
（有害興行等の指定の取消し）

第16条知事は、第７条第１項、第８条第１項又は第10条第１項の規定による指定をした場合において、当該

指定をした理由がなくなつたと認めるときは、これを取り消すものとする。

（有害興行の指定等の告示）

第17条知事は、第７条第１項、第８条第１項若しくは第10条第１項の規定による指定又は前条の規定による

指定の取消しをするときは、その旨を告示するものとする。

（無店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等）

第17条の２無店舗型電話異性紹介営業は、学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定するも

の（大学を除く。）をいう。）、専修学校（同法第124条に規定するもの（同法第125条第１項の高等課程を置

くものに限る。）をいう。）、図書館（図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定するものをいう。）、

児童福祉施設、都市公園（都市公園法施行令（昭和31年政令第290号）第２条第１項各号に規定するもの

をいう。）、公民館（社会教育法（昭和24年法律第207号）第20条に規定するものをいう。）若しくは博物館

（博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定するものをいう。）又はその他の施設で多数の青

少年が利用するものとして規則で定めるものの敷地の周囲200メートルの区域内においては、これを営んで

はならない。

２前項の規定は、同項の規定の適用の際現に無店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者の当該営業に

ついては、当該適用の日から２年間は、適用しない。

（青少年に対する電話異性紹介営業利用カードの販売等の禁止）

第17条の３何人も、青少年に電話異性紹介営業利用カードを販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

（電話異性紹介営業利用カードの販売等の届出）

第17条の４電話異性紹介営業利用カードを販売しようとする者は、電話異性紹介営業利用カードの販売所

（自動販売機による電話異性紹介営業利用カードの販売にあつては、当該自動販売機）ごとに、販売を開

始しようとする日の10日前までに、公安委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した届出書を公

安委員会に提出しなければならない。

(１)氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(２)電話異性紹介営業利用カードの販売所の名称及び所在地（自動販売機による電話異性紹介営業利

用カードの販売にあつては、当該自動販売機の設置場所）

(３)電話異性紹介営業利用カードの販売に自動販売機を使用するときは、その旨並びに自動販売機の

名称、型式及び製造番号

(４)電話異性紹介営業利用カードの販売を開始しようとする年月日

２前項の届出書を提出した者は、当該電話異性紹介営業利用カードの販売をやめたとき、又は同項各号に

掲げる事項（同項第２号に掲げる事項にあつては、電話異性紹介営業利用カードの販売所の名称に限

る。）に変更があつたときは、当該電話異性紹介営業利用カードの販売をやめた日又は当該変更があつた

日から10日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、販売の中止又は変更に係る事項を記載した届

出書を公安委員会に提出しなければならない。

（電話異性紹介営業利用カードの自動販売機への収納の制限）

第17条の５何人も、風俗営業適正化法第２条第１項に規定する風俗営業（同項第５号に規定する営業を除

く。）若しくは同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は電話異性紹介営業に係る営業所の屋内

（以下「青少年立入禁止場所」という。）以外の場所に設置されている自動販売機に電話異性紹介営業利

用カードを収納してはならない。

（電話異性紹介営業に係る広告物の表示の制限等）

第17条の６風俗営業適正化法に定める場合を除くほか、何人も、電話異性紹介営業につき広告物を表示

してはならない。
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２風俗営業適正化法に定める場合を除くほか、何人も、電話異性紹介営業の営業所の名称、所在地又は

