
○警備業法施行手続に関する訓令 

平成18年１月６日 

本部訓令第１号 

警備業法施行手続きに関する訓令（昭和47年11月本部訓令第12号）の全部を改正する。 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、警備業法施行細則（平成18年１月県公安委員会規則第１号）第17条

の規定に基づき、警備業に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 法 警備業法（昭和47年法律第117号）をいう。 

(２) 施行規則 警備業法施行規則（昭和58年総理府令第１号）をいう。 

(３) 講習規則 警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規

則（昭和58年国家公安委員会規則第２号）をいう。 

(４) 検定規則 警備員等の検定に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）を

いう。 

(５) 施行細則 警備業法施行細則（平成18年１月県公安委員会規則第１号）をいう。 

（申請書等の取扱い等） 

第３条 警察署長（以下「署長」という。）は、警備業に係る申請書、届出書又は申込書（以

下「申請書等」という。）の提出を受けたときは、行政手続法（平成５年法律第88号）

第７条又は第37条の規定により、申請書等が法令に定められた形式上の要件に適合して



いるかどうかを審査又は確認し、適合していないものについては、補正を求める等適切な

措置をとるものとする。 

（警備業の実態把握） 

第４条 署長は、管内における警備業の実態を把握するため警備業営業所カード（別記様式

第１号）を作成するものとする。 

第２章 警備業 

（認定） 

第５条 署長は、警備業の認定を受けようとする者から認定（認定証更新）申請書（施行規

則別記様式第１号。以下「認定（認定証更新）申請書」という。）を受理したときは、警

備業関係調査表（別記様式第２号。以下「調査表」という。）により所定の事項の調査を

行い、警備業認定（認定証更新）進達書（別記様式第３号）に当該申請書を添えて、警察

本部長（以下「本部長」という。）に進達するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請に係る認定が決定されたときは、認定証（施行規則別

記様式第２号。以下「認定証」という。）を、当該申請を受理した署長を経由して申請者

に交付するものとする。 

３ 生活安全企画課長は、第１項の申請に係る認定をしない決定がされたときは、不認定通

知書（施行細則別記様式第１号）を、当該申請を受理した署長を経由して申請者に交付す

るものとする。 

（認定証の再交付及び書換え） 

第６条 署長は、認定証再交付（書換え）申請書（施行規則別記様式第３号）の提出を受け

たときは、申請事由を確認の上、これを受理し、生活安全企画課長に送付するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請書の送付を受けたときは、新たな認定証を、当該申請

を受理した署長を経由して申請者に交付するものとする。 

（認定証の更新） 

第７条 署長は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者から認定（認定証更新）申請

書を受理したときは、調査表により所定の事項の調査を行い、警備業認定（認定証更新）

進達書に当該申請書を添えて、本部長に進達するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請に係る認定証の有効期間の更新をすることとしたとき

は、認定証を、当該申請を受理した署長を経由して申請者に交付するものとする。 

３ 生活安全企画課長は、第１項の申請に係る認定証の有効期間の更新をしないこととした

ときは、認定証不更新通知書（施行細則別記様式第２号）を、当該申請を受理した署長を



経由して申請者に交付するものとする。 

（認定の取消し） 

第８条 署長は、法第８条の規定により、認定を取り消す必要があると認めるときは、認定

取消上申書（別記様式第４号）を作成し、その理由を疎明する書面を添えて本部長に上申

するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の上申に係る聴聞が実施されるときは、聴聞及び弁明の機会

