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【説明義務】
携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電
話インターネット接続契約の締結の媒介、取次ぎ又は代
理を業として行う者（以下「携帯電話インターネット接
続役務提供事業者等」という。）は、青少年を携帯電話
端末等の使用者とし、又は青少年を当事者とする携帯電
話インターネット接続契約（当該契約の内容を変更する
契約にあっては、青少年有害情報フィルタリングを新た
に利用し、又は青少年有害情報フィルタリングサービス
を利用しないことを内容とするものに限る。次条第1項
第3号において同じ。）の締結又はその媒介、取次ぎ若
しくは代理しようとするときは、保護者又は青少年に対
し、書面により、次に掲げる事項を説明しなければなら
ない。
（１）携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける
ことにより、青少年が青少年有害情報の閲覧をする機会
が生ずること。
（２）前条に規定するインターネットの利用を制限し、
又は監督する機能のうち、青少年の発達段階に応じて保
護者又は青少年が活用することができる機能の内容
（３）その他規則で定める事項（第39条）

①携帯電話インターネット接続役務の提供を受け
ることにより青少年が有害情報を閲覧する機会が
生ずること。
②青少年がインターネットを不適切に利用するこ
とにより犯罪を誘発し、又は犯罪による被害を受
けるおそれがあること。
③保護者がフィルタリングサービスを利用しない
旨の申出をするときは、条例第21条の4第1項に規
定する正当な理由が必要であること。（規則第8条
第1項）

【書面保存義務】
携帯電話インターネット事業者は、第1項各号に規定す
る契約を締結する場合において、同項の書面の提出があ
つたときに限り、フィルタリングサービスを除いて携帯
電話インターネット接続役務を提供することができる。
この場合において、当該携帯電話インターネット事業者
は、当該契約が終了する日又は規則で定める日のいずれ
か早い日までの間、当該書面若しくはその写しを保存
し、又は当該書面に記載された事項（規則で定める事項
に限る。）が記載され、若しくは記録された他の書面若
しくは規則で定める記録媒体を保存しなければならな
い。（第21条の4第3項）

【書面保存義務】
携帯電話インターネット事業者は、前項の書面を提出さ
せた場合に限り、非フイルタリング役務を提供すること
ができる。この場合において、当該携帯電話インター
ネット事業者は、規則で定める方法により当該書面を保
存しなければならない。（第34条の2第3項）

【説明義務】
携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項に
規定する契約を締結するに当たつては、青少年又はその
保護者に対し、青少年有害情報フィルタリングサービス
の内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとと
もに、当該事項を記載した説明書を交付しなければなら
ない。（②第18条の7の2第2項）

【書面保存義務】
携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年
有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない
第1項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係
る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、
東京都規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法
により記録し、保存しなければならない。（同条第3
項）

①青少年が就労している場合において、当該青少
年の業務に著しい支障を生ずること。
②青少年が障害を有し、又は疾病にかかつている
場合において、当該青少年の日常生活に著しい支
障を生ずること。
③保護者が、電気通信事業者が提供するインター
ネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とす
る役務を利用すること等により、青少年がイン
ターネット上の有害情報を閲覧することがないよ
うにすること。
④前３号に掲げるもののほか、知事が告示により
指定する理由　（規則第12条第1項）

【書面提出義務】
保護者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する
電気通信事業者に対し、前項の申出をするときは、規則
で定めるところにより、同項の正当な理由を記載した書
面を当該電気通信事業者に提出しなければならない。
（第24条の4第2項）

【フィルタリング不使用に対する理由の要求、書面提出
義務】
保護者は、環境整備法第17条第１項ただし書の規定によ
りフィルタリングサービスを利用しない旨の申出をする
場合には、青少年の業務又は日常生活においてフィルタ
リングサービスを利用しないことがやむを得ないと認め
られる理由として規則で定める理由を記載した書面を携
帯電話インターネット事業者に提出しなければならな
い。（第34条の2第2項）

【説明義務】
携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事
業者は、第1項に規定する契約を締結するに当たつて
は、青少年又はその保護者に対し、フィルタリング・
サービスの内容その他の規則で定める事項を説明すると
ともに、その内容を記載した説明書を交付しなければな
らない。（第24条の4第3項）

