二十六年法律第 道路運送車両法第四十一条第一項各号に掲げる自動車の装置及び同法第四十四条第三号から
第十一号までに掲げる原動機付自転車の装置

二
百八十五号）

総則

○消費生活用製品安全法（昭 和四十八年法律第三十一号）（抄）
第一章
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この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に 供される製品（別表に掲げるものを除く 。）をいう。

（定義）
第二条
（略）

こ の法律におい て「特定保 守製品」とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（以下「経年劣化」という。）により安全

２・３
４

上支 障が生じ、一 般消費者の 生命又は身 体に対して特 に重大な危害 を及ぼす おそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等からみてその

事業の届出等

特定製 品

（略）

適切な保守を促進することが適当なも のとして政令で定めるものをいう。
５・６
第二章
第二節
（承継）

届出 事業者が当該届 出に係る事 業の全部を譲り渡 し、又は届出事業者について相続、合併 若しくは分割（当該届出に係る事業の 全部を承

前項の規定に より届出事 業者の地位 を承継し た者は、遅滞なく、その事実を証する 書面を添えて、その旨を主務大臣に届け 出なければならな

の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

より事業 を承継すべ き相続人を選 定したときは 、その者） 、合併後存続 する法人若し くは合併に より設立した法人若しくは分割により その事業

継させるも のに限る。） があつたとき は、その 事業の全部を 譲り受けた者 又は相続人（ 相続人が二人以上ある場合において、 その全員の同意に

第七条

２
い。

届 出事業者は 、第六条各号 の事項に変更があつたときは、遅 滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が

（変更の届出）
第八条

主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、そ の旨を主務大臣に届け出なければなら ない。

（廃止の届出）
第九条
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第二章の二
第一節

特定保守製品等
特定 保守製品の点検その他の保守に関する 情報の提供等

（事業の届出）

特 定保守製品 の製造又は輸入の事業を行う者（以下「特定製造事業者等」という。）は、事業開始の日から三十日以内に、次の

二

一

当該 特定保守製 品を製造する 工場又は事業 場の名称及 び所在地（特 定保守製品の 輸入の事業 を行う者にあつては、当該特定保守製 品の製造

主務 省令で定める特定保守製品の区分及び 主務省令で定める特定保守製品の型式の 区分

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

第七条から第九条までの 規定は、前項の規定による届出をした者 に準用する。

事業者の氏名又は名称及び 住所）

三

事項を主務大臣に届け出なけ ればならない。

第三十二条の二

２

特定製 造事業者等は 、その製造又は輸入に係る特定保守製品について、主務省令で定める 基準に従つて、次の事項を定めなけれ

（点検期間等の設定）
第三十二条の三

設計標準使 用期間の経過 に伴い必 要となる経年 劣化による危 害の発生を 防止するための点検（以下この節におい て単に「点検」という。）

において「設計標準使用期間」という。）

標準 的な使用 条件の下で使 用した場合に 安全上支障が なく使用 することがで きる標準的な期間として設計上設定される期間（次号及び次条

ばならない。ただし、輸出用の特定保守製品については、この限りでない。
一

二

を行う べき期間（以下「点検期間」という。）

特 定製造事業 者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品 を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、当該特定保

（製品への表示等）
第三十二条の四

特定製造事業者等の氏名又は名称 及び住所

守製品に次の事項を表示しな ければならない。
一
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２

六

五

四

三

二

特定保守製品を特定する に足りる事項として主務省令で定める事項

点検その他の保守に関する問合せを受けるための連絡先

点検期間の始 期及び終期

設計 標準使用期間

製造年月

特定製造 事業者等は、 その製造又は 輸入に係る特定保 守製品を販売するときは、主務省令で定 めるところにより、当該特定保守製品 に次の事

三

二

一

その他特定保守製品の点検その他 の保守に関し主務省令で定める事項

特定保守製品の点検の結 果必要となると見込まれる特定保守製品の整備に要する部品の保有期間

点検を行う事業所の配置その他の特定保守製品の点検を実施する体制の整備に関する事項

設計標準使用 期間の算定の根拠

項を記載 した書面を添付しなければならない。

四

特定製 造事業者等は 、その製造又 は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で定めるとこ ろにより、当該特定保守製品に、当該

