別表第２（第３条関係）
法令違反行為
分類
(１) 刑法第108条、第112条（第108条に係る部分に限る。）、第117条第１ Ｂ
項（第108条に規定する物を損壊した場合に限る。）、第119条、第126
条、第127条、第128条（第126条第１項又は第２項に係る部分に限る。）、
第146条後段、第148条第２項（輸入に係る部分に限る。）、第151条（第
148条第２項（輸入に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第181
条、第199条、第203条（第199条に係る部分に限る。）、第225条の２、
第228条（第225条の２第１項に係る部分に限る。）、第240条、第241条
又は第243条（第240条又は第241条に係る部分に限る。）の罪に当たる
違法な行為
(２) 刑法第95条、第100条、第101条、第102条（第100条又は第101条に Ｃ
係る部分に限る。）、第109条第１項、第110条第１項、第112条（第109
条第１項に係る部分に限る。）、第114条、第117条第１項（他人の所有
に係る第109条に規定する物を損壊した場合又は他人の所有に係る第1
10条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた場合に限
る。）、第117条の２（第108条に規定する物若しくは他人の所有に係る
第109条に規定する物を損壊した場合又は他人の所有に係る第110条に
規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた場合に限る。）、
第118条、第120条第１項、第124条第２項、第125条、第128条（第125
条に係る部分に限る。）、第129条第２項、第130条若しくは第132条に
規定する罪、同法第136条若しくは第137条（これらの規定中輸入に係
る部分に限る。）に規定する罪又は同法第141条（第136条又は第137条
（これらの規定中輸入に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第1
46条前段、第176条から第179条まで、第202条、第203条（第202条に
係る部分に限る。）、第204条、第205条、第208条の２、第208条の３第
２項、第211条第１項、第218条、第219条（第218条に係る部分に限る。）、
第220条、第221条、第223条から第225条まで、第226条、第226条の３、
第227条、第228条（第224条、第225条、第226条、第226条の３又は第
227条（第４項後段を除く。）に係る部分に限る。）、第233条から第236
条まで、第238条、第239条、第243条（第235条から第236条まで、第2
38条又は第239条に係る部分に限る。）、第246条から第250条まで、第2
52条、第253条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条
の2に規定する罪のいずれかに当たる違法な行為
(３) 刑法第103条、第104条、第124条第１項、第128条（第124条第１項
に係る部分に限る。）、第208条の３第１項又は第222条に規定する罪に
当たる違法な行為
(４) 刑法第206条、第208条、第254条、第261条又は第263条に規定する
罪に当たる違法な行為
(５) 刑法第209条第１項又は第210条に規定する罪に当たる違法な行為

Ｄ

(６)

爆発物取締罰則第１条又は第２条に規定する罪に当たる違法な行為

Ｂ

爆発物取締罰則第３条から第６条まで、第８条又は第９条に規定す
る罪のいずれかに当たる違法な行為
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(７)

Ｅ
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(８)
(９)

