富山県青少年健全育成条例（昭和52年富山県条例第４号）新旧対照表
改正前

改正後

目次
第１章 （略）
第２章 規制措置（第７条―第18条の３）
第３章～第５章 （略）
附則

目次
第１章 （略）
第２章 規制措置（第７条―第18条の４）
第３章～第５章 （略）
附則

第１条、第２条 （略）

第１条、第２条 （略）

（定義）

第２章 規制措置（第７条―第18条の３）
第７条～第15条の２ （略）

条ずれの規定整
備

（定義）

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該 第３条 （同左）
各号に定めるところによる。
⑴ 青少年 ６歳以上18歳未満の者（婚姻した女子を除く。）を
⑴ 青少年
いう。
いう。
⑵～⑼ （略）
⑵～⑼ (略)
第４条～第６条 （略）

備考

18歳未満の者（婚姻した女子を除く。）を 「青少年」の定
義の変更

第４条～第６条 （略）
第２章 規制措置（第７条―第18条の４）

条ずれの規定整
備

第７条～第15条の２ （略）
（児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止）

（新設）

第15条の３ 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ
等（児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児
童の保護等に関する法律（平成11年法律第52号）第２条第３項に
規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視
覚により認識することができる方法により描写した情報を記録
した電磁的記録（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る記録であつて、電子
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児童ポルノ法で
は児童ポルノ等
の製造及び提供
は禁止されてい
るが、その原因
となる不当な要
求行為を規制す

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第18条の４に る規定がないた
おいて同じ。）その他の記録をいう。第24条第３項第11号におい め、禁止規定を
て同じ。）の提供を行うように求めてはならない。
新設するもの
第16条～第18条の２ （略）
（有害情報

の閲覧等の防止）

第16条～第18条の２ （略）
（青少年有害情報の閲覧等の防止）

第18条の３ インターネットを利用することができる端末設備（以 第18条の３ インターネットを利用することができる端末設備（以
下この条において「端末設備」という。）を公衆の利用に供する
下この条において「端末設備」という。）を公衆の利用に供する
者は、青少年が端末設備を利用するに当たつては、フィルタリン
者は、青少年が端末設備を利用するに当たつては、青少年有害情
グ（インターネットを利用して得ることができる情報について、
報フィルタリングソフトウェア（青少年が安全に安心してインタ
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。以
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
下この条において同じ。）の機能を有するソフトウェアの活用そ
第79号。次項及び次条において「青少年インターネット環境整備
の他適切な方法により、有害情報（インターネットを利用して得
法」という。）第２条第９項に規定する青少年有害情報フィルタ
ることができる情報であつて、その内容の全部又は一部が著しく
リングソフトウェアをいう。次項において同じ。）の活用その他
青少年の性的感情を刺激し、著しく青少年の粗暴性若しくは残ぎ
適切な方法により、青少年有害情報（同条第３項に規定する青少
やく性を誘発し、若しくは助長し、又は著しく青少年の犯罪若し
年有害情報をいう。以下この条において同じ。）を青少年に閲覧
くは自殺を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認
させ、又は視聴させないように努めなければならない。
められるものをいう。以下この条において同じ。）を青少年に閲
覧させ、又は視聴させないように努めなければならない。

用語の規定整備
（青少年インタ
ーネット環境整
備法の定義を引
用）

２ 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 ２ 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
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
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、その事業
３号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。）は、その事業
活動を行うに当たつては、青少年が有害情報
を閲覧し、又
活動を行うに当たつては、青少年が青少年有害情報を閲覧し、又 同上
は視聴することを防止するため、フィルタリング
は視聴することを防止するため、青少年有害情報フィルタリング 同上
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。次条において同じ。）
に関する情報その他必要な情報を提供するように努めなければな
に関する情報その他必要な情報を提供するように努めなければな
らない。
らない。
３ 何人も、有害情報

を青少年に閲覧させ、又は視聴させな ３ 何人も、青少年有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させな 同上
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いように努めなければならない。