所有者票には、第三十二条の九第一項各号の事項その他主務省令で定める 事項が記載されていなければならない 。

３

特定保守 製品の所有 者（所有者と なるべき者を 含む。以下 この節におい て同じ。）が その氏名又 は名称及び住所、当該特定保守製品の 所在場所

並びに当 該特定保 守製品を特定 するに足りる 事項（以下「 所有者情 報」という。 ）を当該特定製造事業者等に提供するための書面（以下「所有

４

前各項の規定は、特定製造事業者等が輸出用の特定保守製品を販売する場合には、 適用しない。

者票」という。）を添付しな ければならない。

５

特 定保守製品 を、売買その他の取引により、又は特定保守製 品以外の物に関する取引に付随して取得しようとする者（特定保守

（引渡時の説明等）
第三十二条の五

製品 を再度譲渡す ることを目 的として取得 しようとする 者及び主務 省令で定め る者を除く。第三十二条の八第三項において「取得者」という。

） に対し、当該 取引の相手方 たる事業 者（以下「特 定保守製品取 引事業者」 という。）は、当該特定保守製品の引渡 しに際し、次の事項につい
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２

特定 保守製品は、経年劣化により危害を及 ぼすおそれが多く、適切な保守がなされ る必要がある旨

て説明しなければならない。ただし、 当該特定保守製品の点検期間が経過している場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
一

当該 特定保守製 品に係る特定 製造事業者等 に対して所 有者情報を提 供した場合に は第三十二 条の十二第一項に規定する点検通知事 項の通知

その他特定保守製品の点 検その他の保守に関し主務省令で定める事項

がある旨

二

三

特定保守 製品取引事業 者は、前項の 規定により説明す るに当たつては、特定保守製品に所有者 票が添付されているときは、その旨を 併せて説
明しなけ ればならない。
（勧告及び公表）

主 務大臣は、 特定保守製品取引事業者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定保守製品取引事業者に対し、同

主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつた ときは、その旨を公表することができ る。

条の規定により説明を行うべ きことを勧告することができる。

第三十二条の六

２

特 定保守製品に 関する取引の仲介、特定保守製品の修理又は設置工事その他の特定保守製品に関連する事業を行う者は、特定保

（関連事 業者の責務）
第三十二条の七

守製品の所有者に対して、第三十二条の五第一項各号の事項に係る情報が円滑に提供されるよう努めなけ ればならない。

特定保守製 品の所有者 は、当該特定保守 製品に係る特定製造事業者等に対して、所有者票の送付その他の方法により、 所有者情

（所有者情報の提供）
第三十二条の八

２

特定 保守製品取 引事業者は 、取得者の承諾を得て当該取得者に代わつて所 有者票を送付する等の方法により、当該取得者による特定製造事業

前項の 所有者情報に変更を生じたときも、同項と同様とする。

報を提供するものとする。ただし、当該特定保 守製品の点検期間が経過している場合は 、この限りでない。

３

者等に対する所有者情報の提 供に協力しなければならない。
（所有者情報の利用目的等の公表）
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特定製造 事業者等は、 その製造又は輸入 に係る特定保守製品（その者が、他の特 定製造事業者等からその特定保守製品 に係る事

一
所有者情報の提供を受けるための連絡先

所有者情報の 利用の目的（以下「利用目的」という。）

特定製造事業者等は、前二項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞 なく、その変更した事項を公表しなければならない。

当該特定製造事業者等は、速やかに、 利用目的を公表しなければならない。

特定製造事業 者等が承継 人である場 合であつ てその事業の全部の譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて所有者情報を 取得したときは、

