
変更なし 追加 削除 変更

Tabular Unified

リビジョン 126 リビジョン 128 
1 ○東京都青少年の健全な育成に関する条例 1 ○東京都青少年の健全な育成に関する条例 

2  2  

3 昭和三九年八月一日 3 昭和三九年八月一日 

4 条例第一八一号 4 条例第一八一号 

5  5  

6 東京都青少年の健全な育成に関する条例を公布する。 6 東京都青少年の健全な育成に関する条例を公布する。 

7 東京都青少年の健全な育成に関する条例 7 東京都青少年の健全な育成に関する条例 

8  8  

9 目次 9 目次 

10 前文 10 前文 

11 第一章 総則(第一条―第四条の三) 11 第一章 総則(第一条―第四条の三) 

12 第二章 優良図書類等の推奨及び表彰(第五条・第六条) 12 第二章 優良図書類等の推奨等（第五条―第六条） 

13 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第七条―第十八条
の二) 

13 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制(第七条―第十八条
の二) 

14 第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第十
八条の三―第十八条の六) 

14 第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成(第十
八条の三―第十八条の六) 

15 第三章の三 インターネット利用環境の整備(第十八条の七―

第十八条の九) 

15 第三章の三 児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物の
まん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備（第十八条の
六の二―第十八条の六の五） 

  16 第三章の四 インターネット利用環境の整備（第十八条の六
の六―第十八条の八） 

16 第四章 東京都青少年健全育成審議会(第十九条―第二十四条
の二) 

17 第四章 東京都青少年健全育成審議会(第十九条―第二十四条
の二) 

17 第五章 罰則(第二十四条の三―第三十条) 18 第五章 罰則(第二十四条の三―第三十条) 

18 第六章 雑則(第三十一条) 19 第六章 雑則(第三十一条) 

19 付則 20 付則 

20 われら都民は、次代の社会をになうべき青少年が、社会の一
員として敬愛され、かつ、良い環境のなかで心身ともに健や
かに成長することをねがうものである。 

21 われら都民は、次代の社会をになうべき青少年が、社会の一
員として敬愛され、かつ、良い環境のなかで心身ともに健や
かに成長することをねがうものである。 

21 われら都民は、家庭及び勤労の場所その他の社会における正
しい指導が、青少年の人格の形成に寄与するところきわめて
大なることを銘記しなければならない。 

22 われら都民は、家庭及び勤労の場所その他の社会における正
しい指導が、青少年の人格の形成に寄与するところきわめて
大なることを銘記しなければならない。 

22 われら都民は、心身ともに健全な青少年を育成する責務を有
することを深く自覚し、青少年もまた社会の成員としての自
覚と責任をもつて生活を律するように努めなければならな
い。 

23 われら都民は、心身ともに健全な青少年を育成する責務を有
することを深く自覚し、青少年もまた社会の成員としての自
覚と責任をもつて生活を律するように努めなければならな
い。 

23  24  

24 第一章 総則 25 第一章 総則 

25  26  

26 (目的) 27 (目的) 

27 第一条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するととも
に、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、も
つて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 

28 第一条 この条例は、青少年の環境の整備を助長するととも
に、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、も
つて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 

28 (定義) 29 (定義) 

29 第二条 この条例において、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。 

30 第二条 この条例において、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。 

30 一 青少年 十八歳未満の者をいう。 31 一 青少年 十八歳未満の者をいう。 

31 二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供す
る目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、
ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプ
ログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の
電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及び
スライドフィルムをいう。 

32 二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供す
る目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、
ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプ
ログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の
電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及び
スライドフィルムをいう。 

32 三 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客
とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像により
モニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販
売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機
をいう。 

33 三 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客
とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像により
モニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販
売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機
をいう。 

33 四 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつ
て、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告
板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並
びにこれらに類するものをいう。 

34 四 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつ
て、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告
板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並
びにこれらに類するものをいう。 

34 (平四条例一九・平九条例七五・平一六条例四三・一部改正) 35 (平四条例一九・平九条例七五・平一六条例四三・一部改正) 

35  36  

36 (適用上の注意) 37 (適用上の注意) 

37 第三条 この条例の適用にあたつては、その本来の目的を逸
脱して、これを濫用し、都民の権利を不当に侵害しないよう
に留意しなければならない。 

38 第三条 この条例の適用にあたつては、その本来の目的を逸
脱して、これを濫用し、都民の権利を不当に侵害しないよう
に留意しなければならない。 

38  39  

39 (青少年の人権等への配慮) 40 (青少年の人権等への配慮) 
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リビジョン 126 リビジョン 128 
40 第三条の二 この条例の適用に当たつては、青少年の人権を

尊重するとともに、青少年の身体的又は精神的な特性に配慮
しなければならない。 

41 第三条の二 この条例の適用に当たつては、青少年の人権を
尊重するとともに、青少年の身体的又は精神的な特性に配慮
しなければならない。 

41 (平九条例七五・追加) 42 (平九条例七五・追加) 

42  43  

43 (都の責務) 44 (都の責務) 

44 第四条 都は、青少年を健全に育成するために必要な施策を
講ずるものとする。 

45 第四条 都は、青少年を健全に育成するために必要な施策を
講ずるものとする。 

45 2 都は、都民、区市町村、事業者及び都民又は事業者で構成
する団体並びに青少年の健全な育成にかかわる団体と協働し
て、前項の施策を推進するための体制を整備するものとす
る。 

46 2 都は、都民、区市町村、事業者及び都民又は事業者で構成
する団体並びに青少年の健全な育成にかかわる団体と協働し
て、前項の施策を推進するための体制を整備するものとす
る。 

46 3 都は、区市町村その他の公共団体又は公共的団体が青少年
の健全な育成を図ることを目的として行う事業について、こ
れを指導し、助成するように努めるものとする。 

47 3 都は、区市町村その他の公共団体又は公共的団体が青少年
の健全な育成を図ることを目的として行う事業について、こ
れを指導し、助成するように努めるものとする。 

47 4 知事は、毎年、青少年の健全な育成に関する都の施策の内
容を都民に公表しなければならない。 

48 4 知事は、毎年、青少年の健全な育成に関する都の施策の内
容を都民に公表しなければならない。 

48 (平一七条例二五・一部改正) 49 (平一七条例二五・一部改正) 

49  50  

50 (保護者の責務) 51 (保護者の責務) 

51 第四条の二 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で青少
年を現に保護監督するものをいう。以下同じ。)は、青少年を
健全に育成することが自らの責務であることを自覚して、青
少年を保護し、教育するように努めるとともに、青少年が健
やかに成長することができるように努めなければならない。 

52 第四条の二 保護者(親権を行う者、後見人その他の者で青少
年を現に保護監督するものをいう。以下同じ。)は、青少年を
健全に育成することが自らの責務であることを自覚して、青
少年を保護し、教育するように努めるとともに、青少年が健
やかに成長することができるように努めなければならない。 

52 2 保護者は、青少年の保護又は育成にかかわる行政機関か
ら、児童虐待等青少年の健全な育成が著しく阻害されている
状況について、助言又は指導を受けた場合は、これを尊重
し、その状況を改善するために適切に対応するように努めな
ければならない。 

53 2 保護者は、青少年の保護又は育成にかかわる行政機関か
ら、児童虐待等青少年の健全な育成が著しく阻害されている
状況について、助言又は指導を受けた場合は、これを尊重
し、その状況を改善するために適切に対応するように努めな
ければならない。 

53 (平一七条例二五・追加) 54 (平一七条例二五・追加) 

54  55  

55 (都民の申出) 56 (都民の申出) 

56 第四条の三 都民は、青少年を健全に育成する上で有益であ
ると認めるもの又は青少年の健全な育成を阻害するおそれが
あると認めるものがあるときは、その旨を知事に申し出るこ
とができる。 

57 第四条の三 都民は、青少年を健全に育成する上で有益であ
ると認めるもの又は青少年の健全な育成を阻害するおそれが
あると認めるものがあるときは、その旨を知事に申し出るこ
とができる。 

57 (平四条例一九・追加、平一七条例二五・旧第四条の二繰下・
一部改正) 

58 (平四条例一九・追加、平一七条例二五・旧第四条の二繰下・
一部改正) 

58  59  

59 第二章 優良図書類等の推奨及び表彰 60 第二章 優良図書類等の推奨等 

60  61  

61 (優良図書類等の推奨) 62 (優良図書類等の推奨) 

62 第五条 知事は、次に掲げるもので、東京都規則で定める基
準に該当し、青少年を健全に育成する上で有益であると認め
るものを推奨することができる。 

63 第五条 知事は、次に掲げるもので、東京都規則で定める基
準に該当し、青少年を健全に育成する上で有益であると認め
るものを推奨することができる。 

63 一 図書類で、その内容が特にすぐれていると認められるも
の 

64 一 図書類で、その内容が特にすぐれていると認められるも
の 

64 二 映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「映画等」とい
う。)で、その内容が特にすぐれていると認められるもの 

65 二 映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「映画等」とい
う。)で、その内容が特にすぐれていると認められるもの 

65 三 がん具その他これに類するもの(以下「がん具類」とい
う。)で、その構造または機能が特にすぐれていると認められ
るもの 

66 三 がん具その他これに類するもの(以下「がん具類」とい
う。)で、その構造または機能が特にすぐれていると認められ
るもの 

66 (平一六条例四三・一部改正) 67 (平一六条例四三・一部改正) 

67  68  

  69 （携帯電話端末等の推奨） 

  70 第五条の二 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。 

  71 2 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。 

  72  

68 (表彰) 73 (表彰) 

