
青少年健全育成条例による有害玩具等の指定について 

 
環境生活部県民生活・文化課 

 
県では、千葉県青少年健全育成条例により、「人の生命や身体等に危害を及

ぼすおそれがあり、かつ、犯罪を誘発する性質を有するもの」を「有害玩具等」

として指定し、青少年への販売や所持等を規制しており、過去には、事件の発

生により、バタフライナイフやダガーナイフなどを指定しております。 
近年、エアガン（通称）を使用した事件が頻発し、中には青少年が加害者と

なっている事件もあることから、青少年による事件を未然に防止するとともに、

青少年の健全育成を図るため、エアガンを「有害玩具等」として指定を検討し

ているところであります。 
 

１ 指定の必要性 

（１）条例に基づく判断 
・エアガンは、実際の銃を模した玩具銃であり、プラスチック製の弾丸（BB 弾）

を発射するものであることから、発射性能（運動エネルギー）によっては、

「人の生命や身体等に危害を及ぼすおそれがある」ものに該当します。 
・また、実際の銃を模した形状から、「犯罪を誘発する性質を有する」ものに該

当します。 
・以上のことから、これを青少年に所持させることはその健全な育成を阻害す

るおそれがあると認められるため、指定する必要があると考えます。 
（２）犯罪の事例 
・エアガンを使用した事件の状況は、警察においても正式な統計資料はありま

せんが、エアガンが問題視された平成１７年以降に報道された事件だけでも、

全国で約４０件発生しております。 
・これらのうち、２０歳未満の若者が関わっている事件は１５件あり、千葉県内

では、平成１８年の中学生による強盗事件、平成２８年７月の埼玉県の１９歳

の少年による２件のコンビニ強盗（逮捕は平成２９年１月）が発生しており、

このほか、事件化していないものを含めると、さらに多くの事例があるともの

考えられますので、「有害玩具等」の指定が必要と考えております。 
  

２ 指定の基準等 

（１）指定方法 

 ・エアガンは、毎年のように、国内外の製造メーカーが、多種・多様の製品を

製造・販売しており、個別の機種の指定では対応に限界があることから、  

一定の形状・構造・性能を有する玩具を指定するものとします。 
（２）指定の基準 

・基準は、「銃口から５０センチメートル地点（で測定した）における弾丸の  

運動エネルギーが、０．１３５ジュールを超えるもの」とします。 

・上記の運動エネルギー量は、「おおむね銃口から３メートルの距離にある四隅

を支え持った新聞紙５枚を貫通する力」に相当するものであり、人に危害を

加えるおそれがある威力とされております。 

【資料３】 



 

３ 指定の効果（罰則規定等） 

・条例第１２条第３項の規定に反し、販売、貸付け業者が青少年に販売、貸付け

をした場合、第２８条第４項の規定により、３０万円以下の罰金又は科料に処

せられます。 
・また、第１２条第４項の規定により、何人も青少年に所持させない義務が課さ

れます。 
 

４ スケジュール（予定） 

・８月４日(9/4)  パブリックコメントの実施   
・９月７日  青少年問題協議会への諮問 
・９月末   告示（県報登載） 
・１０月～１２月  周知期間３カ月、この間に事業者等に対し周知啓発 
・１月１日   施行  

 

５ その他 

 （１）銃刀法による規制 

・銃刀法（銃砲刀剣類等所持等取締法）により、準空気銃（６mm 弾の場合、

運動エネルギー0.989 ジュール以上のもの）については、既に所持が禁じられ

ております。 
 （２）他県等における規制 

・全国では、３２都道府県において、条例により「有害玩具」などとして青少

年への販売等を規制しております。 
 （３）製造メーカー等における自主規制 

・製造メーカーや販売事業者で構成する組合などでは、全国的な条例の規制に

合わせ、一定の発射性能（0.135 ジュール）を超える製品について、青少年

への販売等を禁止するなど自主規制しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   有害玩具等の指定（案） 

 

種 類 名 称・品 名 形 状 ・ 構 造 ・ 機 能 

 

 

 

玩 具 

 

 

 

 

 

 

 

エアガン（通称） 

 

 

 

 

圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バネその他の

反動力を利用し、弾丸を発射させるもの

で、当該玩具銃用の弾丸を装填して水平

射角で発射した場合において、銃口から

５０センチメートル地点における弾丸の

運動エネルギーが、０．１３５ジュールを

超えるもの 

 

 

【参考事項】 

「０．１３５ジュールを超えるもの」とは、おおむね銃口から３メート

ルの距離にある四隅を支え持った状態の新聞紙５枚を貫通する力に相当

するもの 

    

指定の効力は、平成３０年１月１日より発生する。 

 
 



 

 

 

千葉県青少年健全育成条例（抜粋） 

 

 

（定義） 

第六条 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。 

四 特定玩具等 性的感情を刺激する玩具その他の物品及び人の生命、身体又は財産に危害を及ぼ

すおそれのある玩具その他の器具をいう。 

 

 

（有害興行の指定及び観覧の制限） 

第九条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該

興行を有害興行として指定することができる。 

３ 第一項の指定は、告示により行うものとする。 

 

 

（有害玩具等の指定及び販売又は貸付けの禁止） 

第十二条 知事は、特定玩具等の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当するため、これを

青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認めたときは、当該特定玩具

等を有害玩具等として指定することができる。この場合において、第九条第三項の規定を準用す

る。 

一 著しく性的感情を刺激するもの 

二 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあり、かつ、犯罪を誘発する性質を有するも

の 

２ （略） 

３ 特定玩具等の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に有害玩具等の販売又は貸付けをしてはな

らない。 

４ 何人も、青少年に対し、有害玩具等を所持させないように努めなければならない。 

 