①携帯電話インターネット接続役務の提供を受け
ることにより、青少年が有害情報に接する機会が
生ずること。
②青少年がインターネットを不適切に利用するこ
とにより犯罪に巻き込まれる事件が発生している
こと。
③当該電気通信事業者が提供するフィルタリン
グ・サービスの内容
④保護者がフィルタリング・サービスを利用しな
い旨の申出をする場合には、条例第24条の4第1項
に規定する正当な理由が必要であること。 （規則
第14条第1項）

【書面保存義務】
携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事
業者は、フィルタリング・サービスの利用を条件としな
い第1項に規定する契約を締結したときは、当該契約に
係る第2項の書面を、当該契約が終了する日までの間保
存しなければならない。この場合において、当該電気通
信事業者は、当該書面の保存に代えて当該書面に記載さ
れた事項に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ
の他人の知覚によつては認識することができない方式で
作られた記録をいう。）を保存することができる。（第
24条の4第4項）

【フィルタリング不使用に対する理由の要求、書面提出
義務】
保護者は、次に掲げる場合において、青少年が安全に安
心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す
る法律（平成20年法律第79号）第17条第1項ただし書の
規定によりフィルタリングサービス（同法第2条第10項
に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをい
う。以下同じ。）を利用しない旨の申出をするときは、
当該青少年が就労しており、フィルタリングサービスを
利用することで当該青少年の業務に著しい支障を生ずる
ことその他の規則で定める正当な理由その他規則で定め
る事項を記載した書面を携帯電話インターネット事業者
（同条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役
務提供事業者をいう。以下同じ。）に提出しなければな
らない。
一　青少年が携帯電話インターネット接続役務（青少年
が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整
備等に関する法律第2条第7項に規定する携帯電話イン
ターネット接続役務をいう。以下同じ。）の提供を受け
る契約（当該契約の内容を変更する契約を含む。）を締
結する場合
二　青少年を携帯電話端末又はＰＨＳ端末の使用者とす
る携帯電話インターネット接続役務に係る契約（当該契
約の内容を変更する契約を含む。）を保護者が締結する
場合（第21条の4第1項）

【説明義務】
携帯電話インターネット事業者は、前項各号に規定する
契約（当該契約の内容を変更する契約にあつては、同項
の書面が提出される場合に限る。）を締結するに当たつ
ては、青少年又はその保護者に対し、携帯電話インター
ネット接続役務の提供を受けることにより青少年が有害
情報を閲覧する機会が生ずることその他の規則で定める
事項を説明するとともに、その内容を記載した説明書を
交付しなければならない。（第21条の4第2項）

青少年がインターネットを利用するに当たっては、青少
年有害情報（青少年が安全に安心してインターネットを
利用できる環境の整備等に関する法律（平成20年法律第
79号）。以下「青少年インターネット環境整備法」とい
う。）第2条第3項に規定する青少年有害情報をいう。以
下同じ。）を青少年が閲覧（視聴を含む。以下同じ。）
をすることがないよう努め･･････なければならない。
（第35条第1項）

【フィルタリング不使用に対する理由の要求、書面提出
義務】
保護者は、次に掲げる場合において、青少年インター
ネット環境整備法第17条第1項ただし書の規定により青
少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の
申出をするときは、青少年が業務又は日常生活において
青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しないこ
とがやむを得ないと認められる理由として規則で定める
もの、当該保護者の氏名その他規則で定める事項を記載
した書面を、携帯電話インターネット接続役務提供事業
者（青少年インターネット環境整備法第2条第8項に規定
する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をい
う。以下同じ。）に提出しなければならない。
（１）青少年を携帯電話端末又はＰＨＳ端末（以下「携
帯電話端末等」という。）の使用者とする携帯電話イン
ターネット接続役務（青少年インターネット環境整備法
第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務
をいう。以下同じ。）の提供を受ける契約（当該契約の
内容を変更する契約を含む。以下「携帯電話インター
ネット接続契約」という。）を保護者が締結するとき。
（２）青少年が携帯電話インターネット接続契約を締結
するとき。（第36条）

①青少年が就労している場合において、当該青少
年の業務に著しい支障を生ずること。
②青少年が障害を有し、又は疾病にかかっている
場合において、当該青少年の日常生活に著しい支
障を生ずること。
③青少年がインターネットの利用による有害情報
を閲覧し、又は視聴することがないよう、当該青
少年の保護者が当該青少年の携帯電話インター
ネット接続役務の利用の状況を適切に把握してい
ること。
④前３号に掲げる理由に準ずるものとして知事が
別に定める理由 （規則第1条の2）

