
自治体におけるインターネット上の有害情報に関する条例の規定例 

自治体 東京都 鳥取県 広島市 兵庫県(検討中) 

条例名 東京都青少年の健全な育成に関す

る条例 

鳥取県青少年健全育成条例 青少年と電子メディアとの健全な関

係づくりに関する条例 

青少年愛護条例 

現行条例 

施行日 

平成 19 年 7 月 1 日 平成 20 年４月 1 日 平成 20 年 7 月 1 日 (平成 21 年 2 月改正案提出予定) 

規定内容    条番号がないものは、平成 20 年 12 月に

意見募集したもの 

自治体 

 

都は、インターネットの利用に関する青少

年の健全な判断能力の育成を図るため、

普及啓発、教育等の施策の推進に努める

ものとする。（第 18 条の 9） 

－ 

本市は，前条に定める取組の基本方針

（以下「取組方針」という。）に基づき，青少

年と電子メディアとの健全な関係をつくる

ために必要な施策を策定し，及び実施す

る責務を有する。（第 4条） 

県は、インターネットの利用に関する青少

年の健全な判断能力の育成を図るため、

普及啓発、教育等の施策の推進に努める

ものとする。（現行第 24 条の４） 

通信事業者 (フィルタリング開発提供努力義務) 

電気通信設備によるインターネット接続サ

ービスの提供を行うことを業とする者（以

下「インターネット事業者」という。）は、青

少年の健全な育成を阻害するおそれがあ

る情報を取り除くためのフィルタリング（イ

ンターネットを利用して得られる情報につ

いて一定の条件により受信するかどうか

を選択することができる仕組みをいう。）

の機能を有するソフトウェア（以下「青少

年に有益なソフトウェア」という。）を利用し

たサービスを開発するとともに、利用者に

提供するように努めなければならない。

（第 18 条の 7第１項） 

インターネット事業者は、利用者と契約を

行う際には、青少年の利用の有無を確認

し、利用者に青少年が含まれる場合に

は、青少年に有益なソフトウェアを利用し

たサービスを提供している旨を告知し、そ

の利用を勧奨するものとし、及びこれを利

用することが可能であることを標準的な契

約内容とするように努めなければならな

い。（第 18 条の 7第 2項） 

(フィルタリング導入の努力義務) 

携帯電話の販売又は貸付けを業とする者

は、青少年に対し、インターネットを利用

することができる携帯電話の販売又は貸

付けをするに当たっては、フィルタリング

の機能を有するソフトウェアに関する情報

その他青少年がインターネットの利用によ

り有害情報を閲覧し、又は視聴することを

防止するために必要な情報を提供するよ

う努めるとともに、フィルタリングの機能が

有効な状態のものを販売し、又は貸し付

けるよう努めなければならない。（第 12 条

の 2第 5項） 

 

(携帯電話フィルタリング導入義務) 

事業者のうち、携帯電話を販売し，又は

貸し付けることを業とする者は、携帯電話

を販売し，又は貸し付けようとする場合に

おいて、当該携帯電話を青少年が利用す

ることが見込まれるときは，当該携帯電話

を前条第２項の基準に適合するフィルタリ

ング機能を備えた状態にした上で、販売

し、又は貸し付けなければならない。（第

10 条第 2項） 

（青少年保護説明義務） 

携帯電話事業者は、青少年の利用が見

込まれる携帯電話又は PHS によるインタ

ーネット接続役務提供の契約の申込みを

受ける場合は、保護者又は契約の相手方

に対し、青少年を有害情報から保護する

必要性その他の規則で定める事項を説

明すると共に、その内容を記した説明書を

交付しなければならない。 

携帯電話事業者は、保護者から、青少年

の利用が見込まれる携帯電話又は PHS

によるインターネット接続役務提供の契約

の申込みに関して、フィルタリングサービ

スを利用しない理由の申し出を受けた場

合、フィルタリングサービスを利用しない

理由の記録について、契約した日から３

年間保存しなければならない。 

 参考資料３  



インターネット事業者のために利用者と契

約の締結の媒介、取次ぎ又は代理（以下

「媒介等」という。）を業として行う者は、利

用者と契約の締結の媒介等を行う際に

は、青少年の利用の有無を確認し、利用

者に青少年が含まれる場合には、青少年

に有益なソフトウェアを利用したサービス

が存在する旨を告知し、その利用を勧奨

するように努めなければならない。（第 18

条の 7第 3項） 

PC 等製造事

業者 

－ 

(フィルタリング情報提供の努力義務) 

端末設備又は当該端末設備が附属した

機器の販売、頒布、貸付け又は交換を業

とする者及び特定電気通信役務提供者

は、その事業活動を行うに当たっては、フ

ィルタリングの機能を有するソフトウェアに

関する情報その他青少年がインターネット

の利用により有害情報を閲覧し、又は視

聴することを防止するために必要な情報

を提供するよう努めなければならない。

（第 12 条の 2第 4項） 

(フィルタリング機能導入の勧奨義務) 