69 第六条 知事は、青少年の健全な育成を図るうえに必要があ
ると認めるときは、次の各号に掲げるものを表彰することが
できる。 

74 第六条 知事は、青少年の健全な育成を図る上に必要がある
と認めるときは、次の各号に掲げるものを表彰することがで
きる。 

70 一 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功
績が特に顕著であると認められるもの 

75 一 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功
績が特に顕著であると認められるもの 

71 二 青少年または青少年の団体で、その行動が他の模範にな
ると認められるもの 

76 二 青少年又は青少年の団体で、その行動が他の模範になる
と認められるもの 
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リビジョン 126 リビジョン 128 
72 三 前条の規定により知事が推奨した図書類、映画等及びが

ん具類で、特に優良であると認められるものを作成し、また
は公衆の観覧に供したもの及びこれに関与したもの 

77 三 第五条の規定により知事が推奨した図書類、映画等及び
がん具類で、特に優良であると認められるものを作成し、供
したもの及びこれに公衆の観覧に供したもの及びこれに関与
したもの 

73 四 次条の規定による自主規制を行つた者で、青少年の健全
な育成に寄与するところが特に大であると認められるもの 

78 四 次条の規定による自主規制を行つた者で、青少年の健全
な育成に寄与するところが特に大であると認められるもの 

74  79  

75 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 80 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 

76  81  

77 (図書類等の販売等及び興行の自主規制) 82 (図書類等の販売等及び興行の自主規制) 

78 第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに
映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律
第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営す
る者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感
情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発
し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めると
きは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映
画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観
覧させないように努めなければならない。 

83 第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに
映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律
第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営す
る者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに
該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下
に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若し
くは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならな
い。 

79 (平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正) 84 (平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正) 

  85 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又
は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害す
るおそれがあるもの 

  86 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を
想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満と
して表現されていると認識されるもの（以下「非実在青少
年」という。）を相手方とする又は非実在青少年による性交
類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識するこ
とができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写する
ことにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻
害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 

80  87  

81 (がん具類の販売等の自主規制) 88 (がん具類の販売等の自主規制) 

82 第七条の二 がん具類の製造又は販売を業とする者は、がん
具類の構造又は機能が、青少年に対し、性的感情を刺激し、
残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の
健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に
協力し、緊密な連絡の下に、当該がん具類を青少年に販売
し、又は頒布しないように努めなければならない。 

89 第七条の二 がん具類の製造又は販売を業とする者は、がん
具類の構造又は機能が、青少年に対し、性的感情を刺激し、
残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の
健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に
協力し、緊密な連絡の下に、当該がん具類を青少年に販売
し、又は頒布しないように努めなければならない。 

83 (平一六条例四三・追加) 90 (平一六条例四三・追加) 

84  91  

85 (刃物の販売等の自主規制) 92 (刃物の販売等の自主規制) 

86 第七条の三 刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法
律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。以下同
じ。)の製造又は販売を業とする者は、刃物の構造又は機能
が、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は
被害を誘発するおそれがあると認めるときは、相互に協力
し、緊密な連絡の下に、当該刃物を青少年に販売し、又は頒
布しないように努めなければならない。 

93 第七条の三 刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法
律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。以下同
じ。)の製造又は販売を業とする者は、刃物の構造又は機能
が、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は
被害を誘発するおそれがあると認めるときは、相互に協力
し、緊密な連絡の下に、当該刃物を青少年に販売し、又は頒
布しないように努めなければならない。 

87 (平一六条例四三・追加) 94 (平一六条例四三・追加) 

88  95  

89 (不健全な図書類等の指定) 96 (不健全な図書類等の指定) 

90 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻
害するものとして指定することができる。 

97 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻
害するものとして指定することができる。 

91 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に
供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対
し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又
は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規
則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するお
それがあると認められるもの 

98 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に
供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対
し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又
は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規
則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するお
それがあると認められるもの 

92 二 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又
は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な
成長を阻害するおそれがあると認められるもの 

99 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に
供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二
号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行
為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判
断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定
める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれが
あると認められるもの 

93 三 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機
能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の
者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれが
あると認められるもの 

100 三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又
は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な
成長を阻害するおそれがあると認められるもの 

  101 四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機
能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の
者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれが
あると認められるもの 

94 2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必
要な事項を告示することによつてこれを行わなければならな
い。 

102 2 前項の指定は、指定するものの名称、指定の理由その他必
要な事項を告示することによつてこれを行わなければならな
い。 

95 3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係
者にこの旨を周知しなければならない。 

103 3 知事は、前二項の規定により指定したときは、直ちに関係
者にこの旨を周知しなければならない。 
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リビジョン 126 リビジョン 128 
96 (平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正) 104 (平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正) 

97  105  

98 (指定図書類の販売等の制限) 106 (指定図書類の販売等の制限) 

99 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理
人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布
する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類
販売業者等」という。)は、前条第一項第一号の規定により知
事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年
に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 

107 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理
人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布
する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類
販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規
定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」とい
う。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならな
い。 

100 2  図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して
図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売
機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以
下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東
京都規則で定める方法により包装しなければならない。 

108 2  図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して
図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売
機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以
下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東
京都規則で定める方法により包装しなければならない。 

101 3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京
都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と
明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場
所に置かなければならない。 

109 3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京
都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と
明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場
所に置かなければならない。 

102 4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させな
いように努めなければならない。 

110 4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させな
いように努めなければならない。 

103 (平四条例一九・平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改
正) 

111 (平四条例一九・平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改
正) 

104  112  

105 (表示図書類の販売等の制限) 113 (表示図書類の販売等の制限) 

106 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業
者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業と
する者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行
うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、第八条
第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に
対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しく
は犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあ
ると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧する
ことが適当でない旨の表示をするように努めなければならな
い。 

114 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業
者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業と
する者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行
うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各
号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容の
図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない
旨の表示をするように努めなければならない。 

  115 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年
に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若し
くは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれが
あるもの 

  116 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在
青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交
類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識するこ
とができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写する
ことにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻
害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 

107 2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指
定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販
売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならな
い。 

117 2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指
定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販
売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならな
い。 

108 3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧で
きないように東京都規則で定める方法により包装するように
努めなければならない。 

118 3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧で
きないように東京都規則で定める方法により包装するように
努めなければならない。 

109 4  図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販
売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)

は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の
図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することの
できる場所に置くように努めなければならない。 

119 4  図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販
売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)

は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の
図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することの
できる場所に置くように努めなければならない。 

110 5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させな
いように努めなければならない。 

120 5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させな
いように努めなければならない。 

111 (平一六条例四三・全改) 121 (平一六条例四三・全改) 

112  122  

113 (表示図書類に関する勧告) 123 (表示図書類に関する勧告) 

114 第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行される
ものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるも
のから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行
業者に勧告することができる。 

124 第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行される
ものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるも
のから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行
業者に勧告等することができる。 

115 2 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項まで
の規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者
等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを
勧告することができる。 

125 2  知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類
が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定（以下こ
の条において「不健全指定」という。）を受けた日から起算
して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場
合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定
による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日
（当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告
を受けた日）の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの
又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべき
ことを勧告することができる。 

  126 3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図
書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内
に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができ
る。 
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リビジョン 126 リビジョン 128 
  127 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第

二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する
機会を与えなければならない。 

  128 5 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項まで
の規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者
等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを
勧告することができる。 

116 (平一六条例四三・追加) 129 (平一六条例四三・追加) 

117  130  

118 (東京都青少年健全育成協力員) 131 (東京都青少年健全育成協力員) 

119 第九条の四 知事は、都民の協力を得て、第九条及び第九条
の二の規定による指定図書類及び表示図書類の陳列がより適
切に行われるように、知事が定めるところにより、東京都青
少年健全育成協力員を置くことができる。 

132 第九条の四 知事は、都民の協力を得て、第九条及び第九条
の二の規定による指定図書類及び表示図書類の陳列がより適
切に行われるように、知事が定めるところにより、東京都青
少年健全育成協力員を置くことができる。 

120 (平一六条例四三・追加) 133 (平一六条例四三・追加) 

121  134  

122 (指定映画の観覧の制限) 135 (指定映画の観覧の制限) 

123 第十条 興行場において、第八条第一項第一号の規定により
知事が指定した映画(以下「指定映画」という。)を上映する
ときは、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人そ
の他の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。 

136 第十条 興行場において、第八条第一項第一号又は第二号の
規定により知事が指定した映画(以下「指定映画」という。)

を上映するときは、当該興行場を経営する者及びその代理
人、使用人その他の従業者は、これを青少年に観覧させては
ならない。 

124 2 何人も、青少年に指定映画を観覧させないように努めなけ
ればならない。 

137 2 何人も、青少年に指定映画を観覧させないように努めなけ
ればならない。 

125 (平一六条例四三・一部改正) 138 (平一六条例四三・一部改正) 

126  139  

127 (指定演劇等の観覧の制限) 140 (指定演劇等の観覧の制限) 

128 第十一条 興行場において、第八条第一項第一号の規定によ
り知事が指定した演劇、演芸又は見せもの(以下「指定演劇
等」という。)を上演し、又は観覧に供するときは、当該興行
場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、
これを青少年に観覧させてはならない。 

141 第十一条 興行場において、第八条第一項第一号又は第二号
の規定により知事が指定した演劇、演芸又は見せもの(以下
「指定演劇等」という。)を上演し、又は観覧に供するとき
は、当該興行場を経営する者及びその代理人、使用人その他
の従業者は、これを青少年に観覧させてはならない。 

129 (平一六条例四三・一部改正) 142 (平一六条例四三・一部改正) 