【青少年利用確認努力義務】
携帯電話インターネット接続役務提供事業者（青少年イ
ンターネット環境整備法第2条第8項に規定する携帯電話
インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同
じ。）は、携帯電話インターネット接続役務（青少年イ
ンターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話
インターネット接続役務をいう。以下同じ。）に係る契
約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、
青少年の利用の有無を確認するように努めなければなら
ない。（②第18条の7第3項）

【書面保存義務】
前項の場合において、携帯電話インターネット接続役務
提供事業者は、当該携帯電話インターネット接続契約が
終了する日又は規則で定める日のいずれか早い日までの
間、当該書面若しくはその写し又は当該書面に記載され
た理由、保護者の氏名その他規則で定める事項を記録し
た電磁的記録（第40条第1項第2号において「書面等」と
いう。）を保存しなければならない。（第37条第2項）
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【説明義務】
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備等に関する法律（平成20年法律第79号。以下こ
の条において「環境整備法」という。）第2条第8項に規
定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者（以
下この条において「携帯電話インターネット事業者」と
いう。）は、環境整備法第17条第1項ただし書の規定に
よる保護者の申出により、環境整備法第2条第7項に規定
する携帯電話インターネット接続役務であってフィルタ
リングサービスを利用しないもの（第3項において「非
フィルタリング役務」という。）を提供するときは、青
少年又はその保護者に対し、フィルタリングサービスの
目的及び内容について、書面により説明しなければなら
ない。（第34条の2第1項）

保護者及び青少年の健全な育成に携わる者は、インター
ネットの利用により得られる情報であって、その内容が
青少年の性的感情を刺激し、又は青少年の粗暴性若しく
は残虐性を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を
阻害するおそれがあると認められるもの（以下この条に
おいて「インターネットの利用による有害情報」とい
う。）を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう
努めるものとする。（第34条第2項）

保護者

【フィルタリング不使用に対する理由の要求、書面提出
義務】
保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に
係る契約（当該契約の内容を変更する契約を含む。以下
同じ。）の当事者となる場合又は保護者が青少年を携帯
電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続
役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年イ
ンターネット環境整備法第17条第1項ただし書の規定に
より青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しな
い旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところに
より、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事
業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項
の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年
がインターネット上の青少年有害情報（青少年インター
ネット環境整備法第2条第3項に規定する青少年有害情報
をいう。）を閲覧することがないように適切に監督する
ことその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事
項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提
供事業者に提出しなければならない。（②第18条の7の2
第1項）

【フィルタリング不使用に対する理由の要求】
保護者は、その監護する青少年が携帯電話インターネッ
ト接続役務（青少年が安全に安心してインターネットを
利用できる環境の整備等に関する法律（平成20年法律第
79号）第２条第７項に規定する携帯電話インターネット
接続役務をいう。以下同じ。）の提供を受ける契約（当
該契約の内容を変更する契約を含む。）の当事者となる
場合又はその監護する青少年を端末設備の使用者とする
携帯電話インターネット接続役務に係る契約（当該契約
の内容を変更する契約を含む。）を自ら締結する場合に
おいて、当該青少年が就労しており、フィルタリング・
サービスを利用することで当該青少年の業務に著しい支
障を生ずることその他の規則で定める正当な理由がある
ときは、携帯電話インターネット接続役務を提供する電
気通信事業者（電気通信事業法（昭和59年法律第86号）
第２条第５号に規定する電気通信事業者をいう。以下同
じ。）に対し、フィルタリング・サービスを利用しない
旨の申出をすることができる。（第24条の4第1項）

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。（②第18条の6の6第1項）
都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び
過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの
除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、
青少年に対して行われるインターネットの利用に関する
啓発についての指針を定めるものとする。（同条第2
項）

都道府県

県は、青少年による携帯電話端末又はＰＨＳ端末（以下
この条において「携帯電話端末等」という）の適切な利
用に関する県民の理解を深めるため、啓発その他の施策
の推進に努めるものとする。（第33条の2第1項）

