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１

東京都青少年健全育成条例改正の軌跡

18歳未満の少年少女のこと。

昭和39年8月 東京都青少年健全育成条例制定
平成 4年3月 改正

※青少年･･･

平成 4年3月 、、 改正

平成13年3月 、、 改正

平成16年3月 、、 改正

平成17年3月 、、 改正

平成19年3月 、、 改正

平成22年6月 、、 改正案否決

２

東京都青少年健全育成条例とは①

＜条例の目的＞

青少年(18歳未満の者）の環境整備を
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するこ害するおそれのある行為を防止するこ
とにより、青少年の健全な育成を図る
こと。
(「東京都少年の健全な育成に関する条例のあらまし」より）

３

東京都青少年健全育成条例とは②

＜条例の概要＞

①性的感情を刺激

②残虐性を助長

③自殺もしくは犯罪を誘発③自殺もしくは犯罪を誘発

などに該当し、青少年の健全な成長を
阻害するおそれがある図書・玩具・刃
物の販売の制限、及びインターネット
を利用して得られる情報の制限の勧奨。

４

22年6月改正案の概要①

＜インターネット・携帯電話のトラブルから
青少年を守る＞

・子どもの学齢に応じ、機能を限定した携帯電話の推
奨制度の創設奨制度の創設

・フィルタリングの解除に際し、「正当な理由」を記
載した書面を保護者が提出

・事業者は「青少年が被害等に遭う機会を最小限に留
める」よう、フィルタリングの実効性を確保

５

22年6月改正案の概要②

＜子どもを性の対象とするメディアの氾濫から
青少年を守る＞

・子どもの性交等を描き、これをことさら賛美・誇張
する漫画等を販売者等の自主的努力により、青少年
に見せない・売らないようにするに見せない・売らないようにする

・自主的努力から漏れた子どもを強姦するなど「著し
く悪質な漫画等」を現行条例の「不健全図書」指定
対象とし、販売者等に成人コーナーに区分陳列する
ことを義務づける

・「児童ポルノを所持しない」都民の責務を規定(罰則
はなし）

・悪質なジュニアアイドル誌の作成に関与した保護
者・事業者に対し、都が指導 ６
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東京都庁への取材について

8月20日の東京都庁青少年・治安対
策本部への取材について

７

「有害」の範囲はどこからどこまで、というライン
はあるのでしょうか。

著しく性的感情を刺激

甚だしく残虐性を助長し、

し、

または著しく自殺若しくは犯罪を誘発する図書類

８

「有害」の範囲はどこからどこまで、というライン
はあるのでしょうか。

著しく性的感情を刺激

全裸や半裸等を描写することによって

• 卑猥な感じを与える

• 人格を否定する性的行為
９

「有害」の範囲はどこからどこまで、というライン
はあるのでしょうか。

甚だしく残虐性を助長

• 暴力を不当に賛美する

• 肉体的・精神的苦痛を描写する

１０

「有害」の範囲はどこからどこまで、というライン
はあるのでしょうか。

著しく自殺若しくは犯罪を誘発する

• 自殺や刑罰法規に触れる行為などを賛美する

• 自殺・犯罪の手段を簡単にまねできるように詳

細を書き、やってみようかという気にさせるもの
１１

正当な理由があれば所持してもよいのですか。
恣意的運用の恐れはないのでしょうか。

裁判員裁判で
状況説明のためのイラスト

医者が
医学上の理由で持っている

１２
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“性交類似行為”と何回か出てきていますが、

“性交類似行為”とは具体的にどこまでが入る
のでしょうか。

性交類似行為性交類似行為

⇒性交に極めて近い性的行為を指す法令用語

１３

反対意見を述べている方たちへは、どのようにお考
えですか。
また、表現の自由は侵されていないのでしょうか。

インターネット上などにある

多くの反対意見

削除命令などは出さない

１４

今回の批判、反対意見についてどのようにお考えで
すか。

また、それに対してどのような政策を行っているので
しょうか。

漫画界の大御所が反対!!