の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第26号。以下「聴聞規則」という。）

に定める聴聞通知書を、当該上申に係る署長を経由して当該不利益処分の名あて人となる

べき者に交付するものとする。 

３ 生活安全企画課長は、認定証の取消し処分が決定したときは、認定取消通知書（施行細

則別記様式第３号）を、当該処分を受ける者に交付するものとする。この場合、生活安全

企画課長は、行政処分決定通知書（警備業）（別記様式第５号）を、当該上申に係る署長

に送付するものとする。 

（営業所設置等の届出） 

第９条 署長は、営業所設置等届出書（施行規則別記様式第４号）を受理したときは、調査

表により所定の事項の調査をした上、当該届出書を生活安全企画課に送付するものとする。 

（廃止の届出） 

第10条 署長は、警備業廃止届出書（施行規則別記様式第５号）又は都道府県内廃止届出

書（施行規則別記様式第８号）を受理したときは、当該届出書を生活安全企画課長に送付

するものとする。 

（変更の届出） 

第11条 署長は、法第11条第１項変更届出書（施行規則別記様式第６号）又は法第11条第

４項変更届出書（施行規則別記様式第７号）を受理したときは、調査表により所定の事項

の調査を行い、当該届出書を生活安全企画課長に送付するものとする。 

（認定証の返納等） 

第12条 法第12条第１項又は同条第２項の規定により返納される認定証又は同条第３項の

規定による認定証返納届出書（施行細則別記様式第４号）を受理したときは、当該認定証

又は認定証返納届出書を生活安全企画課長に送付するものとする。 

第３章 警備業務実施上の義務 

（服装及び護身用具の届出等） 

第13条 署長は、服装届出書（施行規則別記様式第９号）、護身用具届出書（施行規則別



記様式第10号）又は服装（護身用具）変更届出書（施行規則別記様式第11号）を受理し

たときは、調査表により所定の事項の調査を行い、当該届出書を生活安全企画課に送付す

るものとする。 

第４章 教育等 

（警備員指導教育責任者講習等） 

第14条 署長は、警備員指導教育責任者講習（機械警備業務管理者講習）受講申込書（講

習規則別記様式第１号）の提出を受けたときは、生活安全企画課長から受講定員に達して

いないことを確認した上でこれを受理し、警備員指導教育責任者講習（機械警備業務管理

者講習）通知書（別記様式第６号）を申込者に交付するものとする。この場合、署長は、

講習受講申込（資格者証交付申請）進達書（別記様式第７号）に受講申込書を添えて、本

部長に進達するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、警備員指導教育責任者講習の課程を修了した者に対し警備員指導

教育責任者講習修了証明書（講習規則別記様式第２号）を、機械警備業務管理者講習の課

程を修了した者に対し機械警備業務管理者講習修了証明書（講習規則別記様式第５号）を、

それぞれ前項の受講申込書を受理した署長を経由して交付するものとする。 

（講習修了証明書の再交付） 

第15条 署長は、警備員指導教育責任者講習（機械警備業務管理者講習）修了証明書再交

付申請書（講習規則別記様式第３号）の提出を受けたときは、申請事由を確認の上、これ

を受理し、生活安全企画課長に送付するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請書の送付を受けたときは、新たな警備員指導教育責任

者講習修了証明書又は機械警備業務管理者講習修了証明書を、当該申請を受理した署長を

経由して申請者に交付するものとする。 

（警備員指導教育責任者資格者証等の交付） 

第16条 署長は、警備員指導教育責任者（機械警備業務管理者）資格者証交付申請書（施

行規則別記様式第13号）を受理したときは、調査表により所定の事項を調査した上、講

習受講申込（資格者証交付申請）進達書に当該申請書を添えて、本部長に進達するものと

する。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請に係る、警備員指導教育責任者資格者証（施行規則別

記様式第12号）又は機械警備業務管理者資格者証（施行規則別記様式第20号。以下「警

備員指導教育責任者資格者証等」という。）の交付を行うときは、当該申請を受理した署

長を経由して申請者に交付するものとする。 



（警備員指導教育責任者資格者証等の不交付の通知） 

第17条 生活安全企画課長は、前条第１項の申請に係る警備員指導教育責任者資格者証等

の交付を行わないときは、資格者証不交付通知書（施行細則別記様式第７号）を、当該申

請を受理した署長を経由して申請者に交付するものとする。 

（資格者証の書換え及び再交付） 

第18条 署長は、警備員指導教育責任者（機械警備業務管理者）資格者証書換え申請書（施

行規則別記様式第14号）又は警備員指導教育責任者（機械警備業務管理者）資格者証再

交付申請書（施行規則別記様式第15号）の提出を受けたときは、申請事由を確認の上、

これを受理し、当該申請書を生活安全企画課長に送付するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請書の送付を受けたときは、新たな警備員指導教育責任

者資格者証等を、当該申請を受理した署長を経由して申請者に交付するものとする。 

（警備員指導教育責任者の兼任） 

第19条 署長は、施行規則第39条第３項の規定による警備員指導教育責任者の兼任の承認

に係る申請があったときは、警備員指導教育責任者兼任承認申請書（別記様式第８号）を

提出させ、申請事由を確認の上、これを受理し、警備員指導教育責任者兼任承認申請進達

書（別記様式第９号）に当該申請書を添えて本部長に進達するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請について承認するときは、警備員指導教育責任者兼任