県は、青少年がインターネットの利用に関して適切な判
断力を養うことができるよう、インターネットの適正な
利用に関する普及啓発、教育等の施策の推進に努めるも
のとする。（第34条第1項）

保護者は、フィルタリング(インターネットの利用によ
る有害情報を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
トウェアを利用したサービス（以下この条及び次条にお
いて「フィルタリングサービス」という。）の利用その
他の適切な方法により、青少年がインターネットを適正
に利用できるよう努めるものとする。（第34条第3項）

①当該青少年が就労しており、当該青少年の業務
に著しい支障を生ずること。
②当該青少年が心身に障害を有し、又は疾病にか
かつており、当該青少年の日常生活に著しい支障
を生ずること。
③保護者が当該青少年の携帯電話インターネット
接続役務の利用状況を適切に把握する等により、
当該青少年がインターネット上の有害情報を閲覧
することがないようにすること。 （規則第7条第1
項）

兵庫県
①東京都インターネット端末利用営業の規制に関する条例

②平成22年6月、都議会にて否決
①平成22年7月1日

神奈川県青少年保護育成条例改正案

平成22年9月、県議会に提出（審議中）

事業者

平成22年10月1日

青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者
は、青少年の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及び過度
の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識につ
いて青少年が適切に理解できるようにするための啓発に
努めるものとする。（②第18条の7第5項）

携帯電話等
事業者

保護者は、青少年によるインターネットの利用に伴う危
険性、過度の利用による弊害等について認識し、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
成を図らなければならない。（第24条の2第2項）

福岡県 石川県

平成22年1月1日

福岡県青少年健全育成条例

平成21年7月1日 平成21年7月1日

保護者は、青少年がインターネットを利用するに当たり
有害情報を閲覧し、又は視聴することがないよう努めな
ければならない。（第14条の2第2項）

改正条例施行日等

教
育
啓
発
等

保護者

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。（第24条の5）

青少年インターネット環境整備法成立後の地方公共団体における関連条例改正の主な動き

②東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案いしかわ子ども総合条例 埼玉県青少年健全育成条例条例名 青少年愛護条例

埼玉県地方公共団体 東京都 神奈川県

保護者は、インターネットと接続する機能を有する機器
が多様化している現状を認識し、･･････青少年がイン
ターネットを適切に活用する能力を習得することができ
るよう努めなければならない。（第35条第1項）

県は、前２項の規定に係る取組に資するため、保護者又
は前項に規定する者に対して、必要な情報の提供その他
の措置を講ずるよう努めなければならない。（第35条第
3項）

【フィルタリング不提供の制限】
携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前条に
規定する書面の提出があった場合に限り、青少年有害情
報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話イン
ターネット接続契約（青少年を携帯電話端末等の使用者
とし、又は青少年を当事者とするものに限る。第40条第
1項第1号において同じ。）を締結することができる。
（第37条第1項）
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⇒

【青少年有害情報閲覧防止努力義務】
インターネットを利用することができる端末装置（以下
「端末装置」という。）を青少年に利用させるために設
置する施設の管理者その他端末装置を公衆の利用に供す
る者は、当該端末装置を青少年の利用に供するに当たつ
ては、フィルタリング（インターネット上の情報につい
て、一定の条件により、受信するかどうかを選択するこ
とをいう。）の機能を有するソフトウェアの活用その他
適切な方法により、第16条第1項各号又は同条第2項各号
のいずれかに該当すると認められる情報（以下「有害情
報」という。）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14条の2第1項）
【協定締結等努力義務】
次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営
業に関し、青少年の健全な成長を阻害しないようにする
ための遵守すべき基準についての協定又は規約を締結
し、又は設定するように努めなければならない。
二　興行者又は設備を設けて客に遊技を行わせる営業で
規則で定めるものを営む者(以下「興行者等」という。)
三　通信番組の提供の媒介に係るものであって、規則で
定めるものを業とする者（第15条）