電話番号を記載した文書、図画その他の物品で電話異性紹介営業の宣伝又は広告を目的とするもの（以

下「宣伝文書等」という。）を公衆に表示される方法で配置してはならない。

３風俗営業適正化法に定める場合を除くほか、何人も、青少年に宣伝文書等を配布してはならない。

４公安委員会は、前３項の規定のいずれかに違反した者に対して、宣伝文書等の配布の停止又は広告物

若しくは宣伝文書等の撤去その他必要な措置を命ずることができる。

（営業の停止）

第17条の７公安委員会は、電話異性紹介営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該

電話異性紹介営業に関し、第13条、第15条第１号若しくは第２号又は第17条の３から第17条の５までの規

定に違反する行為をしたときは、当該営業を営む者に対し、６月を超えない範囲内で期間を定めて当該電

話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

（聴聞の特例）

第17条の８知事は、第11条第４項の規定により自動販売機等取扱業者に対して、その営業の全部又は一

部の停止を命じようとするときは、山形県行政手続条例（平成８年３月県条例第９号。以下「手続条例」とい

う。）第13条第１項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならな

い。

２前項の規定により聴聞を行うに当たつては、その期日の１週間前までに、手続条例第15条第１項の規定に

よる通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

３前項の通知を手続条例第15条第３項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第１項の規定に

より聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、２週間を下回つてはならない。

４第１項の規定による聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

（諮問）

第18条知事は、次に掲げる場合は、あらかじめ、山形県青少年健全育成審議会の意見を聴かなければなら

ない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。

(１)第７条第１項、第８条第１項又は第10条第１項の規定による指定をしようとするとき。

(２)第８条第２項又は第10条第２項の規定により規則を定めようとするとき。

(２)の２第８条第２項第３号の規定による団体の指定又は当該団体の指定の取消しをしようとするとき。

(３)第８条の２第３項、第９条、第９条の２第３項、第10条の３第３項、第10条の４第４項又は第11条第３項

若しくは第４項の規定による命令をしようとするとき。

(４)第16条の規定による取消しをしようとするとき。

２知事は、前項ただし書の規定により山形県青少年健全育成審議会の意見を聴かないで指定、命令又は

取消しをしたときは、その旨を山形県青少年健全育成審議会に報告しなければならない。

第３章山形県青少年健全育成審議会

（設置）

第19条この条例の規定によりその権限に属させられた事項及び青少年の健全な育成に関する重要事項を

調査審議させるため、山形県青少年健全育成審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（組織）

第20条審議会は、委員20人以内で組織する。
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（委員）

第20条の２委員は、青少年の健全な育成に関し学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、

知事が任命する。

２委員の任期は、２年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の任期は、前任者又は現任者の

残任期間とする。

３委員は、再任されることを妨げない。

（専門委員）

第20条の３審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

２専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

３専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

（会長及び副会長）

第21条審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第22条審議会は、会長が招集する。

２会長は、会議の議長となる。

３審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

４審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（部会）

第22条の２審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

２部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

３部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

４部会長は、当該部会の事務を掌理する。

５部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじ

め指名する者がその職務を代理する。

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

７前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項及び第２項中「会長」とあるのは「部

会長」と、同条第３項及び第４項中「委員」とあるのは、「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする。

（庶務）

第23条審議会の庶務は、山形県部等設置条例第２条第１項に規定する知事直轄の組織において処理する。

（会長への委任）

第24条この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

第４章補則

（立入調査等）

第25条知事は、この条例の施行に必要な限度において、その指定した職員に、営業時間内において、次に

掲げる場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料を提出させることができる。

(１) 興行が行われている場所

(２) 図書類等の販売若しくは貸付けを業とする者の営業の場所

(３) 広告物の広告主又はその管理者の営業の場所
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(４)図書類等が収納されている自動販売機等の設置場所

(５) 遊技営業等の場所

２知事又は公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、その指定した職員又は警察職員に、

無店舗型電話異性紹介営業の営業所、電話異性紹介営業利用カードの販売所又は電話異性紹介営業

利用カードが収納されている自動販売機の設置場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若し

くは資料を提出させることができる。

３前２項の規定による権限の行使は、必要かつ小限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務

を妨げるようなことがあつてはならない。

４第１項又は第２項の規定による権限を行使する職員又は警察職員は、規則又は公安委員会規則で定め

るところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

５第１項又は第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

（委任）

第26条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第５章罰則

第27条第13条第１項又は第２項の規定に違反した者は、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

２次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(１)第11条第４項の規定による命令に違反した者

(２) 第13条の２の規定に違反した者

３第15条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

４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。

(１)第７条第２項、第８条第５項、第10条第４項、第11条第１項、第13条第３項、第14条の２第１項、第17条

の３又は第17条の５の規定に違反した者

(２)第９条、第９条の２第３項、第10条の３第３項、第10条の４第４項又は第11条第３項の規定による命令に

違反した者

(３)第17条の４第１項の規定に違反して届出書を提出せず、又は同項の届出書に虚偽の記載をして提出し

た者

５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。

(１)第７条第３項、第10条の３第４項、第12条第１項から第３項まで又は第14条第２項の規定に違反した者

(２)第８条の２第３項又は第17条の６第４項の規定による命令に違反した者

(３)第10条の３第１項若しくは第２項若しくは第17条の４第２項の規定に違反して届出書を提出せず、又は

第10条の３第１項若しくは第２項若しくは第17条の４第２項の届出書に虚偽の記載をして提出した者

(４)第25条第１項又は第２項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質

問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定により資料の提出を求められて、

これに従わず、若しくは虚偽の資料を提出した者

６第13条、第13条の２又は第15条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

１項から第４項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28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

関して前条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同条の罰金刑を科す

る。

第29条この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
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附則

この条例は、昭和54年10月１日から施行する。

附則（昭和58年12月27日条例第36号）

１この条例は、公布の日から施行する。

２貸金業の規制等に関する法律（昭和58年法律第32号）附則第３条第１項に規定する者が、同項の規定に

より引き続き同法第２条第１項に規定する貸金業を営むことができる場合においては、その者を改正後の第

12条第１項に規定する貸金業者とみなして、同項及び同条第４項の規定（同条第１項の規定に係る罰則を

含む。）を適用する。

附則（平成３年12月20日条例第67号）

この条例は、平成４年４月１日から施行する。

附則（平成７年12月19日条例第51号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成８年３月22日条例第６号抄）