130  143  

131 (観覧等の制限の掲示) 144 (観覧等の制限の掲示) 

132 第十二条 指定映画または指定演劇等を上映し、上演し、ま
たは観覧に供している興行場を経営する者は、当該興行場の
入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲
示をしておかなければならない。 

145 第十二条 指定映画または指定演劇等を上映し、上演し、ま
たは観覧に供している興行場を経営する者は、当該興行場の
入口の見やすいところに、東京都規則で定める様式による掲
示をしておかなければならない。 

133  146  

134 (指定がん具類の販売等の制限) 147 (指定がん具類の販売等の制限) 

135 第十三条 がん具類の販売を業とする者及びその代理人、使
用人その他の従業者並びに営業に関してがん具類を頒布する
者及びその代理人、使用人その他の従業者は、第八条第一項
第二号の規定により知事が指定したがん具類(以下「指定がん
具類」という。)を青少年に販売し、又は頒布してはならな
い。 

148 第十三条 がん具類の販売を業とする者及びその代理人、使
用人その他の従業者並びに営業に関してがん具類を頒布する
者及びその代理人、使用人その他の従業者は、第八条第一項
第三号の規定により知事が指定したがん具類(以下「指定がん
具類」という。)を青少年に販売し、又は頒布してはならな
い。 

136 2 何人も、青少年に指定がん具類を所持させないように努め
なければならない。 

149 2 何人も、青少年に指定がん具類を所持させないように努め
なければならない。 

137 (平一六条例四三・一部改正) 150 (平一六条例四三・一部改正) 

138  151  

139 (指定刃物の販売等の制限) 152 (指定刃物の販売等の制限) 

140 第十三条の二 何人も、第八条第一項第三号の規定により知
事が指定した刃物(以下「指定刃物」という。)を青少年に販
売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 

153 第十三条の二 何人も、第八条第一項第四号の規定により知
事が指定した刃物(以下「指定刃物」という。)を青少年に販
売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 

141 2 何人も、青少年に指定刃物を所持させないように努めなけ
ればならない。 

154 2 何人も、青少年に指定刃物を所持させないように努めなけ
ればならない。 

142 (平一六条例四三・追加) 155 (平一六条例四三・追加) 

143  156  

144 (自動販売機等管理者の設置等) 157 (自動販売機等管理者の設置等) 

145 第十三条の三 自動販売機等による図書類又は特定がん具類
(性的感情を刺激するがん具類で、性具その他の性的な行為の
用に供するがん具類及び性器を模したがん具類をいう。以下
同じ。)の販売又は貸付けを業とする者(以下「自動販売機等
業者」という。)は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等
の管理を行う者 (以下「自動販売機等管理者」という。)を置
かなければならない。 

158 第十三条の三 自動販売機等による図書類又は特定がん具類
(性的感情を刺激するがん具類で、性具その他の性的な行為の
用に供するがん具類及び性器を模したがん具類をいう。以下
同じ。)の販売又は貸付けを業とする者(以下「自動販売機等
業者」という。)は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等
の管理を行う者 (以下「自動販売機等管理者」という。)を置
かなければならない。 

146 2 自動販売機等管理者は、東京都内に住所を有し、当該自動
販売機等の管理を適正に行うことができる者でなければなら
ない。 

159 2 自動販売機等管理者は、東京都内に住所を有し、当該自動
販売機等の管理を適正に行うことができる者でなければなら
ない。 

147 3 自動販売機等により図書類又は特定がん具類を販売し、又
は貸し付けようとする者は、販売又は貸付けを開始する日の
十五日前までに、当該自動販売機等ごとに、東京都規則で定
めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければ
ならない。 

160 3 自動販売機等により図書類又は特定がん具類を販売し、又
は貸し付けようとする者は、販売又は貸付けを開始する日の
十五日前までに、当該自動販売機等ごとに、東京都規則で定
めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければ
ならない。 

148 一 氏名又は名称、住所及び電話番号 161 一 氏名又は名称、住所及び電話番号 

149 二 自動販売機等の機種及び製造番号 162 二 自動販売機等の機種及び製造番号 

150 三 自動販売機等の設置場所 163 三 自動販売機等の設置場所 
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リビジョン 126 リビジョン 128 
151 四 自動販売機等管理者の氏名、住所及び電話番号 164 四 自動販売機等管理者の氏名、住所及び電話番号 

152 五 前各号に掲げるもののほか、東京都規則で定める事項 165 五 前各号に掲げるもののほか、東京都規則で定める事項 

153 4 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項
に変更があつたとき、又は当該届出に係る自動販売機等の使
用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止した日か
ら十五日以内に、東京都規則で定めるところにより、その旨
を知事に届け出なければならない。 

166 4 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項
に変更があつたとき、又は当該届出に係る自動販売機等の使
用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止した日か
ら十五日以内に、東京都規則で定めるところにより、その旨
を知事に届け出なければならない。 

154 5  第三項の規定による届出をした者は、東京都規則で定め
るところにより、当該届出に係る自動販売機等の見やすい箇
所に、自動販売機等業者及び自動販売機等管理者の氏名又は
名称、住所その他東京都規則で定める事項を明確に表示しな
ければならない。前項の規定による変更の届出をしたとき
も、同様とする。 

167 5  第三項の規定による届出をした者は、東京都規則で定め
るところにより、当該届出に係る自動販売機等の見やすい箇
所に、自動販売機等業者及び自動販売機等管理者の氏名又は
名称、住所その他東京都規則で定める事項を明確に表示しな
ければならない。前項の規定による変更の届出をしたとき
も、同様とする。 

155 (平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第十三条の二繰
下) 

168 (平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第十三条の二繰
下) 

156  169  

157 (自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等) 170 (自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等) 

158 第十三条の四 自動販売機等業者は、指定図書類又は指定が
ん具類(特定がん具類であるものに限る。)を自動販売機等に
収納してはならない。 

171 第十三条の四 自動販売機等業者は、指定図書類又は指定が
ん具類(特定がん具類であるものに限る。)を自動販売機等に
収納してはならない。 

159 2 自動販売機等業者及び自動販売機等管理者は、当該自動販
売機等業者の設置する自動販売機等に収納されている図書類
又は特定がん具類が指定図書類又は指定がん具類となつたと
きは、直ちに当該指定図書類又は指定がん具類を撤去しなけ
ればならない。 

172 2 自動販売機等業者及び自動販売機等管理者は、当該自動販
売機等業者の設置する自動販売機等に収納されている図書類
又は特定がん具類が指定図書類又は指定がん具類となつたと
きは、直ちに当該指定図書類又は指定がん具類を撤去しなけ
ればならない。 

160 (平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第十三条の三繰
下・一部改正) 

173 (平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第十三条の三繰
下・一部改正) 

161  174  

162 (自動販売機等に対する措置) 175 (自動販売機等に対する措置) 

163 第十三条の五 自動販売機等業者は、表示図書類若しくは青
少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自
殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するお
それがあり、第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準
に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具
類(指定がん具類を除く。)を収納している自動販売機等につ
いて、青少年が当該図書類又は特定がん具類を観覧できず、
かつ、購入し、又は借り受けることができないように東京都
規則で定める措置をとらなければならない。 

176 第十三条の五 自動販売機等業者は、表示図書類若しくは第
八条第一項第一号若しくは第二号の東京都規則で定める基準
に準ずる内容の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具
類(指定がん具類を除く。)を収納している自動販売機等につ
いて、青少年が当該図書類又は特定がん具類を観覧できず、
かつ、購入し、又は借り受けることができないように東京都
規則で定める措置をとらなければならない。 

164 (平一六条例四三・追加) 177 (平一六条例四三・追加) 

165  178  

166 (自動販売機等の設置に関する距離制限) 179 (自動販売機等の設置に関する距離制限) 

167 第十三条の六 自動販売機等業者は、学校教育法(昭和二十二
年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を
除く。)の敷地の周囲百メートルの区域内においては、前条に
規定する自動販売機等を設置しないように努めなければなら
ない。 

180 第十三条の六 自動販売機等業者は、学校教育法(昭和二十二
年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を
除く。)の敷地の周囲百メートルの区域内においては、前条に
規定する自動販売機等を設置しないように努めなければなら
ない。 

168 (平一六条例四三・追加) 181 (平一六条例四三・追加) 

169  182  

170 (自動販売機等に関する適用除外) 183 (自動販売機等に関する適用除外) 

171 第十三条の七 前四条の規定は、他の法令により青少年を客
として入場させることが禁止され、かつ、外部から図書類又
は特定がん具類を購入し、又は借り受けることができない場
所に設置される自動販売機等については適用しない。 

184 第十三条の七 前四条の規定は、他の法令により青少年を客
として入場させることが禁止され、かつ、外部から図書類又
は特定がん具類を購入し、又は借り受けることができない場
所に設置される自動販売機等については適用しない。 

172 (平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第十三条の四繰
下・一部改正) 

185 (平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第十三条の四繰
下・一部改正) 

173  186  

174 (自動販売機等業者等への勧告) 187 (自動販売機等業者等への勧告) 

175 第十三条の八 知事は、自動販売機等業者又は自動販売機等
管理者に対し、当該自動販売機等業者が設置し、又は当該自
動販売機等管理者が管理する自動販売機等に係る図書類又は
特定がん具類の販売又は貸付けの状況が、青少年の健全な成
長を阻害するおそれがあると認めるときは、販売若しくは貸
付けの方法又は自動販売機等の設置場所について、必要な措
置をとるべきことを勧告することができる。 