6月の第2回定例会では
否決、廃案

１５

今回の批判、反対意見についてどのようにお考えで
すか。

また、それに対してどのような政策を行っているので
しょうか。

・出版業界の方

・インターネット関係の方

漫 家 方・漫画家の方

意見交換を実施

１６

雑誌協会への質問

8月25日の社団法人日本雑誌協会
への取材について

１７

条例についてどのようにお考えですか。

現在の条例で十分事足りている

１８
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東京都

漫画も規制しようとしている

この条例が改正されそうとお聞きになったとき
最初の感想はどのようなものでしたか。
または、どう思われましたか。

国の法令も変えようとしているのではないか

１９

コミックは18歳未満と判断するのが難しい

改正案によって、受けるデメリットはなんだと思い
ますか。
また、反対の立場として、今後どのような対策を
とっていくお考えですか。

• 行政によって恣意的に規制されるのでは？

• 漫画家たちの意識降下
２０

緊急反対声明

改正案によって、受けるデメリットはなんだと思い
ますか。
また、反対の立場として、今後どのような対策を
とっていくお考えですか。

200誌くらいに一面広告を掲載

２１

条例に賛成できる点があったらお聞かせください。

賛成するのは難しい

２２

• 自分たちで対策している

表現の自由が規制されるのはおかしいとおっ
しゃいますが、公共の福祉というものも考慮して
いるのですか。

• 何でも好き放題ではない

• 公共の福祉の点からも自主規制をしている

２３

• 各会員社の誌上を使って反対声明を出した

• 各議員の方と問題点を話し合った

改正案が出されると、反対運動(活動)を行って
きたと思いますが、反対活動はどのようなことを
しているのでしょうか。

• 各議員の方と問題点を話し合った

• 議員の方に書店を見学してもらった など

２４
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• 東京都としては国の児童ポルノ法の改正にも
つなげていきたいのではと思っている

反対運動の意見を都が受け入れなかったのは
なぜだと思いますか。

• だからコミックを盛り込んだり、単純所持を禁
止したいのでは

２５

古書店への質問

10月1日に行った大手古書店への
取材について

２６

成人誌との区別に対して、具体的にどのような
工夫を行っていますか。

• 中身が見えないための袋詰め、帯巻き

• 他の図書との仕切り版

２７

18歳未満禁止のコーナーがある場合、18歳未
満が入らないように何か工夫をされていますか。

• 購入・閲覧を禁止するPOP

• 18歳未満の方がいる場合は声をかける

２８

青少年健全育成条例改正案が出た時、どのよ
うに感じましたか。

より健全な育成がなされるなら意義があると思う

２９

青少年健全育成条例改正案が出た前後で、区
分陳列などの対策の方法に何か変化はありま
したか。

特に変更していることはありません

３０
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都知事の発言

・全体的にアバウトすぎる。

• 本屋への負担を考えていない。

・条例改正後の対応(お金の問題など）を考え
ていない。

• 無計画すぎる。

３１

取材での意見

・双方の主張したい意見にぶれがなく、真っ二
つに意見が割れていた。

・どちらももう少しお互いに納得のいく条件に
してほしかった。

・反対派があれだけいるのに無視してるのはど
うなのか？

・興味深い内容、タイムリーな条例なので、取
材できてうれしく思う。

・全部のワークショップに参加したが毎回条例
への自分の見解が変わり、充実した時間が過
ごせた ３２

現状報告①

・前回は18歳未満の登場人物の性行為を性的対
象として肯定的に書いたものであったが、今
回は年齢要件をはずし、規制対象を強姦など
の違法な性行為や近親相姦を「不当に賛美・
誇張」して書いた漫画などと定めた (2010誇張」して書いた漫画などと定めた。(2010
年12月10日朝日新聞朝刊）

３３

現状報告②

・講談社、集英社など漫画を出版する主要な10
社の任意団体「コミック10社会」は10日、
来年3月開催予定の「東京国際アニメフェ
ア」への協力と参加を断固拒否する」とする
声明を発表した (2010年12月11日朝日新声明を発表した。 (2010年12月11日朝日新
聞朝刊）

３４

現状報告③

・付帯決議の内容

①漫画などの作者が表現した表現性、社会性、
学術性などの趣旨を汲みとり、慎重に運用

②不健全図書を選ぶ際、都が諮問する青少年
健全育成審議会の検討時間の確保など適正な
運用に努める。 (2010年12月14日朝日新聞
朝刊）

３５

問題提起①

＜反対派と東京都＞
・お互いよく話した方がいいのではないか

・提案前にいろんな人と相談しておくべきでは

＜子どもと東京都＞
・子どもが都庁に対して意見を言う場がない

・子どもに対する説明がない

３６
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問題提起②
＜「健全育成」とは？＞

・（子どもに伝えないで）健全に育成する気があるのか

・健全に育成するとはどういうことか

皆さんは、この条例についてどう思いますか？

＜規制について＞
・インターネットを規制するのは限界があるのでは

・規制する側の負担を考えているのか

・東京都で改正されると影響が大きいのではないか

３７