いように努めなければならない。
（携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明書交付
義務等）

（新設）

第18条の４ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等（青少
年インターネット環境整備法第13条第１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等をいう。以下この条及び第
21条第１項第７号において同じ。）は、青少年又は保護者に対し、
青少年インターネット環境整備法第14条の規定による説明をす
るときは、併せて、規則で定める事項を説明するとともに、こ
れらの事項を記載した説明書又は記録した電磁的記録を交付し
なければならない。
２ 保護者は、青少年インターネット環境整備法第15条ただし書の
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。）に
対し、青少年インターネット環境整備法第16条ただし書の規定
により青少年有害情報フィルタリング有効化措置（同条に規定
する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。次項にお
いて同じ。）を講ずることを希望しない旨の申出をするときは
携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、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又は記
録した電磁的記録を提出しなければならない。

青少年インター
ネット環境整備
法の改正を踏ま
え、その具体的
な運用を規定
（事業者等の説
明書交付義務）
同上（フィルタ
リング不要時の
保護者からの不
要申出書提出義
務）

３ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の書面 同上（事業者等
又は電磁的記録の提出を受け、青少年有害情報フィルタリングサ の不要申出書保
ービスの利用を条件としない役務提供契約（青少年インターネ 存義務）
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
ト接続役務の提供に関する契約をいう。以下この項において同
じ。）を締結したとき、又は青少年有害情報フィルタリング有
効化措置を講ずることなく特定携帯電話端末等（青少年インタ
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ーネット環境整備法第16条に規定する特定携帯電話端末等をい
う。）に係る役務提供契約を締結したときは、当該契約を締結
した日から当該契約が終了する日又は当該契約に係る携帯電話
端末等（青少年インターネット環境整備法第２条第７項に規定
する携帯電話端末等をいう。）を使用する青少年が18歳に達す
る日のいずれか早い日までの間、当該書面若しくは電磁的記録
又は当該書面に記載され、若しくは当該電磁的記録に記録され
た事項のうち前項に規定する記載事項が記載された書面若しく
は記録された電磁的記録を保存しなければならない。
４ 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が第１
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等に対し、必要な措置を講ず
るよう勧告することができる。
５ 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がな
くて当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、
その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
６ 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらか
じめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなけ
ればならない。
第19条、第20条 （略）

青少年インター
ネット環境整備
法の改正を踏ま
え、その具体的
な運用を規定
（勧告）
同上（公表）

同上（弁明の機
会の付与）

第19条、第20条 （略）

（報告徴収及び立入調査）
（報告徴収及び立入調査）
第21条 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 第21条 （同左）
は、次に掲げる者に対し、必要な事項の報告を求め、又は当該職
員にこれらの者の営業所その他の場所に立ち入り、調査させ、若
しくは関係者に対し質問させることができる。
⑴～⑹ （略）
⑴～⑹ （略）
（新設）
２～４ （略）

⑺ 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等
２～４ （略）

第22条、第23条 （略）

第22条、第23条 （略）
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第18条の４（事
業者等の説明義
務）の新設に伴
い、当該事業者

（罰則）

（罰則）

第24条 （略）
第24条 （略）
２ （略）
２ （略）
３ 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処す ３ （同左）
る。
⑴～⑽ （略）
⑴～⑽ （略）
（新設）
⑾ 第15条の３の規定に違反して、青少年に対し、当該青少年に
係る児童ポルノ等の提供を行うように求めた者であつて、次の
いずれかに該当するもの
ア 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うよ
うに求めた者
イ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該
青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をす
る方法により、当該提供を行うように求めた者
⑾～⒁ （略）
⑿～⒂ （略）
４～６ （略）
４～６ （略）
第25条、第26条 （略）

第25条、第26条 （略）
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等を立入調査の
対象とするもの

新設した第15条
の３の規定に係
る罰則規定の新
設

号ずれの規定整
備