188 第十三条の八 知事は、自動販売機等業者又は自動販売機等
管理者に対し、当該自動販売機等業者が設置し、又は当該自
動販売機等管理者が管理する自動販売機等に係る図書類又は
特定がん具類の販売又は貸付けの状況が、青少年の健全な成
長を阻害するおそれがあると認めるときは、販売若しくは貸
付けの方法又は自動販売機等の設置場所について、必要な措
置をとるべきことを勧告することができる。 

176 (平一六条例四三・追加) 189 (平一六条例四三・追加) 

177  190  

178 (有害広告物に対する措置) 191 (有害広告物に対する措置) 

179 第十四条 知事は、広告物の形態又はその広告の内容が、青
少年に対し、著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく残虐性
を助長するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるとき
は、当該広告物の広告主又はこれを管理する者に対し、当該
広告物の形態又は広告の内容の変更その他必要な措置を命ず
ることができる。 

192 第十四条 知事は、広告物の形態又はその広告の内容が、青
少年に対し、著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく残虐性
を助長するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるとき
は、当該広告物の広告主又はこれを管理する者に対し、当該
広告物の形態又は広告の内容の変更その他必要な措置を命ず
ることができる。 

180 (平一六条例四三・一部改正) 193 (平一六条例四三・一部改正) 

181  194  

182 (質受け及び古物買受けの制限) 195 (質受け及び古物買受けの制限) 

183 第十五条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)

第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年
196 第十五条 質屋(質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)

第一条第二項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、青少年

Page 6 of 16001_東京都条例/tokyo_jyorei.txt での r126:128 間の diff

2010/03/15file://C:\work\test\changeset.htm



リビジョン 126 リビジョン 128 
から物品(次条第一項に規定する物を除く。)を質に取つて金
銭を貸し付けてはならない。 

から物品(次条第一項に規定する物を除く。)を質に取つて金
銭を貸し付けてはならない。 

184 2 古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第
三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から古
物(次条第一項に規定する物を除く。)を買い受けてはならな
い。 

197 2 古物商(古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第
三項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から古
物(次条第一項に規定する物を除く。)を買い受けてはならな
い。 

185 3 前二項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又は保護
者の同行若しくは同意を得て、物品の質入れ又は古物の売却
をするものと認められるときは、適用しない。 

198 3 前二項の規定は、青少年が保護者の委託を受け、又は保護
者の同行若しくは同意を得て、物品の質入れ又は古物の売却
をするものと認められるときは、適用しない。 

186 4 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から質入れ
又は古物の売却の委託を受けないように努めなければならな
い。 

199 4 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から質入れ
又は古物の売却の委託を受けないように努めなければならな
い。 

187 (平一六条例四三・全改、平一七条例二五・一部改正) 200 (平一六条例四三・全改、平一七条例二五・一部改正) 

188  201  

189 (着用済み下着等の買受け等の禁止) 202 (着用済み下着等の買受け等の禁止) 

190 第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が
一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、
青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を
含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を
受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介し
てはならない。 

203 第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が
一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、
青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を
含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を
受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介し
てはならない。 

191 2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、そ
の場所を提供してはならない。 

204 2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、そ
の場所を提供してはならない。 

192 (平一六条例四三・追加) 205 (平一六条例四三・追加) 

193  206  

194 (青少年への勧誘行為の禁止) 207 (青少年への勧誘行為の禁止) 

195 第十五条の三 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行
つてはならない。 

208 第十五条の三 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行
つてはならない。 

196 一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふ
ん尿を売却するように勧誘すること。 

209 一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふ
ん尿を売却するように勧誘すること。 

197 二 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適
法」という。)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を
いう。)において客に接する業務に従事するように勧誘するこ
と。 

210 二 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適
法」という。)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を
いう。)において客に接する業務に従事するように勧誘するこ
と。 

198 三 接待飲食等営業(風適法第二条第四項に規定する接待飲食
等営業のうち、同条第一項第二号に該当する営業をいう。)の
客となるように勧誘すること。 

211 三 接待飲食等営業(風適法第二条第四項に規定する接待飲食
等営業のうち、同条第一項第二号に該当する営業をいう。)の
客となるように勧誘すること。 

199 (平一六条例四三・追加) 212 (平一六条例四三・追加) 

200  213  

201 (深夜外出の制限) 214 (深夜外出の制限) 

202 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由が
ある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時
間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めな
ければならない。 

215 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由が
ある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時
間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めな
ければならない。 

203 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他
正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同
伴し、又はとどめてはならない。 

216 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他
正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同
伴し、又はとどめてはならない。 

204 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護
及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者
から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、
この限りでない。 

217 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護
及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者
から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、
この限りでない。 

205 4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の
従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内
にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならな
い。 

218 4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の
従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内
にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならな
い。 

206 (平一六条例四三・追加) 219 (平一六条例四三・追加) 

207  220  

208 (深夜における興行場等への立入りの制限等) 221 (深夜における興行場等への立入りの制限等) 

209 第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使
用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年
を立ち入らせてはならない。 

222 第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使
用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年
を立ち入らせてはならない。 

210 一 興行場 223 一 興行場 

211 二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わ
せる施設 

224 二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わ
せる施設 

212 三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏
音楽に合わせて歌唱を行わせる施設 

225 三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏
音楽に合わせて歌唱を行わせる施設 

213 四 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(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する
図書館を除く。) 

226 四 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(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する
図書館を除く。) 

214 2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業
を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、
東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければなら
ない。 

227 2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜において営業
を営む場合は、当該営業の場所の入口の見やすいところに、
東京都規則で定める様式による掲示をしておかなければなら
ない。 

215 (平一六条例四三・一部改正) 228 (平一六条例四三・一部改正) 

216  229  

217 (立入調査) 230 (立入調査) 
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リビジョン 126 リビジョン 128 
218 第十七条 知事が指定した知事部局の職員は、この条例の施

行に必要な限度において、図書類の販売若しくは貸付けを業
とする者の営業の場所又は営業に関して図書類を頒布する者
の営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。 

231 第十七条 知事が指定した知事部局の職員は、この条例の施
行に必要な限度において、図書類の販売若しくは貸付けを業
とする者の営業の場所又は営業に関して図書類を頒布する者
の営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。 

219 2  知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した
警察官は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げ
る場所に営業時間(第六号に掲げる営業の場所にあつては、深
夜における営業時間とする。)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。 

232 2  知事が指定した知事部局の職員及び警視総監が指定した
警察官は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げ
る場所に営業時間(第六号に掲げる営業の場所にあつては、深
夜における営業時間とする。)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。 

220 一 興行場 233 一 興行場 

221 二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所
又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業
の場所 

234 二 がん具類若しくは刃物の販売を業とする者の営業の場所
又は営業に関してがん具類若しくは刃物を頒布する者の営業
の場所 

222 三 自動販売機等業者の営業の場所 235 三 自動販売機等業者の営業の場所 

223 四 質屋又は古物商の営業の場所 236 四 質屋又は古物商の営業の場所 

224 五 第十五条の二第一項に規定する行為を行うために提供さ
れている場所 

237 五 第十五条の二第一項に規定する行為を行うために提供さ
れている場所 

225 六 前条第一項第二号から第四号までに掲げる施設を経営す
る者の営業の場所 

238 六 前条第一項第二号から第四号までに掲げる施設を経営す
る者の営業の場所 

226 3 前二項の場合において、知事が指定した知事部局の職員は
東京都規則で、警視総監が指定した警察官は東京都公安委員
会規則で定める様式による証票を携帯し、あらかじめ、これ
を関係者に提示しなければならない。 

239 3 前二項の場合において、知事が指定した知事部局の職員は
東京都規則で、警視総監が指定した警察官は東京都公安委員
会規則で定める様式による証票を携帯し、あらかじめ、これ
を関係者に提示しなければならない。 

227 4 第一項及び第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜
査のために認められたものと解釈してはならない。 

240 4 第一項及び第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜
査のために認められたものと解釈してはならない。 

228 (平一六条例四三・一部改正) 241 (平一六条例四三・一部改正) 

229  242  

230 (警告) 243 (警告) 

231 第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、
次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発すること
ができる。 

244 第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、
次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発すること
ができる。 

232 一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販
売し、頒布し、又は貸し付けた者 

245 一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販
売し、頒布し、又は貸し付けた者 

233 二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を
行わなかつた者 

246 二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を
行わなかつた者 

234 三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を
行わなかつた者 

247 三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を
行わなかつた者 

235 2 前条第二項の知事が指定した知事部局の職員及び警視総監
が指定した警察官は、次の各号のいずれかに該当する者に対
し、警告を発することができる。 

248 2 前条第二項の知事が指定した知事部局の職員及び警視総監
が指定した警察官は、次の各号のいずれかに該当する者に対
し、警告を発することができる。 

236 一 第十条第一項の規定に違反して青少年に指定映画を観覧
させた者 

249 一 第十条第一項の規定に違反して青少年に指定映画を観覧
させた者 

237 二 第十一条の規定に違反して青少年に指定演劇等を観覧さ
せた者 

250 二 第十一条の規定に違反して青少年に指定演劇等を観覧さ
せた者 

238 三 第十三条第一項の規定に違反して青少年に指定がん具類
(特定がん具類であるものに限る。)を販売し、又は頒布した
者 

251 三 第十三条第一項の規定に違反して青少年に指定がん具類
(特定がん具類であるものに限る。)を販売し、又は頒布した
者 

239 四 第十三条の三第五項の規定に違反して表示を怠つた者 252 四 第十三条の三第五項の規定に違反して表示を怠つた者 

240 五 第十三条の四第一項又は第二項の規定に違反して自動販
売機等に指定図書類又は指定がん具類を収納し、又は撤去し
なかつた者 

253 五 第十三条の四第一項又は第二項の規定に違反して自動販
売機等に指定図書類又は指定がん具類を収納し、又は撤去し
なかつた者 

241 六 第十三条の五の規定に違反して同条に規定する措置をと
らなかつた者 

254 六 第十三条の五の規定に違反して同条に規定する措置をと
らなかつた者 

242 七 第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、同条第一
項の規定に違反して青少年から物品を質に取つて金銭を貸し
付けた者 