 

（罰則） 

第二十八条  

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 

三 第十二条第三項、第十五条第一項若しくは第二項、第十七条第二項若しくは第三項、第十八条

第二項、第十八条の二、第十八条の四第一項、第十九条の二、第十九条の三、第二十一条第一項

又は第二十三条の三第一項の規定に違反した者 

 

 

（協議会への諮問） 

第二十四条 知事は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ千葉県青少年問題協議会（次項におい

て「協議会」という。）の意見を聴かなければならない。ただし、第２号に掲げる場合で緊急を要す

るときは、この限りでない。 

 (2) 第９条第１項、第１０条第１項、第１２条第１項又は第１８条第１項の規定による指定をしよ

うとするとき。 

 



指定
番号

種類 名称・品名 製造所又は販売所（元）、形状・構造・機能 指定年月日

1 がん具
フィッシュガン
（水中銃）

中央漁具株式会社 昭和40年7月27日

2 がん具
フレッシュマン
（水中銃）

株式会社中谷商店 昭和40年7月27日

3 がん具
パシフィックスリング
（水中モリ）

鬼怒川ゴム商事株式会社 昭和40年7月27日

4 がん具
シースナイパー
（水中銃）

潜水研究所 昭和40年7月27日

5 がん具
スタンダード
（水中銃）

東亜潜水株式会社 昭和40年7月27日

6 がん具煙火満天星 昭和42年6月30日

7 がん具煙火飛行員 昭和42年6月30日

8 がん具煙火人口衛星 昭和42年6月30日

9 がん具煙火ムーン・ジェッター 昭和42年6月30日

10 器具
ピンポン玉付
シュノーケル

昭和46年2月19日

11
がん具
空気銃

サンダーボルト ㈱増田屋コーポレーション 昭和57年2月5日

12
がん具
空気銃

1976MODEL　TM-07
製造・株式会社マツシロ
販売・株式会社タカトクトイス

昭和57年2月5日

13 警棒
特殊警棒
（伸縮式護身具）

製造・販売元：不明
　金属製三段式の伸縮自在の棒状護身具で、
通常は握り部分に突出する部分が収納され、
使用に際し強く振ると当該部分が飛び出す構
造のものであって、次の各号のいずれにも該
当するもの
　(1)　突出する部分が伸長された状態における
　　　長さ　約４２センチメートル
　(2)　突出する部分が収納された状態における
　　　長さ　約１７．５センチメートル
　(3)　直径　最大径　約２．６センチメートル
　　　　　　　最小径　約１．２センチメートル
　(4)　重量　約３００グラム

昭和62年3月27日

14 警棒
特殊警棒
（伸縮式護身具）

製造・販売元：不明
　金属製三段式の伸縮自在の棒状護身具で、
通常は握り部分に突出する部分が収納され、
使用に際し強く振ると当該部分が飛び出す構
造のものであって、次の各号のいずれにも該
当するもの
　(1)　突出する部分が伸長された状態における
　　　長さ　約５１．５センチメートル
　(2)　突出する部分が収納された状態における
　　　長さ　約２０．０センチメートル
　(3)　直径　最大径　約２．５センチメートル
　　　　　　　最小径　約１．３センチメートル
　(4)　重量　約３３０グラム

昭和62年3月27日

有害がん具等の指定状況　（平成２０年７月１８日現在）



指定
番号

種類 名称・品名 製造所又は販売所（元）、形状・構造・機能 指定年月日

15 警棒
特殊警棒
（伸縮式護身具）

製造・販売元：不明
　金属製三段式の伸縮自在の棒状護身具で、
通常は握り部分に突出する部分が収納され、
使用に際し強く振ると当該部分が飛び出す構
造のものであって、次の各号のいずれにも該
当するもの
　(1)　突出する部分が伸長された状態における
　　　長さ　約５１．０センチメートル
　(2)　突出する部分が収納された状態における
　　　長さ　約２０．２センチメートル
　(3)　直径　最大径　約２．５センチメートル
　　　　　　　最小径　約１．３センチメートル
　(4)　重量　約３５０グラム

昭和62年3月27日

16 警棒
特殊警棒
（伸縮式護身具）

製造・販売元：不明
　金属製三段式の伸縮自在の棒状護身具で、
通常は握り部分に突出する部分が収納され、
使用に際し強く振ると当該部分が飛び出す構
造のものであって、次の各号のいずれにも該
当するもの
　(1)　突出する部分が伸長された状態における
　　　長さ　約５１．６センチメートル
　(2)　突出する部分が収納された状態における
　　　長さ　約２１．２センチメートル
　(3)　直径　最大径　約３．０センチメートル
　　　　　　　最小径　約１．３センチメートル
　(4)　重量　約５４０グラム

昭和62年3月27日

17 刃物
バタフライナイフ
（通称）

製造・販売元：不明
　柄がさやを兼ねる折りたたみ式のナイフ
（刃体とさやの接合部を軸として開刃するものを
いう。）のうち、さやが刃体のみね側の部分と刃
先側の部分の２つに分かれ、刃体との接合部を
軸としてそれぞれを両側に開いて開刃し、かつ
開刃した刃体をさやと直線的に固定できるもの
で、刃体の長さ（開刃した刃体をさやと直線的に
固定した場合の刃物の切先と柄部における切
先に最も近い点とを結ぶ直線の長さ）が６センチ
メートルを超えるもの

平成10年3月3日

18 刃物
ダガーナイフ
（通称）

製造・販売元：不明
　鎬（しのぎ）を中心として左右が対称な両刃の
刃体を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭
いもの

平成20年7月18日

有害がん具等の指定状況



 