（施行期日）

１この条例は、平成８年４月１日から施行する。

附則（平成８年10月15日条例第41号）

（施行期日）

１この条例は、平成９年２月１日から施行する。

（経過措置）

２この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業（改正後の第３条第７号に規定するものをいう。以下同

じ。）を営んでいる者については、平成９年２月１日（以下「施行日」という。）から同月28日（その日前に改正

後の第17条の２第１項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日）

までの間は、同項及び改正後の第17条の３第１項の規定は、適用しない。

３前項に規定する者が施行日から平成９年２月28日までの間に当該テレホンクラブ等営業について改正後

の第17条の２第１項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合における当該届出書に係るテレ

ホンクラブ等営業については、その提出した日の翌日から（当該営業が改正後の第17条の３第１項の規定

によりテレホンクラブ等営業を営んではならないこととされる区域（以下「営業禁止区域」という。）において営

まれるときは、その提出した日の翌日から平成11年１月31日までの間）、改正後の第17条の２第１項（当該

営業が営業禁止区域において営まれるときは、同項及び改正後の第17条の３第１項）の規定は、適用しな

い。

４附則第２項に規定する者が施行日から平成９年２月28日までの間に当該テレホンクラブ等営業について

改正後の第17条の２第１項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合における当該届出書に係

るテレホンクラブ等営業を営んでいる者は、同条第２項の規定の適用については、同条第１項の届出書を

提出した者とみなす。

５附則第２項に規定する者（営業禁止区域以外の区域においてテレホンクラブ等営業を営む者に限る。）が

施行日から平成９年２月28日までの間に当該テレホンクラブ等営業について改正後の第17条の２第１項各

号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合における当該届出書に係るテレホンクラブ等営業を営ん

でいる者は、改正後の第17条の３第２項の規定の適用については、改正後の第17条の２第１項の届出書を

提出してテレホンクラブ等営業を営んでいる者とみなす。
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６この条例の施行の際現に自動販売機によりテレホンクラブ等利用カード（改正後の第３条第８号に規定す

るものをいう。以下同じ。）を販売している者については、施行日から平成９年２月28日（その日前に改正後

の第17条の６第１項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日）まで

の間は、同項及び改正後の第17条の７の規定は、適用しない。

７前項に規定する者が施行日から平成９年２月28日までの間に当該自動販売機によるテレホンクラブ等利

用カードの販売について改正後の第17条の６第１項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合

における当該届出書に係る自動販売機へのテレホンクラブ等利用カードの収納については、その提出した

日の翌日から（当該自動販売機が改正後の第17条の７の規定により自動販売機へのテレホンクラブ等利用

カードの収納が禁止されている場所（以下「収納禁止場所」という。）に設置されている自動販売機であると

きは、その提出した日の翌日から平成９年４月30日までの間）、同項（収納禁止場所に設置されている自動

販売機にテレホンクラブ等利用カードを収納する場合にあっては、同項及び改正後の第17条の７）の規定

は、適用しない。

８附則第６項に規定する者が施行日から平成９年２月28日までの間に当該自動販売機によるテレホンクラブ

等利用カードの販売について改正後の第17条の６第１項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した