255 七 第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、同条第一
項の規定に違反して青少年から物品を質に取つて金銭を貸し
付けた者 

243 八 第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、同条第二
項の規定に違反して青少年から古物を買い受けた者 

256 八 第十五条第三項の規定に該当する場合を除き、同条第二
項の規定に違反して青少年から古物を買い受けた者 

244 九 第十五条の三の規定に違反して同条各号に掲げるいずれ
かの行為を行つた者 

257 九 第十五条の三の規定に違反して同条各号に掲げるいずれ
かの行為を行つた者 

245 十 第十二条又は第十六条第二項の規定に違反して掲示を怠
つた者 

258 十 第十二条又は第十六条第二項の規定に違反して掲示を怠
つた者 

246 3 第一項各号及び前項第一号から第九号までの各号のいずれ
かに該当する者が、法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者であるときは、その法人又は人及
びこれらの代理人に対しても、これらの項の規定による警告
を発することができる。 

259 3 第一項各号及び前項第一号から第九号までの各号のいずれ
かに該当する者が、法人の代表者又は法人若しくは人の代理
人、使用人その他の従業者であるときは、その法人又は人及
びこれらの代理人に対しても、これらの項の規定による警告
を発することができる。 

247 4 第一項各号及び第二項第一号から第九号までの警告は、知
事が指定した知事部局の職員が行う場合は東京都規則で、警
視総監が指定した警察官が行う場合は東京都公安委員会規則
で定める様式による警告書を交付して行うものとする。 

260 4 第一項各号及び第二項第一号から第九号までの警告は、知
事が指定した知事部局の職員が行う場合は東京都規則で、警
視総監が指定した警察官が行う場合は東京都公安委員会規則
で定める様式による警告書を交付して行うものとする。 

248 (平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正) 261 (平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正) 

249  262  

250 (審議会への諮問) 263 (審議会への諮問) 

251 第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八
条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を

264 第十八条の二 知事は、第五条の規定による推奨をし、第八
条の規定による指定をし、又は第十四条の規定による措置を
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リビジョン 126 リビジョン 128 
命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健
全育成審議会の意見を聴かなければならない。 

命じようとするときは、第十九条に規定する東京都青少年健
全育成審議会の意見を聴かなければならない。 

252 2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会
の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する
自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該
団体の意見を聴かなければならない。 

265 2 知事は、前項の規定により、東京都青少年健全育成審議会
の意見を聴くときは、第七条から第七条の三までに規定する
自主規制を行つている団体があるときは、必要に応じ、当該
団体の意見を聴かなければならない。 

253 (平一六条例四三・追加) 266 (平一六条例四三・追加) 

254  267  

255 第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成 268 第三章の二 青少年の性に関する健全な判断能力の育成 

256 (平九条例七五・追加、平一六条例四三・改称) 269 (平九条例七五・追加、平一六条例四三・改称) 

257  270  

258 (青少年の性に関する保護者等の責務) 271 (青少年の性に関する保護者等の責務) 

259 第十八条の三 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、異
性との交友が相互の豊かな人格のかん養に資することを伝え
るため並びに青少年が男女の性の特性に配慮し、安易な性行
動により、自己及び他人の尊厳を傷つけ、若しくは心身の健
康を損ね、調和の取れた人間形成が阻害され、又は自ら対処
できない責任を負うことのないよう、慎重な行動をとること
を促すため、青少年に対する啓発及び教育に努めるととも
に、これらに反する社会的風潮を改めるように努めなければ
ならない。 

272 第十八条の三 保護者及び青少年の育成にかかわる者は（以
下「保護者等」という。）、異性との交友が相互の豊かな人
格のかん養に資することを伝えるため並びに青少年が男女の
性の特性に配慮し、安易な性行動により、自己及び他人の尊
厳を傷つけ、若しくは心身の健康を損ね、調和の取れた人間
形成が阻害され、又は自ら対処できない責任を負うことのな
いよう、慎重な行動をとることを促すため、青少年に対する
啓発及び教育に努めるとともに、これらに反する社会的風潮
を改めるように努めなければならない。 

260 2 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、青少年のうち特
に心身の変化が著しく、かつ、人格が形成途上である者に対
しては、性行動について特に慎重であるよう配慮を促すよう
に努めなければならない。 

273 2 保護者等は、青少年のうち特に心身の変化が著しく、か
つ、人格が形成途上である者に対しては、性行動について特
に慎重であるよう配慮を促すように努めなければならない。 

261 3 保護者は、青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十
分な注意を払うとともに、青少年と性に関する対話を深める
ように努めなければならない。 

274 3 保護者は、青少年の性的関心の高まり、心身の変化等に十
分な注意を払うとともに、青少年と性に関する対話を深める
ように努めなければならない。 

262 (平一七条例二五・全改) 275 (平一七条例二五・全改) 

263  276  

264 (青少年の性に関する都の責務) 277 (青少年の性に関する都の責務) 

265 第十八条の四 都は、青少年の性に関する健全な判断能力の
育成を図るため、普及啓発、教育、相談等の施策の推進に努
めるものとする。 

278 第十八条の四 都は、青少年の性に関する健全な判断能力の
育成を図るため、普及啓発、教育、相談等の施策の推進に努
めるものとする。 

266 (平九条例七五・追加、平一六条例四三・旧第十八条の三繰
下、平一七条例二五・一部改正) 

279 (平九条例七五・追加、平一六条例四三・旧第十八条の三繰
下、平一七条例二五・一部改正) 

267  280  

268 (安易な性行動を助長する情報を提供しないための自主的な取
組) 

281 (安易な性行動を助長する情報を提供しないための自主的な取
組) 

269 第十八条の五 青少年に対して情報の提供を行うことを業と
する者は、青少年の安易な性行動をいたずらに助長するなど
青少年の性に関する健全な成長を阻害するおそれがある情報
を提供することのないよう、自主的な取組に努めなければな
らない。 

282 第十八条の五 青少年に対して情報の提供を行うことを業と
する者は、青少年の安易な性行動をいたずらに助長するなど
青少年の性に関する健全な成長を阻害するおそれがある情報
を提供することのないよう、自主的な取組に努めなければな
らない。 

270 (平一七条例二五・追加) 283 (平一七条例二五・追加) 

271  284  

272 (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 285 (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 

273 第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似
行為を行つてはならない。 

286 第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似
行為を行つてはならない。 

274 (平一七条例二五・追加) 287 (平一七条例二五・追加) 

275  288  

276 第三章の三 インターネット利用環境の整備 289  第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環
境の整備 

  290  

  291 （児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止
に向けた都の責務） 

  292 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ（児童買春、児童ポル
ノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（平成
十一年法律第五十二号）第二条第三項に規定する児童ポルノ
をいう。以下同じ。）を根絶すべきことについて事業者及び
都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事
業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の
整備に努める責務を有する。 

  293 2  都は、青少年性的視覚描写物（第七条各号に該当する図
書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年
が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第
一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。）をまん延させ
ることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助
長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深める
ための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携
し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧す
ることのないように、そのまん延を抑止するための環境の整
備に努める責務を有する。 

  294 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に
有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援の
ための措置を適切に講ずるものとする。 

  295 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年
性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及
び協力を行うように努めるものとする。 
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  296  

  297 （児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止
に向けた事業者の責務） 

  298 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根
絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 

  299 2  事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を
助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に
関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判
断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事
業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧するこ
とのないようにするための適切な措置をとるように努めるも
のとする。 

  300  

  301 （児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止
に向けた都民等の責務） 

  302 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しな
い責務を有する。 

  303 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協
力するように努めるものとする。 

  304 3  都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助
長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描
写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害する
おそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は
観覧することのないように努めるものとする。 

  305  

  306 （青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責
務） 

  307 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のう
ち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けな
い状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態（これらと同
等とみなされる状態を含む。）にあるものの扇情的な姿態を
視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象と
して描写した図書類（児童ポルノに該当するものを除く。）
又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが
青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が
児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないよう
に適切な保護監督及び教育に努めなければならない。 

  308 2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満
の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努め
なければならない。 

  309 3  知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の
者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものと
して東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若し
くは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認める
ときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言を
することができる。 

  310 4 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、保護者及び事業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。 

  311  

  312 第三章の四 インターネット利用環境の整備 

277 (平一七条例二五・追加) 313 (平一七条例二五・追加) 

278  314  

  315 （インターネット利用に係る都の責務） 

  316 第十八条の六の六 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。 

  317 2 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。 

  318  

279 (インターネット利用に係る事業者の責務) 319 (インターネット利用に係る事業者の責務) 

280 第十八条の七 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。 

320 第十八条の七 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（平成二十年法律第七十九
号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。）第
五条に規定する青少年のインターネットの利用に関係する事
業を行う者をいう。以下同じ。）及び青少年有害情報フイル
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
二条第九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三十条第一号のフィルタリン
グ推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体をい
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二条第十項に
規定する青少年有害情報フイ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
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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とどめるものとなるように努めなけれ
ばならない。 