【本人確認義務等】
インターネット端末利用営業者は、顧客に対し、イン
ターネットを利用することができる通信端末機器を提供
して店舗内においてインターネットを利用することがで
きるようにする役務の提供（以下「役務提供」とい
う。）を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方
法その他の公安委員会規則で定める方法により、当該顧
客について、氏名、住居･･････及び生年月日（以下「本
人特定事項」という。）の確認を行わなければならな
い。（①第4条第1項）
顧客は、インターネット端末利用営業者が本人確認を行
う場合において、当該インターネット端末利用営業者に
対して、顧客の本人特定事項を偽ってはならない。（同
【フィルタリング提供努力義務】
第16条第1項第4号に掲げる施設（「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（図書館法（昭和25
年法律第118号）第2条第1項に規定する図書館を除
く。）」）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正に利用できるよう
に、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用
した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの
提供を受けた機器の提供に努めなければならない。（②
第18条の7第4項）

フ
ィ
ル
タ
リ
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グ
等
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情
報
閲
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そ
の
他

ペアレンタ
ル・コント
ロール

携帯電話等
利用制限

インターネット接続サービスを提供する者（次項におい
て「インターネット事業者」という。）は、フィルタリ
ングサービスを提供することにより、インターネットの
利用による有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴するこ
とがないよう努めるものとする。（第34条第4項）

保護者等は、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青少年の健全な判断能力の育成を
図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及
び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの
除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏
まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵
守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるも
のとする。（同条第2項）

知事は、携帯電話インターネット事業者に対し、前項第
1号及び第2号に掲げる事項に関する情報を提供するよう
努めるものとする。（規則第8条第2項）都道府県

知事は、携帯電話インターネット接続役務を提供する電
気通信事業者に対し、前項第1号及び第2号に掲げる事項
に関する情報を提供するよう努めるものとする。（規則
第14条第2項）

ＩＳＰ

インター
ネット・カ
フェ等

パソコン
メーカ等

【フィルタリング関連情報提供努力義務】
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（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任
の制限及び発信者情報の開示に関する法律平成13年法律
第137号）第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供
者をいう。）は、端末設備の販売若しくは貸付け又は役
務の提供に当たつては、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・ソフト又
はフィルタリング・サービスに関する情報を提供するよ
う努めなければならない。（第24条の3第4項）

フィルタリ
ング提供事
業者等

【青少年有害情報閲覧防止措置義務】
端末設備を公衆の利用に供する事業者は、フィルタリン
グ・ソフト（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し、有
害情報の閲覧を制限する機能を有するソフトウェアをい
う。以下同じ。）又はフィルタリング・サービス（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し、有害情報の閲覧を制
限するための役務又はフィルタリング・ソフトによつて
有害情報の閲覧を制限するために必要な情報を当該フィ
ルタリング・ソフトを作動させる者に対してインター
ネットにより継続的に提供する役務をいう。以下同
じ。）の利用その他の規則で定める方法により、青少年
が当該端末設備を利用して有害情報を閲覧することがで
きないようにするための措置を講じなければならない。
ただし、法令又は条例の規定により常時青少年の立入り
が禁じられている場所において端末設備を公衆の利用に
供する場合は、この限りでない。（第24条の3第1項）

①端末設備の利用者の年齢を確認すること。
②青少年の利用に供する端末設備には、フィルタ
リング・ソフト又はフィルタリング・サービスを
利用することにより有害情報の閲覧を制限する措
置を講ずること。
③端末設備を公衆の利用に供する営業又は事業の
場所ごとに責任者を置くこと。 （規則第11条）

保護者は、インターネットを利用することができる端末
設備（以下「端末設備」という。）を適切に管理するこ
とにより、青少年が端末設備を利用して有害情報（第9
条第1項各号のいずれかに該当するため、青少年に閲覧
させることがその健全な育成を阻害すると認められる情
報をいう。以下同じ。）を閲覧することがないようにし
なければならない。（第24条の2第1項）

県は、前2項の規定に係る取組に資するため、第1項に規
定する者又は保護者に対して、必要な情報の提供その他
の措置を講ずるよう努めるものとする。（第14条の2第3
項）

保護者は、特に小学校、中学校、中等教育学校（前期課
程に限る。）及び特別支援学校（小学部及び中学部に限
る。）に在学する者には、防災、防犯その他特別な目的
のためにする場合を除き、携帯電話端末等を持たせない
よう努めるものとする。（第33条の2第3項）

【青少年利用確認努力義務、フィルタリング利用勧奨努
力義務等】
インターネット事業者は、その提供するサービスの内容
について利用者と契約を締結する際には、青少年の利用
が見込まれるかどうかを確認し、青少年の利用が見込ま
れる場合においては、フィルタリングサービスを提供す
る旨を告知し、フィルタリングサービスの利用を勧奨す
るとともに、フィルタリングサービスを利用することが
可能であることを標準的な契約の内容とするよう努める
ものとする。（第34条第5項）