二

当たつて は、あらかじめ、次の事項を公表しな ければならない。ただし、次項の規定の 適用を受ける場合は、この限りでない 。

消滅した法人 若しくは分割 をした法人 の製造又は輸 入に係る特定 保守製品を 含む。以下この節において同じ。）に係 る所有者情報を取得するに

その 事業の全部を 承継した法 人（次項に おいて「承継 人」という。 ）である ときは、その事業の全部を譲り渡した者又は被相続人、合併により

同意に より事業を 承継すべき相 続人を選定し たときは、そ の者）、 合併後存続す る法人若しくは合併によ り設立された法人若しくは分割により

る。以下 この条及び 第三十二条の 十一第二項に おいて同じ 。）があつた 場合における 相続人（相 続人が二人以上ある場合において、そ の全員の

業の全部を 譲り受けた者 又は他の特定 製造事業 者等について 相続、合併若 しくは分割（ その特定保守製品に係る事業の全部を 承継するものに限

第三十二条の九

２

３

特 定製造事業 者等は、第三十二条の十二第一項及び第四項の 規定による通知並びに第三十二条の十五の規定による点検の実施以

（利用目的の制限）
第三十二条の十

外の目的を利用目的として定 めてはならない。
（所有者名簿等）

特定 製造事業者等 は、第三十二条の八第一項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を提供した

特定 製造事業者 等は、第三 十二条の八第二項の規定によりその製造又は輸 入に係る特定保守製品に係る所有者情報の変更について提供を受け

者について名簿（以下「所有者名簿」という。）を作成し、これに所有者情報を記載し、又は記 録しなければならない。

第三十二条の十一

２

たと きは、速やか に、所有者 名簿（その者 が特定保守製 品に係る事 業の全部の 譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて取得した所有者情報

に係る所有者名簿を含む。次項及び次 条第三項において同じ。）における当 該所有者情報の記載又は記録を変更しな ければならない。
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３

特定製造 事業者等は、 所有者名簿に 所有者情報が記載 され、又は記録された者（以下この項及 び次条において「名簿記載者」という 。）に係

る特定保 守製品の点検期間が経過するまでの間 、当該名簿記載者に係る所有者情報を保 管しなければならない。
（点検その他の保 守に関する事項の通知）

特定製造事 業者等は、名簿記載者に対して、正当な理由がある場合を除き、当該名簿記載者に係る特定保守製品の点検期間の

特定製 造事業者等は 、その製造又 は輸入に係る特定保守製品に関し、名簿記載者に対して、点検通知事 項のほか、特定保守製品の適切な保守

当該特定製造事業者等に通知したとき は、その場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。

前二項の名簿 記載者に対 する通知は 、所有者 名簿に記載され、又は記録されたその者の住所に、その者が別に通知を受ける 場所又は連絡先を

とみなす。

て主務省 令で定める ものにより通 知を発するこ とができる 。この場合に おいて、当該 特定製造事 業者等は、同項の書面による通知を発 したもの

特定製 造事業者等は 、前項の書面 による通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、名簿記 載者の承諾を得て、電磁的方法であつ

で定める事項（第四項において「点検 通知事項」という。）の通知を発しなければならない。

始期 の到来前にお ける主務省 令で定める 期間内に、書 面をもつて、 当該特定 保守製品について、点検を行うことが必要である旨その他主務省令

第三十二条の十二

２

３

４

に資する事項を通知するよう努めなければならない。
（所有者情報の管理）

特定製造 事業者等は 、第三十 二条の九第一項から第三項までの規定 により公表した利用目的の達成に必要な 範囲を超えて、そ

特定製 造事業者等 は、その製造 又は輸入に係る特定保守製品に係 る所有者情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の所有者情報の安全管理