事業者のうち、インターネットを利用するこ

とができる機器（携帯電話を除く。）を販売

し、又は貸し付けることを業とする者は、

当該機器を販売し，又は貸し付けようとす

る場合において，当該機器を青少年が利

用することが見込まれるときは，当該機器

に前条第２項の基準に適合するフィルタリ

ング機能を備えるよう勧奨しなければなら

ない。（第 10 条第 1項） 

（フィルタリング情報提供の努力義務） 

端末設備の販売又は貸付けを業とする者

及び特定電気通信役務提供者は、端末

設備の販売若しくは貸付け又は役務の提

供に当たっては、その販売若しくは貸付け

又は役務の提供を受ける者に対し、フィル

タリング・ソフトに関する情報を提供するよ

う努めなければならない。（現行第24条の

3第 2項） 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾌｪ

等 

（フィルタリング導入努力義務） 

設備を設けて客に主に図書類の閲覧若し

くは観覧又は電気通信設備によるインタ

ーネットの利用を行わせる施設を経営す

る者は、青少年が当該施設に備え付けら

れた機器によりインターネットを利用する

場合には、青少年がインターネットを適切

に利用できるように、青少年に有益なソフ

トウェアを利用した機器の提供に努めな

ければならない。（第 18 条の 7第 4項） 

（フィルタリング導入義務） 

端末設備を不特定又は多数の者の利用

（学校における教育目的での利用を除く。

以下この項において同じ。）に供する者

は、青少年の有害情報の閲覧又は視聴

を防止するため、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める措置を

とらなければならない。 

(１) 端末設備を不特定又は多数の者の

利用に供する者が利用する者の年齢を確

認できる場合 利用する者の年齢を確認

するとともに、フィルタリングの機能を有す

るソフトウェアを活用した端末設備を青少

年の利用に供すること。 

(２) 前号以外の場合 フィルタリングの機

能を有するソフトウェアを活用した端末設

備を不特定又は多数の者の利用に供す

ること。 

（第 12 条の 2第 3項） 

（フィルタリング導入義務） 

事業者のうち、インターネットを利用するこ

とができる機器を利用させることを業とす

る者は、青少年に当該機器を利用させよ

うとする場合においては，当該機器に前

条第２項の基準に適合するフィルタリング

機能を備えた状態にした上で，利用させ

なければならない。（第 10 条第 3項） 

インターネットを利用できる端末設備を公

衆に利用させる場合、青少年を有害情報

から保護するために、端末設備の利用者

が 18 歳未満の者か否かの確認その他の

規則で定める措置を講じなければならな

い。 



情報発信者 

－ 

インターネットを利用して情報を提供しよう

とする者は、有害情報を青少年に閲覧又

は視聴させないよう努めなければならな

い。（第 12 条の 2第 6項） 

事業者のうち、電子メディアにより情報を

発信し，又は媒介することを業とする者

は、青少年に有害情報の閲覧又は視聴を

させないよう適正な環境を保持しなけれ

ばならない。（第 10 条第 4項） 

何人も、その内容の全部又は一部が次の

各号のいずれかに該当するため、青少年

に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせる

事がその健全な育成を阻害すると認めら

れる興業図書類、広告物その他のものを

青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は

聞かせないように努めなければならない。 

(1) 著しく性的感情を刺激するものである

こと。 

(2) 著しく粗暴性又は残忍性を助長するも

のであること。 

(3) 著しく恐怖心を与えるものであること。 

(4) 犯罪を誘発し、又は助長するおそれ

があるものであること。 

(5) 自殺を誘発し、又は助長するおそれ

があるものであること。 

（現行第 9条第 1項） 

保護者 保護者は、青少年に有益なソフトウェアの

利用により、青少年がインターネットを適

正に利用できるように努めなければならな

い。（第 18 条の 8第 1項） 

保護者及び青少年の育成にかかわる者

は、家庭、地域その他の場において、イン

ターネットの利用に関する健全な判断能

力の育成を図るため、その利用に伴う危

険性、過度の利用による弊害等について

の青少年に対する教育に努めなければな

らない。（第 18 条の 8第 2項） 

保護者は、青少年が有効にインターネット

を利用するために、情報の内容の全部又

は一部が第 11 条第１項各号のいずれか

に該当すると認める情報（以下「有害情

報」という。）について、青少年に適切な判

断能力を身に付けさせるよう努めるととも

に、青少年がインターネットを利用するこ

とができる端末設備について、フィルタリ

ングの機能（インターネットを利用して得ら

れる情報について、有害情報の受信を防

止することを選択することができる機能で

あって、規則で定める基準を満たすものを

いう。以下同じ。）を有するソフトウェアと

の契約等により、そのソフトウェアを利用

することができる場合を含む。以下同じ。）

の活用（フィルタリングの機能において有

害情報の受信を防止することを選択する

ことをいう。以下この条において同じ。）に

より、青少年の有害情報の閲覧又は視聴

を防止するよう努めなければならない。

（第 12 条の 2第 1項） 

保護者等は，取組方針に基づき，その保

護し，又は育成に携わる青少年と電子メ

ディアとの健全な関係をつくるために必要

な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

保護者等は，前項の責務を果たすために

必要な知識及び能力の習得に努めなけ

ればならない。（第 5条） 

インターネットを利用出来る端末設備を適

切に管理し、青少年に有害情報を閲覧さ

せてはならない。 

インターネット利用に伴う危険性、過度の

利用による弊害等について、保護者自ら

及び青少年の理解を深めなければならな

い。 

青少年が利用する携帯電話又は PHS に

よるインターネット接続役務の提供を受け

る場合は、フィルタリングサービスの利用

を条件とした契約の締結又は同意をしな

ければならない。ただし、条例等で定める

正当な理由がある場合はこの限りでな

い。 

フィルタリングサービスを利用しない理由

を携帯電話事業者に申し出なければなら

ない。 

 