爆発物取締罰則第７条に規定する罪に当たる違法な行為
暴力行為等処罰に関する法律第１条、第１条の２第１項若しくは第
２項又は第１条の３に規定する罪に当たる違法な行為
(10) 暴力行為等処罰に関する法律第２条に規定する罪に当たる違法な行
為
(11) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第４条に規定する罪に当たる違
法な行為
(12) 盗犯等の防止及び処分に関する法律第２条又は第３条に規定する罪
に当たる違法な行為
(13) 軽犯罪法第１条（第２号、第３号、第５号、第６号、第８号、第13
号、第15号、第16号、又は第18号、第23号、第28号及び第32号に係る
部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為
(14) 消防法第39条に規定する罪に当たる違法な行為
(15) 消防法第44条（第10７号の２、第13９号又は第2015号に係る部分に
限る。）に規定する罪に当たる違法な行為又は第16条の３第１項若し
くは第２項、第24条第１項若しくは第25条第１項若しくは第２項の規
定に違反する行為
(16) 道路運送法第101条第２項又は第102条（これらの規定中人を死亡さ
せた場合に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為
(17) 道路運送法第100条第１項若しくは第２項、第101条第１項、第２項
（人を傷つけた場合に限る。）若しくは第３項又は第102条（人を死亡
させた場合を除く。）に規定する罪に当たる違法な行為
(18) 森林法第202条第１項又は第204条（第202条第１項に係る部分に限
る。）に規定する罪に当たる違法な行為
(19) 航空法第150条（第３号、第３号の２、第３号の３又は第６号に係
る部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為
(20) 航空機の強取等の処罰に関する法律第１条又は第２条に規定する罪
に当たる違法な行為
(21) 航空機の強取等の処罰に関する法律第４条に規定する罪に当たる違
法な行為
(22) 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第２条、第３条
第２項又は第５条（第２条第１項に係る部分に限る。）に規定する罪
に当たる違法な行為
(23) 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第１条、第３条
第１項、第４条、第５条（第１条、第３条第１項又は第４条に係る部
分に限る。）又は第６条第２項の罪に当たる違法な行為
(24) 人質による強要行為等の処罰に関する法律第２条から第４条までに
規定する罪のいずれかに当たる違法な行為
(25) 人質による強要行為等の処罰に関する法律第１条に規定する罪に当
たる違法な行為
(26) 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第９条第２
項に規定する罪に当たる違法な行為
(27) 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法第９条第１
項又は第３項に規定する罪に当たる違法な行為
(28) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第３条又は
第４条に規定する罪（同法第３条第１項第７３号又は第10６号に掲げ
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る罪に係るものに限る。）に当たる違法な行為
(29) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第３条第１
項に規定する罪（同項第８４号、第９５号又は第11７号から第1511号
までに掲げる罪に係るものに限る。）、同法第３条第２項に規定する罪
（同条第１項第８４号、第９５号、第11７号、第12８号、第1410号又
は第1511号に掲げる罪に係るものに限る。）、同法第４条に規定する罪
（同法第３条第１項第９５号、第13９号又は第1410号に掲げる罪に係
るものに限る。）又は同法第７条若しくは第11条に規定する罪に当た
る違法な行為
(30) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条又は第16条に規定
する罪に当たる違法な行為
(31) 出入国管理及び難民認定法第70条第１項（第１号、第２号又は第４
号に係る部分に限る。）、第73条の２第１項、第74条又は第74条の６に
規定する罪に当たる違法な行為
(32) 出入国管理及び難民認定法第71条又は第73条に規定する罪に当たる
違法な行為
(33) 関税法第108条の４第１項、第２項若しくは第３項（未遂に係る部
分に限る。）、第109条第１項、第２項若しくは第３項（未遂に係る部
分に限る。）又は第112条第１項（第108条の４第１項若しくは第２項
又は第109条第１項若しくは第２項に係る部分に限る。）に規定する罪
に当たる違法な行為
(34) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の２第２項又は第３項（第２項に係
る部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為
(35) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の２第１項若しくは第３項（第１項
に係る部分に限る。）、第31条の3、第31条の７、第31条の11第１項（第
１号又は第２号に係る部分に限る。）若しくは第２項、第31条の16第
１項（第１号に係る部分に限る。）又は第31条の17第１項に規定する
罪に当たる違法な行為
(36) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の17第２項（第３号に係る部分に限
る。）若しくは第３項（第３号に係る部分に限る。）又は第32条第４号
若しくは第５号に規定する罪に当たる違法な行為
(37) 銃砲刀剣類所持等取締法第35条第２号（第22条の２第１項又は第22
条の４に係る部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為
(38) 大麻取締法第24条（輸入又は輸出に係る部分に限る。）に規定する
罪に当たる違法な行為
(39) 覚せい剤取締法第41条第２項（輸入又は輸出に係る部分に限る。）
又は第３項（第２項（輸入又は輸出に係る部分に限る。）に係る部分
に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為
(40) 覚せい剤取締法第41条第１項（輸入又は輸出に係る部分に限る。）
若しくは第３項（第１項（輸入又は輸出に係る部分に限る。）に係る
部分に限る。）又は第41条の３（第30条の６に係る部分に限る。）に規
定する罪に当たる違法な行為