承認通知書（別記様式第10号）を、当該申請を受理した署長を経由して申請者に交付す

るものとする。 

３ 生活安全企画課長は、第１項の申請について承認しないときは、警備員指導教育責任者

兼任不承認通知書（別記様式第11号）を、当該申請を受理した署長を経由して申請者に

交付するものとする。 

（警備員指導教育責任者資格者証等の返納命令） 

第20条 署長は、法第22条第７項（法第23条第５項又は法第42条第３項において準用する

場合を含む。）の規定による警備員指導教育責任者資格者証等の返納命令の処分を行う必

要があると認めるときは、警備員指導教育責任者資格者証（機械警備業務管理者資格者証）

返納命令処分上申書（別記様式第12号）を、その理由を疎明する書面を添えて、本部長

に上申するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の処分に係る聴聞が実施されるときは、聴聞規則に定める聴

聞通知書を作成し、当該上申に係る署長を経由して当該不利益処分の名あて人となるべき

者に交付するものとする。 



３ 生活安全企画課長は、警備員指導教育責任者資格者証等の返納命令の処分が決定したと

きは、資格者証返納命令書（施行細則別記様式第８号）を、当該処分を受ける者に交付す

るものとする。この場合、生活安全企画課長は、行政処分決定通知書を、当該上申に係る

署長に送付するものとする。 

（検定の申請） 

第21条 署長は、検定申請書（検定規則別記様式第１号）の提出を受けたときは、生活安

全企画課長から受検定員に達していないことを確認した上でこれを受理し、受検票（検定

規則別記様式第２号）を申請者に交付するものとする。この場合、署長は、検定申請（合

格証明書交付申請）進達書（別記様式第13号）に検定申請書を添えて、本部長に進達す

るものとする。 

（成績証明書の交付） 

第22条 生活安全企画課長は、検定に合格した者に対し、成績証明書（検定規則別記様式

第３号）を、前条の申請を受理した署長を経由して交付するものとする。 

（成績証明書の書換え及び再交付） 

第23条 署長は、成績証明書書換え申請書（検定規則別記様式第４号）又は成績証明書再

交付申請書（検定規則別記様式第５号）の提出を受けたときは、申請事由を確認の上、こ

れを受理し、生活安全企画課長に送付するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請書の送付を受けたときは、新たな成績証明書を、当該

申請を受理した署長を経由して申請者に交付するものとする。 

（合格証明書の交付） 

第24条 署長は、合格証明書交付申請書（検定規則別記様式第７号）を受理したときは、

調査表により所定の事項の調査を行い、検定申請（合格証明書交付申請）進達書に当該申

請書を添えて、本部長に進達することとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請に係る合格証明書（検定規則別記様式第６号）の交付

を行うときは、前項の申請を受理した署長を経由して申請者に交付するものとする。 

（合格証明書の不交付の通知） 

第25条 生活安全企画課長は、前条第１項の申請について、合格証明書の交付を行わない

ときは、検定合格証明書不交付通知書（施行細則別記様式第12号）を、当該申請を受理

した署長を経由して申請者に交付するものとする。 

（合格証明書の書換え及び再交付） 

第26条 署長は、合格証明書書換え申請書（検定規則別記様式第８号）又は合格証明書再



交付申請書（検定規則別記様式第９号）の提出を受けたときは、申請事由を確認の上、こ

れを受理し、生活安全企画課長に送付するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請書の送付を受けたときは、新たな合格証明書を、当該

申請を受理した署長を経由して申請者に交付するものとする。 

（合格証明書の返納命令） 

第27条 署長は、合格証明書返納命令の処分を行う必要があると認めるときは、合格証明

書返納命令処分上申書（別記様式第14号）を作成し、その理由を疎明する書面を添えて

本部長に上申するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の上申に係る聴聞が実施されるときは、聴聞規則に定める聴

聞通知書を作成し、当該上申に係る署長を経由して当該不利益処分の名あて人となるべき

者に交付するものとする。 

３ 生活安全企画課長は、合格証明書返納命令の処分が決定したときは、検定合格証明書返

納命令書（施行細則別記様式第９号）を、当該処分を受ける者に交付するものとする。こ

の場合、生活安全企画課長は、行政処分決定通知書を、当該上申に係る署長に送付するも

のとする。 

第５章 機械警備業務 

（機械警備業務の開始届出等） 

第28条 署長は、機械警備業務開始届出書（施行規則別記様式第18号）又は機械警備業務

変更届出書（施行規則別記様式第19号）を受理したときは、調査表により所定の事項を

調査した上、生活安全企画課長に送付するものとする。 

（即応体制の整備基準の例外施設としての認定） 

第29条 署長は、施行細則第13条に規定する公安委員会が認めた警備業務対象施設（以下

「即応体制の特例対象施設」という。）の適用について申請があったときは、即応体制の

特例対象施設承認申請書（別記様式第15号）を提出させ、申請事由を確認の上、これを

受理し、即応体制の特例対象施設承認申請進達書（別記様式第16号）に当該申請書を添

えて本部長に進達するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の申請に係る即応体制の特例対象施設の承認をするときは即