【フィルタリング向上努力義務】
青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者
（青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
環境の整備等に関する法律（平成20年法律第79号。以下
「青少年インターネット環境整備法」という。）第5条
の事業者をいう。以下同じ。）及び青少年有害情報フィ
ルタリングソフトウェア（青少年インターネット環境整
備法第２条第９項に規定する青少年有害情報フィルタリ
ングソフトウェアをいう。以下同じ。）に関係する事業
を行う者（青少年インターネット環境整備法第30条第1
号のフィルタリング推進機関並びに同条第2号及び第6号
の民間団体をいう。）は、その業務に関し提供等を行う
青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年
有害情報フィルタリングサービス（青少年インターネッ
ト環境整備法第2条第10項に規定する青少年有害情報
フィルタリングサービスをいう。以下同じ。）が、青少
年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳
を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若
しくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する
機会を最小限に止めるものとなるように努めなければな
らない。（②第18条の7第1項）

【青少年利用確認努力義務、フィルタリング利用勧奨努
力義務等】
インターネット接続役務提供事業者（青少年インター
ネット環境整備法第2条第6項に規定するインターネット
接続役務提供事業者をいう。以下同じ。）は、インター
ネット接続役務（青少年インターネット環境整備法第2
条第5項に規定するインターネット接続役務をいう。以
下同じ。）に係る契約を締結するに当たつては、当該契
約の相手方に対し、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、青少年有害情報フィ
ルタリングサービスを提供している旨を告知し、その利
用を勧奨するように努めなければならない。（②第18条
の7第2項）

保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア
の利用により、青少年がインターネットを適正に利用で
きるように努めるとともに、青少年がインターネットを
利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しく
は有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発するこ
とを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適
切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管
理するように努めなければならない。（②第18条の8第1
項）

【青少年有害情報閲覧防止努力義務】
インターネットを利用することができる端末設備を公衆
の利用に供する者は、フィルタリングサービスの利用そ
の他の適切な方法により、インターネットの利用による
有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよ
う努めるものとする。（第34条第6項）

【青少年有害情報閲覧防止努力義務】
インターネットを利用することができる端末装置（以下
この項において「端末装置」という。）を青少年に利用
させるために設置する施設として規則で定めるものを経
営する者は、端末装置を青少年の利用に供するに当たっ
ては、青少年有害情報フィルタリングサービス（青少年
インターネット環境整備法第2条第10項に規定する青少
年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同
じ。）の利用その他の適切な方法により、青少年有害情
報の閲覧を防止するよう努めなければならない。（第35
条第2項）

県は、前2項の規定に係る取組に資するため、保護者又
は前項に規定する者に対して、必要な情報の提供その他
の措置を講ずるよう努めなければならない。（第35条第
3項）
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第9条の規定による公安委員会の命令に違反した者
は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す
る。（第14条第1項）
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下
の罰金に処する。
一　本人特定事項を隠蔽する目的で、第4条第2項
の規定に違反した者
三　第12条第1項の規定による報告若しくは資料の
提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若し
くは資料の提出について虚偽の報告をし、若しく
は虚偽の資料を提出し、又は同条第2項の規定によ
る当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは
虚偽の答弁をし、若しくは立入り若しくは検査を
拒み、妨げ、若しくは忌避した者（同条第3項）

【罰則】（立入調査等拒否の場合） 知事は、青少年がインターネットを利用して自己
若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害
な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと
認めるときは、その保護者に対し、当該青少年に
ついて再発防止に必要な措置をとるとともにその
インターネットの利用に関し適切に監督するよう
指導又は助言をすることができる。（同条第4項）

公安委員会は、インターネット端末利用営業者
が、当該インターネット端末利用営業に関し、･･･
第4条第1項、第5条･･･の規定に違反したとき、第
12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を
拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資
料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽
の資料を提出したとき、又は同条第２項の規定に
よる当該職員の質問に対して答弁をせず、若しく
は虚偽の答弁をし、若しくは立入り若しくは検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該イ
ンターネット端末利用営業者に対し、当該違反行
為の再発を防止するため必要な指示をすることが
できる。（①第8条）