281 2  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。 

321 2  インターネット接続役務提供事業者（青少年インターネ
ット環境整備法第二条第六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。）は、インターネット接続役務（同
条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。）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。 

282 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。 

322 3  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二条第八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（同条第七項に規定する携
帯電話インターネット接続役務をいう。）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。 

283 4 第十六条第一項第四号に掲げ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正に利用で
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。 

323 4  第十六条第一項第四号に掲げ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。 

284 (平一七条例二五・追加、平一九条例九・一部改正) 324  

285  325 5  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。 

286 (インターネット利用に係る保護者等の責務) 326  

287 第十八条の八 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。 

327 （携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置） 

288 2 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。 

328 第十八条の七の二 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十七条第一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二条第三項
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。 

289 (平一七条例二五・追加) 329 2  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、青少年有害情報フイ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。 

290  330 3  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一
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。 

291 (インターネット利用に係る都の責務) 331 4 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
二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
帯電語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。 

292 第十八条の九 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。 

332 5 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。 

293 (平一七条例二五・追加) 333 6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四
項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業
者に対し、意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければ
ならない。 

  334 7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項まで
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。 

  335  

  336 （インターネット利用に係る保護者等の責務） 
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  337 第十八条の八 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。 

  338 2  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。 

  339 3 行政機関は、その業務を通じて、青少年がインターネツト
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。 

  340 4  知事は、青少年がインターネツトを利用して自已若しく
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。 

  341 5 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。 

294  342  

295 第四章 東京都青少年健全育成審議会 343 第四章 東京都青少年健全育成審議会 

296  344  

297 (設置) 345 (設置) 

298 第十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に
応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会
(以下「審議会」という。)を置く。 

346 第十九条 第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問に
応じ、調査し、審議するため、東京都青少年健全育成審議会
(以下「審議会」という。)を置く。 

299 (平一六条例四三・一部改正) 347 (平一六条例四三・一部改正) 

300  348  

301 (組織) 349 (組織) 

302 第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任
命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。 

350 第二十条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任
命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。 

303 一 業界に関係を有する者 三人以内 351 一 業界に関係を有する者 三人以内 

304 二 青少年の保護者 三人以内 352 二 青少年の保護者 三人以内 

305 三 学識経験を有する者 八人以内 353 三 学識経験を有する者 八人以内 

306 四 関係行政機関の職員 三人以内 354 四 関係行政機関の職員 三人以内 

307 五 東京都の職員 三人以内 355 五 東京都の職員 三人以内 

308 2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専
門委員を置くことができる。 

356 2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専
門委員を置くことができる。 

309 (平一三条例三〇・一部改正) 357 (平一三条例三〇・一部改正) 

310  358  

311 (委員及び専門委員の任期) 359 (委員及び専門委員の任期) 

312 第二十一条 前条第一項第一号から第三号までの委員の任期
は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 

360 第二十一条 前条第一項第一号から第三号までの委員の任期
は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 

313 2 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了す
るまでとする。 

361 2 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了す
るまでとする。 

314 (平一三条例三〇・一部改正) 362 (平一三条例三〇・一部改正) 

315  363  

316 (会長) 364 (会長) 

317 第二十二条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれ
を定める。 

365 第二十二条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれ
を定める。 

318 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 366 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

319 3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委
員がその職務を代理する。 

367 3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委
員がその職務を代理する。 

320  368  

321 (招集) 369 (招集) 

322 第二十三条 審議会は、知事が招集する。 370 第二十三条 審議会は、知事が招集する。 

323  371  

324 (定足数及び表決数) 372 (定足数及び表決数) 

325 第二十四条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、
会議を開くことができない。 

373 第二十四条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、
会議を開くことができない。 

326 2 審議会の議事は、出席した委員(会長である委員(第二十二
条第三項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。)を
除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると
ころによる。 

374 2 審議会の議事は、出席した委員(会長である委員(第二十二
条第三項の規定により会長の職務を代理する委員を含む。)を
除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると
ころによる。 

327 (平四条例一九・一部改正) 375 (平四条例一九・一部改正) 

328  376  

329 (小委員会) 377 (小委員会) 
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リビジョン 126 リビジョン 128 
330 第二十四条の二 会長は、審議会の定めるところにより、第

八条の規定による指定に関する事項について必要があると認
めるときは、第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問
に応じて当該事項を調査し、審議するための小委員会を審議
会に置くものとする。 

378 第二十四条の二 会長は、審議会の定めるところにより、第
八条の規定による指定に関する事項について必要があると認
めるときは、第十八条の二第一項の規定に基づく知事の諮問
に応じて当該事項を調査し、審議するための小委員会を審議
会に置くものとする。 

331 2 小委員会は、会長(第二十二条第三項の規定により会長の
職務を代理する委員を含む。以下この条において同じ。)及び
会長が審議会の委員のうちから第二十条第一項各号に掲げる
区分ごとに指名する委員五人をもつて組織する。 

379 2 小委員会は、会長(第二十二条第三項の規定により会長の
職務を代理する委員を含む。以下この条において同じ。)及び
会長が審議会の委員のうちから第二十条第一項各号に掲げる
区分ごとに指名する委員五人をもつて組織する。 

332 3 小委員会に委員長を置き、会長をもつて充てる。 380 3 小委員会に委員長を置き、会長をもつて充てる。 

333 4 小委員会は、委員長が招集する。 381 4 小委員会は、委員長が招集する。 

334 5 委員長は、小委員会を代表し、会務を掌理する。 382 5 委員長は、小委員会を代表し、会務を掌理する。 

335 6 審議会は、その定めるところにより、小委員会の議決をも
つて審議会の議決とすることができる。 

383 6 審議会は、その定めるところにより、小委員会の議決をも
つて審議会の議決とすることができる。 

336 7 第二十四条の規定は、小委員会の定足数及び表決数につい
て準用する。 

384 7 前条の規定は、小委員会の定足数及び表決数について準用
する。 

337 (平四条例一九・追加、平一三条例三〇・平一六条例四三・一
部改正) 

385 (平四条例一九・追加、平一三条例三〇・平一六条例四三・一
部改正) 

338  386  

339 第五章 罰則 387 第五章 罰則 

340  388  

341 (罰則) 389 (罰則) 

342 第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年
以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

390 第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年
以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

343 (平九条例七五・追加、平一六条例四三・平一七条例二五・一
部改正) 

391 (平九条例七五・追加、平一六条例四三・平一七条例二五・一
部改正) 

344  392  

345 第二十四条の四 次の各号の一に該当する者は、五十万円以
下の罰金に処する。 

393 第二十四条の四 次の各号の一に該当する者は、五十万円以
下の罰金に処する。 

346 一 第十五条の二第一項の規定に違反する行為をすることを
業として行つた者 

394 一 第十五条の二第一項の規定に違反する行為をすることを
業として行つた者 

347 二 第十五条の二第二項の規定に違反した者 395 二 第十五条の二第二項の規定に違反した者 

348 (平一六条例四三・追加) 396 (平一六条例四三・追加) 

349  397  

350 第二十五条 第十八条第一項各号、同条第二項第一号から第
三号まで若しくは第五号から第九号まで又は同条第三項の規
定による警告(同条第二項第四号に係る場合を除く。)に従わ
ず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項、第十条第
一項、第十一条、第十三条第一項(特定がん具類に関して適用
される場合に限る。)、第十三条の四第一項若しくは第二項、
第十三条の五、第十五条第一項若しくは第二項又は第十五条
の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 

398 第二十五条 第十八条第一項各号、同条第二項第一号から第
三号まで若しくは第五号から第九号まで又は同条第三項の規
定による警告(同条第二項第四号に係る場合を除く。)に従わ
ず、なお、第九条第一項、第二項若しくは第三項、第十条第
一項、第十一条、第十三条第一項(特定がん具類に関して適用
される場合に限る。)、第十三条の四第一項若しくは第二項、
第十三条の五、第十五条第一項若しくは第二項又は第十五条
の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 

351 (平一六条例四三・全改) 399 (平一六条例四三・全改) 

352  400  

353 第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の
罰金に処する。 

401 第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の
罰金に処する。 

354 一 第十三条第一項の規定に違反して、青少年に指定がん具
類(特定がん具類を除く。)を販売し、又は頒布した者 

402 一 第十三条第一項の規定に違反して、青少年に指定がん具
類(特定がん具類を除く。)を販売し、又は頒布した者 

355 二 第十三条の二第一項の規定に違反した者 403 二 第十三条の二第一項の規定に違反した者 

356 三 第十四条の規定による知事の措置命令に従わなかつた者 404 三 第十四条の規定による知事の措置命令に従わなかつた者 

357 四 第十五条の二第一項の規定に違反した者(第二十四条の四
第一号に該当する場合を除く。) 

405 四 第十五条の二第一項の規定に違反した者(第二十四条の四
第一号に該当する場合を除く。) 

358 五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未
満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者 

406 五 第十五条の四第二項の規定に違反して、深夜に十六歳未
満の青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめた者 

359 六 第十六条第一項の規定に違反した者 407 六 第十六条第一項の規定に違反した者 

360 (平四条例一九・平一六条例四三・一部改正) 408 (平四条例一九・平一六条例四三・一部改正) 

361  409  

362 第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、二十万円以
下の罰金に処する。 

410 第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、二十万円以
下の罰金に処する。 

363 一 第十三条の三第三項若しくは第四項の規定に違反して、
届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

411 一 第十三条の三第三項若しくは第四項の規定に違反して、
届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