場合における当該届出書に係る自動販売機によるテレホンクラブ等利用カードの販売をしている者は、同

条第２項の規定の適用については、同条第１項の届出書を提出した者とみなす。

９この条例の施行の際現に表示されているテレホンクラブ等営業に係る広告物については、施行日から平

成９年４月30日までの間は、改正後の第17条の８第１項の規定は、適用しない。

附則（平成10年３月24日条例第13号）

１この条例は、平成10年７月１日から施行する。

２この条例の施行の際現に自動販売機又は自動貸出機により改正後の第９条の２第１項に規定する図書類

等を販売し、又は貸し付けている者についての改正後の第10条の３第１項の規定の適用については、同項

中「当該自動販売機等により販売又は貸付けを開始しようとする日の10日前までに」とあるのは「平成10年７

月31日までに」と、「開始しようとする年月日」とあるのは「開始した年月日」とする。

附則（平成10年10月16日条例第52号）

この条例中第１条の規定は平成10年11月１日から、第２条の規定は平成11年４月１日から施行する。

附則（平成12年３月21日条例第７号抄）

１この条例は、平成12年４月１日から施行する。

附則（平成12年７月18日条例第56号）

（施行期日）

１この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の８第１項の改正規定及び次項の規定は、平成12年

10月１日から施行する。

（経過措置）

２平成12年10月１日において山形県青少年保護条例第３条第７号に規定するテレホンクラブ等営業（以下

「テレホンクラブ等営業」という。）を営む者が現に掲出し又は表示している改正前の第17条の８第１項ただ

し書に規定する広告物で、ネオンサイン若しくは明滅する電光により表示されるもの又は改正後の第17条

の８第１項ただし書に規定する規則で定める広告物に該当するものについては、同年12月31日までの間は、

同項の規定は、適用しない。

３改正後の第17条の９第１項第６号の規定は、テレホンクラブ等営業を営む者又はその代理人、使用人その

他の従業者がこの条例の施行の日以後に当該テレホンクラブ等営業に関し児童買春、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11年法律第52号）に規定する罪に当たる違法な行

為をした場合について適用する。
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附則（平成12年12月22日条例第89号）

この条例は、平成13年４月１日から施行する。

附則（平成13年12月21日条例第60号）

（施行期日）

１この条例は、規則で定める日から施行する。

（平成14年規則第９号で、平成14年４月１日から施行）

（経過措置）

２第１条の規定による改正前の山形県青少年保護条例（以下「旧条例」という。）第17条の２第１項の届出書

を提出して旧条例第３条第７号に規定するテレホンクラブ等営業（以下「テレホンクラブ等営業」という。）を

営んでいた者で、この条例の施行前にテレホンクラブ等営業を廃止し、又は旧条例第17条の２第１項各号

に掲げる事項（同項第２号に掲げる事項にあっては、テレホンクラブ等営業の営業所の名称に限る。）に変

更があったものに係る同条第２項の届出書の提出については、なお従前の例による。

３旧条例第17条の３第２項及び第３項並びに第17条の９の規定は、平成13年４月１日において現に旧条例

第17条の２第１項の届出書を提出してテレホンクラブ等営業を営んでいた者の当該営業については、なお

その効力を有する。この場合において、テレホンクラブ等営業と第１条の規定による改正後の山形県青少

年保護条例（以下「新条例」という。）第３条第８号に規定する電話異性紹介営業は同一のものとみなす。

４この条例の施行の際現に電話異性紹介営業利用カード（新条例第３条第９号に規定するものをいう。以下

同じ。）を販売している者の当該販売については、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から１月を

経過する日（その日前に、公安委員会規則で定めるところにより、新条例第17条の４第１項各号に掲げる事

項を記載した届出書を公安委員会に提出した場合にあっては、その提出した日）までの間は、同項の規定

は、適用しない。

５前項に規定する者が施行日から１月を経過する日までの間に同項に規定する電話異性紹介営業利用カ

ードの販売について、公安委員会規則で定めるところにより、新条例第17条の４第１項各号に掲げる事項を

記載した届出書を公安委員会に提出した場合における当該届出書に係る電話異性紹介営業利用カード

の販売については、その提出した日の翌日から、新条例第17条の４第１項の規定は、適用しない。

６附則第４項に規定する者が施行日から１月を経過する日までの間に当該電話異性紹介営業利用カードの

販売について、公安委員会規則で定めるところにより、新条例第17条の４第１項各号に掲げる事項を記載

した届出書を公安委員会に提出した場合における当該届出書に係る電話異性紹介営業利用カードの販

売をしている者は、同条第２項の規定の適用については、同条第１項の届出書を提出した者とみなす。

７この条例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。

８施行日以後における山形県青少年保護条例の一部を改正する条例（平成８年10月県条例第41号）附則

の規定の適用については、これらの規定中「テレホンクラブ等営業」とあるのは「電話異性紹介営業（山形

県青少年保護条例第３条第８号に規定するものをいう。）」と、「テレホンクラブ等利用カード」とあるのは「電

話異性紹介営業利用カード（山形県青少年保護条例第３条第９号に規定するものをいう。）」とする。

附則（平成17年７月８日条例第77号）

この条例は、公布の日から施行する。

附則（平成18年３月22日条例第24号）

この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、〔中略〕第４条から第６条までの規定は同年10月１日

から施行する。
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附則（平成19年３月16日条例第26号）

この条例は、規則で定める日から施行する。

（平成19年規則第111号で平成19年12月19日から施行）

附則（平成19年12月21日条例第72号）

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律（平成19年法律第96号）の施行の日又はこの条例の公

布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則（平成20年12月19日条例第58号）

１この条例は、平成21年４月１日から施行する。

２この条例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。

附則（平成21年３月24日条例第19号抄）

（施行期日）

１この条例は、平成21年４月１日から施行する。

附則（平成22年３月19日条例第７号抄）

（施行期日）

１この条例は、平成22年４月１日から施行する。

附則（平成28年３月22日条例第19号）

この条例は、平成28年６月23日から施行する。
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