公安委員会は、インターネット端末利用営業者
が、前条の規定による指示に従わなかったとき、
又は当該インターネット端末利用に関し第14条
（第3項第1号を除く。）に規定する罪に当たる行
為をしたときは、当該インターネット端末利用営
業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定め
て、当該インターネット端末利用営業の全部又は
一部の停止を命ずることができる。（①第9条）

公安委員会は、この条例の施行に必要な限度にお
いて、インターネット端末利用営業者に対し、そ
の業務に関して報告又は資料の提出を求めること
ができる。（①第12条第1項）
警察職員は、この条例の施行に必要な限度におい
て、インターネット端末利用営業者の店舗その他
の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
査し、又は関係者に質問することができる。（①
第14条第2項）

知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事
業者が第2項又は前項の規定に違反していると認め
るときは、当該携帯電話インターネット接続役務
提供事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを
勧告することができる。（②第18条の7の2第4項）

知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事
業者が前項の規定による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。（同条第5
項）

知事が指定した知事部局の職員は、第２項から第5
項までの規定の施行に必要な限度において、当該
携帯電話インターネット接続役務提供事業者の営
業又は事業の場所に営業時間内において立ち入
り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは
資料の提出を求めることができる。（同条第7項）

そ
の
他

【立入調査】（条例施行に必要な限度）

携帯電話等
推奨制度

（携帯電話インターネット接続事業者の説明・書面保存
義務違反に対する措置）

（携帯電話インターネット接続事業者の説明・書面保存
義務違反に対する措置）

知事は、この条例を施行するため必要があると認め
るときは、その指定する者に、営業時間内におい
て、興行場その他規則で定める営業の場所及び自動
販売機等の設置場所に立ち入らせ、営業の状況を調
査させ、関係者に対し、資料の提出を求めさせ、又
は質問させることができる。（第36条）

【報告要求】（保護者に対するフィルタリング不使用理
由の要求等及び携帯電話等事業者に対する説明義務等の
施行に必要な限度）

知事は、前3項の規定の施行に必要な限度におい
て、携帯電話インターネット事業者及び保護者に
対し、これらの規定による措置の実施状況その他
必要な事項について、報告をさせることができ
る。（第34条の2第4項）

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下
の罰金又は科料に処する。
六　第28条第1項の規定による立入り若しくは調査
を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して虚
偽の陳述をし、資料の提供を拒み、又は虚偽の資
料を提供した者（第30条第8項）

エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト

【立入調査】（条例実施に必要な場合）

（インターネットカフェ等の青少年有害情報閲覧防止措
置義務違反に対する措置）

知事は、携帯電話端末又はＰＨＳ端末（以下「携帯電話
端末等」という。）で、青少年がインターネットを利用
して青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を
得ることがないよう必要な配慮を行つていることその他
の東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な育
成に配慮した機能を備えていると認めるものを、青少年
の年齢に応じて推奨することができる。（②第5条の2第
1項）

知事は、前項の規定による推奨をしようとするときは、
東京都規則で定めるところにより、業界に関係を有する
者、青少年の保護者、学識経験を有する者その他の関係
者の意見を聴かなければならない。（同条第2項）

知事は、前項の規定による勧告を行うために必要
な限度において、第3項前段の規定によりフィルタ
リングサービスを除いて携帯電話インターネット
接続役務の提供を受けていると認められる青少年
の保護者に対し、報告又は資料の提示を求めるこ
とができる。（同条第5項）

知事は、携帯電話インターネット事業者が前2項の
規定に違反していると認めるときは、当該携帯電
話インターネット事業者に対し、必要な措置を講
ずるよう勧告することができる。（第21条の4第4
項）

（携帯電話インターネット接続事業者の説明・書面保存
義務違反に対する措置）

知事は、第4項の規定による勧告を受けた携帯電話
インターネット事業者が当該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。（同条
第6項）