364 二 第十七条第一項の規定による知事が指定した知事部局の
職員の立入調査又は同条第二項の規定による知事が指定した
知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官の立入調
査を拒み、妨げ、又は忌避した者及びこれらの項の規定によ
る質問に対して虚偽の陳述をし、又は資料の提出の要求に応
ぜず、若しくは虚偽の資料を提出した者 

412 二 第十七条第一項の規定による知事が指定した知事部局の
職員の立入調査又は同条第二項の規定による知事が指定した
知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官の立入調
査を拒み、妨げ、又は忌避した者及びこれらの項の規定によ
る質問に対して虚偽の陳述をし、又は資料の提出の要求に応
ぜず、若しくは虚偽の資料を提出した者 

365 (平一六条例四三・全改) 413 (平一六条例四三・全改) 

366  414  

367 第二十七条 第十八条第二項第四号又は同条第三項の規定に
よる警告(同号に係る場合に限る。)に従わず、なお、第十三
条の三第五項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処
する。 

415 第二十七条 第十八条第二項第四号又は同条第三項の規定に
よる警告(同号に係る場合に限る。)に従わず、なお、第十三
条の三第五項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処
する。 

368 (平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第二十六条の三
繰下・一部改正) 

416 (平一三条例三〇・追加、平一六条例四三・旧第二十六条の三
繰下・一部改正) 

369  417  

370 第二十八条 第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十
三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは

418 第二十八条 第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十
三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは
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リビジョン 126 リビジョン 128 
第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の
三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反し
た者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第
二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若
しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れること
ができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 

第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の
三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反し
た者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第
二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若
しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れること
ができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 

371 (平一六条例四三・一部改正) 419 (平一六条例四三・一部改正) 

372  420  

373 (両罰規定) 421 (両罰規定) 

374 第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第
二十四条の四から第二十七条までの違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
刑を科する。 

422 第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第
二十四条の四から第二十七条までの違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
刑を科する。 

375 (平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正) 423 (平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正) 

376  424  

377 (青少年についての免責) 425 (青少年についての免責) 

378 第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、こ
の条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを
適用しない。 

426 第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、こ
の条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを
適用しない。 

379  427  

380 第六章 雑則 428 第六章 雑則 

381  429  

382 (委任) 430 (委任) 

383 第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例につい
て必要な事項は、東京都規則で定める。 

431 第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例につい
て必要な事項は、東京都規則で定める。 

384 (平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正) 432 (平一三条例三〇・平一六条例四三・一部改正) 

385  433  

386 付 則 434 付 則 

387  435  

388 この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施
行する。 

436 この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施
行する。 

389 附 則(平成四年条例第一九号) 437 附 則(平成四年条例第一九号) 

390  438  

391 1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第
二十五条から第二十七条までの改正規定は同年五月一日か
ら、第二条、第七条及び第九条第二項の改正規定は同年六月
一日から施行する。 

439 1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第
二十五条から第二十七条までの改正規定は同年五月一日か
ら、第二条、第七条及び第九条第二項の改正規定は同年六月
一日から施行する。 

392 2 第二十五条から第二十七条までの改正規定の施行前にした
行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

440 2 第二十五条から第二十七条までの改正規定の施行前にした
行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

393 附 則(平成九年条例第七五号) 441 附 則(平成九年条例第七五号) 

394  442  

395 この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施
行する。 

443 この条例は、公布の日から起算して二月を経過した日から施
行する。 

396 附 則(平成一三年条例第三〇号) 444 附 則(平成一三年条例第三〇号) 

397  445  

398 (施行期日) 446 (施行期日) 

399 1 この条例は、平成十三年七月一日(以下「施行日」とい
う。)から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に
一条を加える改正規定及び第十八条第一項の改正規定(同項第
一号の次に一号を加える部分に限る。)は、同年十月一日から
施行する。 

447 1 この条例は、平成十三年七月一日(以下「施行日」とい
う。)から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に
一条を加える改正規定及び第十八条第一項の改正規定(同項第
一号の次に一号を加える部分に限る。)は、同年十月一日から
施行する。 

400  448  

401 (経過措置) 449 (経過措置) 

402 2 施行日から平成十三年九月三十日までの間、この条例によ
る改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下「改
正後の条例」という。)第二十五条中「第九条第一項若しくは
第二項」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えて適用す
るものとする。 

450 2 施行日から平成十三年九月三十日までの間、この条例によ
る改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下「改
正後の条例」という。)第二十五条中「第九条第一項若しくは
第二項」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えて適用す
るものとする。 

403 3  この条例の施行の際、現に自動販売機等による図書類又
は特定がん具類の販売又は貸付けを業としている者は、改正
後の条例第十三条の二第三項に規定する者とみなして、同項
の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は貸
付けを開始する日の十五日前」とあるのは、「平成十三年七
月三十一日」とする。 

451 3  この条例の施行の際、現に自動販売機等による図書類又
は特定がん具類の販売又は貸付けを業としている者は、改正
後の条例第十三条の二第三項に規定する者とみなして、同項
の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は貸
付けを開始する日の十五日前」とあるのは、「平成十三年七
月三十一日」とする。 

404  452  

405 附 則(平成一六年条例第四三号) 453 附 則(平成一六年条例第四三号) 

406 1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。 

454 1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。 

407 一 目次の改正規定(「第十八条」を「第十八条の二」に改め
る部分に限る。)、第八条第一項に一号を加える改正規定、第
十三条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、
同条の次に三条を加える改正規定、第十七条第一項第三号及
び第四号の改正規定、同項に二号を加える改正規定、第十八
条第一項第四号の改正規定(「指定がん具類」の下に「(特定
がん具類であるものに限る。)」を加える部分に限る。)、同
項第七号の改正規定、同項に三号を加える改正規定、第十八

455 一 目次の改正規定(「第十八条」を「第十八条の二」に改め
る部分に限る。)、第八条第一項に一号を加える改正規定、第
十三条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、
同条の次に三条を加える改正規定、第十七条第一項第三号及
び第四号の改正規定、同項に二号を加える改正規定、第十八
条第一項第四号の改正規定(「指定がん具類」の下に「(特定
がん具類であるものに限る。)」を加える部分に限る。)、同
項第七号の改正規定、同項に三号を加える改正規定、第十八
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条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定、第二
十四条の二第一項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十八
条の二第一項」に改める部分に限る。)、第二十四条の三の改
正規定(「一年」を「二年」に、「五十万円」を「百万円」に
改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第
二十五条の改正規定(第十八条第二項第七号から第九号まで又
は同条第三項の規定による警告(同条第二項第七号から第九号
までに係る場合に限る。)に従わず、なお、第十五条第一項若
しくは第二項又は第十五条の三の規定に違反した者に係る部
分に限る。)、第二十六条の改正規定、第二十六条の二の改正
規定、第二十六条の三の改正規定、第二十七条を削る改正規
定、第二十八条の改正規定並びに第二十九条の改正規定 平
成十六年六月一日 

条の次に一条を加える改正規定、第十九条の改正規定、第二
十四条の二第一項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十八
条の二第一項」に改める部分に限る。)、第二十四条の三の改
正規定(「一年」を「二年」に、「五十万円」を「百万円」に
改める部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、第
二十五条の改正規定(第十八条第二項第七号から第九号まで又
は同条第三項の規定による警告(同条第二項第七号から第九号
までに係る場合に限る。)に従わず、なお、第十五条第一項若
しくは第二項又は第十五条の三の規定に違反した者に係る部
分に限る。)、第二十六条の改正規定、第二十六条の二の改正
規定、第二十六条の三の改正規定、第二十七条を削る改正規
定、第二十八条の改正規定並びに第二十九条の改正規定 平
成十六年六月一日 

408 二 第二条の改正規定、第九条第一項の次に一項を加える改
正規定、同条第二項の改正規定(「(自動販売機又は自動貸出
機(以下「自動販売機等」という。)により図書類を販売し、
又は貸し付ける場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第九
条の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第九条
の三に係る部分に限る。)、第十六条の改正規定、第十八条に
第一項として一項を加える改正規定(同項第二号に係る部分に
限る。)及び第二十五条の改正規定(第十八条第一項第二号又
は同条第三項の規定による警告(同条第一項第二号に係る場合
に限る。)に従わず、なお、第九条第二項の規定に違反した者
に係る部分に限る。)  平成十六年七月一日 

456 二 第二条の改正規定、第九条第一項の次に一項を加える改
正規定、同条第二項の改正規定(「(自動販売機又は自動貸出
機(以下「自動販売機等」という。)により図書類を販売し、
又は貸し付ける場合を除く。)」を削る部分に限る。)、第九
条の二の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定(第九条
の三に係る部分に限る。)、第十六条の改正規定、第十八条に
第一項として一項を加える改正規定(同項第二号に係る部分に
限る。)及び第二十五条の改正規定(第十八条第一項第二号又
は同条第三項の規定による警告(同条第一項第二号に係る場合
に限る。)に従わず、なお、第九条第二項の規定に違反した者
に係る部分に限る。)  平成十六年七月一日 

409 三 第十三条の三の改正規定(同条第三項を削る部分に限
る。)、第十三条の四の次に二条を加える改正規定(第十三条
の五に係る部分に限る。)、第十七条第一項第二号の次に一号
を加える改正規定、第十八条第一項第五号の次に一号を加え
る改正規定及び第二十五条の改正規定(第十八条第二項第六号
又は同条第三項の規定による警告(同条第二項第六号に係る場
合に限る。)に従わず、なお、第十三条の五の規定に違反した
者に係る部分に限る。) 東京都規則で定める日 