(41) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第２項（輸入又は輸出に係る部分に
限る。）又は第３項（第２項（輸入又は輸出に係る部分に限る。）に係
る部分に限る。）に規定する罪に当たる違法な行為
(42) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第１項（輸入又は輸出に係る部分に
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限る。）若しくは第３項（第１項（輸入又は輸出に係る部分に限る。）
に係る部分に限る。）、第65条（輸入又は輸出に係る部分に限る。）又
は第66条の３（輸入又は輸出に係る部分に限る。）に規定する罪に当
たる違法な行為
(43) あへん法第51条（輸入又は輸出に係る部分に限る。）に規定する罪
に当たる違法な行為
(44) 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防
止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第５
条（輸入又は輸出に係る罪に係る部分に限る。）に規定する罪に当た
る違法な行為
(45) 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防
止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第７
条又は第８条第１項に規定する罪に当たる違法な行為
(46) 道路法第99条に規定する罪に当たる違法な行為
(47) 道路法第100条又は第101条に規定する罪に当たる違法な行為
(48) 道路法第102条から第104条までに規定する罪のいずれかに当たる違
法な行為
(49) 道路交通法第115条、第117条、又は第117条の２、第117条の２の２
に規定する罪に当たる違法な行為
(50) 道路交通法第116条、第117条の３、第117条の３の２、第117条の４
（第１号に係る部分を除く。）、第117条の５（第３号に係る部分を除
く。）、第118条、第118条の２、第118条の３又は第119条第１項に規定
する罪に当たる違法な行為
(51) 道路交通法第119条第２項、第119条の２、第119条の３、第119条の
３４第１項（第７号又は第８号に係る部分を除く。）、第２項、第120
条又は第121条に規定する罪に当たる違法な行為
(52) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第１項に規定する罪
に当たる違法な行為
(53) 自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第２項又は第３項に
規定する罪に当たる違法な行為
(54) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条の２
に規定する罪に当たる違法な行為
(5455) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第78条（第
27号（第64条第１項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定
する罪に当たる違法な行為
(5556) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第80条（第
２号（第63条に係る部分に限る。）又は第３号に係る部分に限る。）に
規定する罪に当たる違法な行為又は第64条第２項の規定に違反する行
為
(57) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第51条第１
項、第２項又は第３項に規定する罪に当たる違法な行為
(5658) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第53条
（第７号（第33条第１項に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に
規定する罪に当たる違法な行為
(5759) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第55条
（第８号又は第11号（第32条に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）
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に規定する罪に当たる違法な行為又は第33条第２項の規定に違反する
行為
(58) 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処
罰に関する法律（第３条（第１項及び第２項に係る部分に限る。）） に規
定する罪に当たる違法な行為
(59) 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処
罰に関する法律第５条に規定する罪に当たる違法な行為
(60) 労働基準法第117条に規定する罪に当たる違法な行為
(61) 労働基準法第118条第１項 （第６条又は第56条に係る部分に限る。）
に規定する罪に当たる違法な行為
(62) 職業安定法第63条（第１号に係る部分に限る。）に規定する罪に当
たる違法な行為
(63) 職業安定法第64条（第９号に係る部分に限る。）に規定する罪
に当たる違法な行為
(6463) 児童福祉法第60条第２項（第34条第１項第４号の２に係る部分に
限る。）に規定する罪に当たる違法な行為
(65) 下請代金支払遅延等防止法第10条に規定する罪に当たる違法な
行為
(6664) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の
整備等に関する法律第４条第３項の規定に違反する行為
(67) 労働者派遣事業の適性な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整
備等に関する法律第59条第１号（第４条第１項に係る部分に限る。）
に規定する罪に当たる違法な行為
(6865) 法、法に基づく命令及び法第17条第１項の規定に基づく都道府県
公安委員会規則以外の法令の規定に違反する行為で(１)から(6764)ま
でに掲げる行為以外のもの（罰金以上の刑が定められている罰則の適
用があるものに限る。）
(6966) 法、法に基づく命令及び法第17条第１項の規定に基づく都道府県
公安委員会規則以外の法令の規定に違反する行為で(１)から(6764)ま
でに掲げる行為以外のもの（罰金以上の刑が定められている罰則の適
用があるものを除く。）
(7067) (１)から(6966)までのいずれかに掲げる法令違反行為（罰則の適
用があるものに限る。）を教唆し、若しくは幇助する行為又は当該行
為を教唆する行為
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