応体制の特例対象施設承認通知書（別記様式第17号）を、当該申請を受理した署長を経

由して申請者に交付するものとする。 

３ 生活安全企画課長は、第１項の申請に係る即応体制の特例対象施設の承認をしないとき

は、即応体制の特例対象施設不承認通知書（別記様式第18号）を作成し、当該申請を受



理した署長を経由して申請者に交付するものとする。 

第６章 監督 

（立入検査） 

第30条 法第47条第１項の規定による立入検査は、定期立入検査及び臨時立入検査とする。 

２ 定期立入検査は、本部長が指定して年１回以上行うものとする。 

３ 臨時立入検査は、次の各号の一に掲げる場合において、署長が指示して行うものとする。 

(１) 新たに営業所、基地局又は待機所が設置されたとき。 

(２) 届出事項に変更があったとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、警備業務の実施の適正を図るため特に必要と認めると

き。 

４ 警察職員は、立入検査を行ったときは、立入検査実施報告書（別記様式第19号）によ

り所属長に報告するものとする。 

（指示） 

第31条 署長は、法第48条の規定による指示をする必要があると認めるときは、指示処分

上申書（別記様式第20号）を、本部長に上申するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の上申がなされたときは、聴聞規則に定める弁明通知書を、

当該上申に係る署長を経由して、当該不利益処分の名あて人となるべき者に交付するもの

とする。 

３ 署長は、前項の不利益処分の名あて人となるべき者から行政手続法第29条第１項に規

定する弁明書の提出を受け又は聴聞規則に定める弁明調書を作成し、生活安全企画課長に

送付するものとする。 

４ 生活安全企画課長は、第１項の上申に係る指示が決定したときは、指示書（施行細則別

記様式第14号）を、当該上申に係る署長を経由して当該指示を受ける者に交付するもの

とする。 

（営業の停止等） 

第32条 署長は、法第49条第１項の規定による営業の停止命令又は同条第２項の規定によ

る営業廃止命令（以下「営業の停止等処分」という。）を行う必要があると認めるときは、

営業停止等処分上申書（別記様式第21号）を、その理由を記載した書面を添えて警察本

部長に上申するものとする。 

２ 生活安全企画課長は、前項の上申に係る聴聞が実施されるときは、聴聞規則に定める聴

聞通知書を作成し、当該上申に係る署長を経由して当該不利益処分の名あて人となるべき



者に交付するものとする。 

３ 生活安全企画課長は、営業の停止等処分か決定したときは、営業停止命令書（施行細則

別記様式第15号）又は営業廃止命令書（施行細則別記様式第16号）を、当該処分を受け

る者に交付するものとする。この場合、生活安全企画課長は、行政処分決定通知書を、当

該上申に係る署長に送付するものとする。 

第７章 雑則 

（報告） 

第33条 署長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度、各号に定める様式に

より、速やかに生活安全企画課長に報告するものとする。 

(１) 警備員による犯罪 警備員による犯罪の報告（別記様式第22号） 

(２) 警備業者等による犯罪 警備業者等による犯罪の報告（別記様式第23号） 

(３) 警備業に関する犯罪の送致 警備業に関する犯罪の送致状況の報告（別記様式第24

号） 

(４) 貴重品運搬警備業務に係る事件、事故 貴重品運搬警備業務に係る事件、事故の報

告（別記様式第25号） 

(５) 警備員又は警備業者に対する表彰 警備員又は警備業者に対する表彰の報告（別記

様式第26号） 

(６) 制服等の盗難事件 制服等の盗難事件の発生報告（別記様式第27号） 

(７) 暴力団が関与する警備業者の認知 暴力団が関与する警備業者に関する報告（別記

様式第28号） 

附 則 

この訓令は、平成18年１月６日から施行する。 

附 則（令和元年６月28日本部訓令第９号） 

この訓令は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年12月５日本部訓令第14号） 

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