457 三 第十三条の三の改正規定(同条第三項を削る部分に限
る。)、第十三条の四の次に二条を加える改正規定(第十三条
の五に係る部分に限る。)、第十七条第一項第二号の次に一号
を加える改正規定、第十八条第一項第五号の次に一号を加え
る改正規定及び第二十五条の改正規定(第十八条第二項第六号
又は同条第三項の規定による警告(同条第二項第六号に係る場
合に限る。)に従わず、なお、第十三条の五の規定に違反した
者に係る部分に限る。) 東京都規則で定める日 

410 (平成一六年規則第二九三号で平成一七年一月一日から施行) 458 (平成一六年規則第二九三号で平成一七年一月一日から施行) 

411 2  この条例の施行の日から平成十六年五月三十一日までの
間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関
する条例第十五条第二項中「第七条」とあるのは「第七条か
ら第七条の三まで」と、第十七条第二項中「第六号」とある
のは「第四号」と、第十八条第三項及び第四項中「第九号」
とあるのは「第五号」と、第二十五条中「第十三条第一項(特
定がん具類に関して適用される場合に限る。)」とあるのは
「第十三条第一項」と、第二十六条の二中「第十三条の二第
三項」とあるのは「第十三条の三第三項」と、第二十六条の
三中「第十八条第一項第五号又は同条第二項」とあるのは
「第十八条第二項第四号又は同条第三項」と、「第十三条の
二第五項」とあるのは「第十三条の三第五項」と、第二十七
条中「関係公務員」とあるのは「知事が指定した知事部局の
職員の立入調査又は同条第二項の規定による知事が指定した
知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官」と、
「同項」とあるのは「これらの項」とする。 

459 2  この条例の施行の日から平成十六年五月三十一日までの
間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関
する条例第十五条第二項中「第七条」とあるのは「第七条か
ら第七条の三まで」と、第十七条第二項中「第六号」とある
のは「第四号」と、第十八条第三項及び第四項中「第九号」
とあるのは「第五号」と、第二十五条中「第十三条第一項(特
定がん具類に関して適用される場合に限る。)」とあるのは
「第十三条第一項」と、第二十六条の二中「第十三条の二第
三項」とあるのは「第十三条の三第三項」と、第二十六条の
三中「第十八条第一項第五号又は同条第二項」とあるのは
「第十八条第二項第四号又は同条第三項」と、「第十三条の
二第五項」とあるのは「第十三条の三第五項」と、第二十七
条中「関係公務員」とあるのは「知事が指定した知事部局の
職員の立入調査又は同条第二項の規定による知事が指定した
知事部局の職員若しくは警視総監が指定した警察官」と、
「同項」とあるのは「これらの項」とする。 

412 3  この条例の施行の日から附則第一項第三号に規定する日
の前日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健
全な育成に関する条例第十三条の六中「前条に規定する自動
販売機等」とあるのは「表示図書類若しくは青少年に対し性
的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯
罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、
第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に準ずる内容
の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具
類を除く。)を収納している自動販売機等」と、第十三条の七
中「前四条」とあるのは「第十三条の三、第十三条の四及び
前条」と、第二十五条中「同条第三項」とあるのは「東京都
青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成
十六年東京都条例第四十三号)附則第二項及び第五項において
それぞれ読み替えて適用される第十八条第三項」とする。 

460 3  この条例の施行の日から附則第一項第三号に規定する日
の前日までの間、この条例による改正後の東京都青少年の健
全な育成に関する条例第十三条の六中「前条に規定する自動
販売機等」とあるのは「表示図書類若しくは青少年に対し性
的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯
罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあり、
第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に準ずる内容
の図書類(指定図書類を除く。)又は特定がん具類(指定がん具
類を除く。)を収納している自動販売機等」と、第十三条の七
中「前四条」とあるのは「第十三条の三、第十三条の四及び
前条」と、第二十五条中「同条第三項」とあるのは「東京都
青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(平成
十六年東京都条例第四十三号)附則第二項及び第五項において
それぞれ読み替えて適用される第十八条第三項」とする。 

413 4  平成十六年六月一日から同月三十日までの間、附則第一
項第一号の規定の施行による改正後の東京都青少年の健全な
育成に関する条例第十六条第一項中「深夜 (午後十一時から
翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)」とあるのは
「深夜」と、第十七条第二項第六号中「前条第一項第二号か
ら第四号までに掲げる施設を経営する者」とあるのは「ボー
リング場等経営者」とする。 

461 4  平成十六年六月一日から同月三十日までの間、附則第一
項第一号の規定の施行による改正後の東京都青少年の健全な
育成に関する条例第十六条第一項中「深夜 (午後十一時から
翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)」とあるのは
「深夜」と、第十七条第二項第六号中「前条第一項第二号か
ら第四号までに掲げる施設を経営する者」とあるのは「ボー
リング場等経営者」とする。 

414 5  平成十六年六月一日から附則第一項第三号に規定する日
の前日までの間、同項第一号の規定による改正後の東京都青
少年の健全な育成に関する条例第十八条第三項中「及び前項
第一号から第九号まで」とあるのは「並びに前項第一号から
第五号まで及び第七号から第九号まで」と、同条第四項中
「及び第二項第一号から第九号まで」とあるのは「並びに第
二項第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで」とす
る。 

462 5  平成十六年六月一日から附則第一項第三号に規定する日
の前日までの間、同項第一号の規定による改正後の東京都青
少年の健全な育成に関する条例第十八条第三項中「及び前項
第一号から第九号まで」とあるのは「並びに前項第一号から
第五号まで及び第七号から第九号まで」と、同条第四項中
「及び第二項第一号から第九号まで」とあるのは「並びに第
二項第一号から第五号まで及び第七号から第九号まで」とす
る。 

415 6 この条例(第一項ただし書の規定については、当該規定)の
施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。 

463 6 この条例(第一項ただし書の規定については、当該規定)の
施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前
の例による。 

416 附 則(平成一七年条例第二五号) 464 附 則(平成一七年条例第二五号) 
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417 1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。 

465 1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す
る。 

418 一 目次の改正規定(「第四条の二」を「第四条の三」に改め
る部分に限る。)、第四条の二の改正規定、第四条の次に一条
を加える改正規定、第十五条の改正規定、第十八条の三の改
正規定、第十八条の四の次に二条及び一章を加える改正規定
(第十八条の五及び第十八条の六に係る部分に限る。)並びに
第二十四条の三の改正規定 平成十七年六月一日 

466 一 目次の改正規定(「第四条の二」を「第四条の三」に改め
る部分に限る。)、第四条の二の改正規定、第四条の次に一条
を加える改正規定、第十五条の改正規定、第十八条の三の改
正規定、第十八条の四の次に二条及び一章を加える改正規定
(第十八条の五及び第十八条の六に係る部分に限る。)並びに
第二十四条の三の改正規定 平成十七年六月一日 

419 二 第十八条の四の次に二条及び一章を加える改正規定(第十
八条の七及び第十八条の八に係る部分に限る。) 平成十七年
十月一日 

467 二 第十八条の四の次に二条及び一章を加える改正規定(第十
八条の七及び第十八条の八に係る部分に限る。) 平成十七年
十月一日 

420 2 この条例の施行の日から平成十七年五月三十一日までの
間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関
する条例目次中「第十八条の三―第十八条の六」とあるのは
「第十八条の三・第十八条の四」とする。 

468 2 この条例の施行の日から平成十七年五月三十一日までの
間、この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関
する条例目次中「第十八条の三―第十八条の六」とあるのは
「第十八条の三・第十八条の四」とする。 

421 3 この条例の施行の日から平成十七年九月三十日までの間、
この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する
条例目次中「第十八条の七―第十八条の九」とあるのは「第十
八条の九」とする。 

469 3 この条例の施行の日から平成十七年九月三十日までの間、
この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する
条例目次中「第十八条の七―第十八条の九」とあるのは「第十
八条の九」とする。 

422 4 第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。 

470 4 第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。 

423 附 則(平成一九年条例第九号) 471 附 則(平成一九年条例第九号) 

424 この条例は、平成十九年七月一日から施行する。 472 この条例は、平成十九年七月一日から施行する。 

425  473  

  474 １ この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただ
し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行
する。 

  475 一 第一条の規定平成二十二年四月一日 

  476 二 第二条の規定中目次の改正規定（「児童ポルノの根絶に
向けた気運の醸成及び環境の整備（第十八条の六の二）」を
「児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止
に向欠た気運の醸成及び環境の整備（第十八条の六の二―第十
八条の六の五）」に、「（第十八条の七―第十八条の九）」を
「（第十八条の六め六―第十八条の八）」に改める部分に限
る。）、第七条、第九条の三及び第十八条の六の二の改正規
定、第三章の三中第十八条の六の二の次に三条を加える改正
規定、第三章の四中第十八条の七の前に一条を加える改正規
定、第十八条の七の改正規定（同条に一項を加える部分を除
く。）、第十八条の八の改正規定並びに第十八条の九を削る
改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十二年七
月一日 

  477 ２ 平成二十二年七月一日から同年九月三十日までの間、第
二条の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関す
る条例（以下「新条例」という。）第九条の三第二項中「第
八条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第八条第一項第
一号」とする。 

  478 ３ 新条例第九条の三第二項に規定する指定の回数の算定に
当たっては、平成二十二年七月一日以後に新条例第八条第一
項第一号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年
十月一日以後に新条例第八条第一項第二号の規定に該当する
ものとしてなされた指定を対象とする。 

  479  

  480 （提案理由） 

  481  青少年の健全な育成を図るため、児童ポルノの根絶等への
気運の醸成等に関する規定を設けるとともに、インターネッ
ト利用環境の整備等に関する規定を改めるほか、規定を整備
する必要がある。 

  482  
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