る命令を受けた場合その他正当な理由がある場 合として主務省令で定める場合は、この 限りでない。

の 製造又は輸入 に係る特定保 守製品に 係る所有者情 報を取り扱つ てはならな い。ただし、本人の同意がある場合、第 三十九条第一項の規定によ

第三十二条の十三

２

のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

特定保守 製品の所有 者は、当該特定保 守製品について、経年劣化に起因する事故が生じた場合に他人に危害を及ぼす おそれが

（特定保守製品の所有者等の 責務）
第三十二条の十四
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２

あることに留意し、特定保守製品の保 守に関する情報を収集するとともに、点検期間に点検を行う等その保守に努めるものとする。

特定保 守製品を賃貸 の用に供する ことを業として行う者は、特定保守製品の保守に関する情報を収集す るとともに、点検期間に点検を行う等

特定製造 事業者等は 、その製 造又は輸入に係る特定保守製品について、その点検期間及びその始期の到来前 における主務省令

その保守に努めな ければならない。
（点検実施義務）
第三十二条の十五

で定める期間 において、点 検の実施を 求められたと きは、正当な 理由がある 場合を除き、第三十二条の二第一項第二 号の型式ごとに主務省令で

主務大臣は 、特定製造事業者等が第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第四項まで、第三十二条の九から第三十二条の

定める基 準に従い、当該特定保守製品の点検を 行わなければならない。
（改善命令）
第三十二条の十六

十一 まで、第三十 二条の十二 第一項、第 三十二条の十 三又は前条の 規定に違反 していると認めるときは、当該特定製造事業者等に対し、当該違
反を是正するために必要な措置をとる べきことを命ずることができる。

主務大臣は、 特定製造事業者等がその事業の全部を廃止したことその他の事情により特定保守製品の点検の実施に支障が生じ

（主務大 臣による公表）
第三十二条の十七

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。

罰則

ているときは、当該特定保守製品について、点検を行う技術的能力を有する事業者に関する情報を収集し 、これを公表しなければならない。
第五章
第五十八条
（略）

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、次の各号に掲げる規定の違反行

第三十二条の十六、第三十二条の二十第三項又は第三十七条第一項の規定による命令に違反 した者

一～四
五
第六十条

（略）

為をしたときは、行為者を罰 するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
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二

各本条の罰金刑

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

第五十八条第一号、第三号若しく は第五号又は前条

（略）

虚偽の届出をした者

第七 条第二項、 第八条又は第 九条（これら の規定を第 三十二条の二 第二項におい て準用する 場合を含む。）の規定による届出をせ ず、又は

第六十一条
一

二

船舶 安全法（昭和八年法律第十一号）第二 条第一項の規定の適用を受ける船舶

別表（第二条関係）
一

食品 衛生法（昭 和二十二年法 律第二百三十 三号）第四 条第一項に規 定する食品及 び同条第二 項に規定する添加物並びに同法第六十 二条第二

消防法（昭和 二十三年法 律第百八十 六号）第二十 一条の二第一 項に規定す る検定対象機械器具等及び第二十一条の十六の二に規定する自主

項に規定する洗浄剤

二

三
表示対象機械器具等

五

高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第四十一条に規定する容器

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第一項に規定する道路運送車両

毒物 及び劇物取締法（昭和二十五年法律第 三百三号）第二条第一項に規定する毒物 及び同条第二項に規定する劇物

六

武器等製造法（昭和二十 八年法律第百四十五号）第二条第二項に規定する猟銃等

四

七

医薬品、医 療機器等の品 質、有効 性及び安全性 の確保等に関 する法律（ 昭和三十五年法律第百四十五号）第二条 第一項に規定する医薬品、

前各 号に掲げるも ののほか、政 令で定める 他の法律の 規定に基づき 、規格又は基 準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制して おり、か

同条第二項 に規定する医 薬部外品、 同条第三項 に規定する化 粧品、同条第 四項に規定 する医療機器 及び同条第九 項に規定す る再生医療 等製品

八

九

つ、当該規制によつて一般消費者の生命又は身体について危害が 発生するおそれがないと認められる製品 で政令で定めるもの
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