（フィルタリング不提供、書面保存義務、説明義務違反
に対する措置）

知事は、次の各号のいずれかに該当すると認める
ときは、当該各号に規定する者に対し、必要な措
置を勧告することができる。
（１）携帯電話インターネット接続役務提供事業
者が、第37条第1項の規定に違反して、第36条に規
定する書面の提出がないのに青少年有害情報フィ
ルタリングサービスを利用しない携帯電話イン
ターネット接続契約を締結したとき。
（２）携帯電話インターネット接続役務提供事業
者が、第37条第2項の規定に違反して、書面等を保
存していないとき。
（３）携帯電話インターネット接続役務提供事業
者等が、前条の規定に違反して、同条に規定する
書面による説明を行わないで青少年を携帯電話端
末等の使用者とし、又は青少年を当事者とする携
帯電話インターネット接続契約を締結し、又はそ
の媒介、取次ぎ若しくは代理をしたとき。（第40
条第1項）知事は、この条例の施行に必要な限度において、

その指定する職員に、次に掲げる場所に立ち入
り、業務の状況を調査させ、又は関係人に質問さ
せることができる。
七　インターネットを利用することができる端末
装置を公衆の利用に供する場所
八　携帯電話インターネット事業者の営業所、事
務所その他の事業場（第26条第1項）

知事は、端末設備を公衆の利用に供する事業者が
前項の規定による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。（同条第3項）

知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正
当な理由なく、当該勧告に従わなかったときは、
その旨を公表することができる。ただし、同項に
規定する携帯電話インターネット事業者の違反が
特に悪質と認められる場合として規則で定める場
合においては、同項の規定による勧告を経ずに公
表することができる。（同条第6項）

知事は、携帯電話インターネット事業者が、第1項
若しくは第3項の規定に違反していると認めると
き、又は正当な理由なく前項の報告をしないとき
は、当該携帯電話インターネット事業者に対し、
必要な措置をとるよう勧告することができる。
（第34条の2第5項）

【立入調査】（条例実施に必要な場合）

知事は、端末設備を公衆の利用に供する事業者が
前項の規定に違反していると認めるときは、当該
事業者に対し、前項の措置を講ずべきことを勧告
することができる。（第24条の3第2項）

（フィルタリングを使用しない保護者に対する調査）

知事は、フィルタリング・サービスの利用を条件
としない第1項に規定する契約を青少年のために締
結した保護者又は当該契約を締結した青少年の保
護者に対し、当該契約に基づく青少年によるイン
ターネットの利用が適切に行われているかどうか
について、説明若しくは資料の提出を求め、又は
必要な調査をすることができる。（第24条の4第5
項）

（携帯電話等事業者の説明・書面保存義務違反に対する
措置）

知事は、携帯電話インターネット接続役務を提供
する電気通信事業者が第3項又は第4項の規定に違
反していると認めるときは、当該電気通信事業者
に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告するこ
とができる。（第24条の4第6項）

知事は、携帯電話インターネット接続役務を提供
する電気通信事業者が前項の規定による勧告に従
わなかつたときは、その旨を公表することができ
る。（同条第7項）

知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当
な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告
を受けた者の氏名又は名称、当該勧告の内容その
他の規則で定める事項を公表することができる。
（第40条第2項）

（関係事業者への協力依頼）

県は、青少年が携帯電話端末等からインターネッ
トを利用して青少年有害情報の閲覧をすることを
防止し、又は青少年のインターネットを適切に活
用する能力の習得に資するため、携帯電話イン
ターネット接続役務提供事業者等その他の関係者
に対し、携帯電話端末等からのインターネットの
利用に関する情報の提供、保護者又は青少年に対
する啓発その必要な協力を求めることができる。
（第41条）

【罰則】（立入調査等拒否の場合）

知事又はその命じた者若しくは委任した者は、こ
の条例の実施のため必要があると認めるときは、
営業時間内において、次の各号に掲げる場所に立
ち入り、調査し、関係者に質問し、又は関係者か
ら資料の提供を求めることができる。
八　端末設備を公衆の利用に供する事業者の営業
又は事業の場所
九　携帯電話インターネット接続役務を提供する
電気通信事業者の営業又は事業の場所（第28条）

（青少年による有害行為等への措置）

（インターネット端末利用営業者の本人確認義務等違反
に対する措置）

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下
の罰金に処する。
五　第26条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、
又は忌避した者（第30条）

行政機関は、その業務を通じて、青少年がイン
ターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を
傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪
若しくは被害を誘発したと認めたときは、これを
知事に通報することができる。（②第18条の8第3
項）

知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認
めるときは、保護者に対し説明若しくは資料の提
出を求め、又は必要な調査をすることができる。
（同条第5項）
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