香川県ネット・ゲーム依存症対策条例（仮称）素案について
パブリック・コメント（意見公募）を実施します
１ 意見を募集する条例素案（別紙）
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例（仮称）素案
２ 制定の趣旨
議員提案により、本県の子どもたちがネット・ゲームの長時間の利用により、心身や家族的・
社会的な問題を引き起こすネット・ゲーム依存に陥らないために必要な対策を推進し、健全な育
成を図るため、本条例を制定しようとするものです。
３ 意見募集期間
令和２年１月２３日（木）から令和２年２月６日（木）まで
４ 条例素案の入手方法
条例素案は、香川県議会ホームページ(URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/gikai/)、
県ホームページ(URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/pubcom/list.php)
に掲載するほか、香川県議会事務局や県民室、各県民センターの窓口で、縦覧・配布します。
５ 意見を提出できる方
（１）香川県内に住所を有する方
（２）第１１条に規定する事業者
６ 意見の作成方法
（１）回答様式は任意です。
（２）標題に「パブリック・コメントへの意見」と明記し、御意見とともに、次の内容を記載して
ください。
区分
記載いただく内容
香川県内に住所を有する方
①氏名、②年齢、③住所、④電話番号
第１１条に規定する事業者

①事業者名、②記入担当者名、③所在地
④電話番号、⑤事業内容

７ 意見の提出方法
①郵送(令和２年２月６日消印有効)、持参、ＦＡＸ、電子メールで提出してください。
なお、偽名等による応募は無効となりますのでご注意ください。
②電話による受付はしません。
③意見の内容以外は公表しません。
④意見は、日本語による文書（電子文書を含みます。
）で提出してください。
８ 意見の取扱い
（１）提出いただいた意見等の概要とこれに対する県議会の考え方については、香川県議会事務局
や香川県県民室、各県民センターの窓口と香川県議会及び県ホームページ上で令和２年２月下
旬頃に発表します。
（２）意見について、直接個別に回答することはしません。
９ 提出先（問い合わせ先）
香川県議会事務局政務調査課
〒760－8570 高松市番町四丁目 1 番 10 号
電話：087－832－3680／FAX：087－831－3384
E－mail：gikai@pref.kagawa.lg.jp

別 紙
香川県ネット・ゲーム依存症対策条例（仮称）
（素案）
インターネットやコンピュータゲームの過剰な利用は、子どもの学力や体力の低下のみならずひ
きこもりや睡眠障害、視力障害などの身体的な問題まで引き起こすことなどが指摘されており、世
界保健機関において「ゲーム障害」が正式に疾病と認定されたように、今や、国内外で大きな社会
問題となっている。とりわけ、射幸性が高いオンラインゲームには終わりがなく、大人よりも理性
をつかさどる脳の働きが弱い子どもが依存状態になると、大人の薬物依存と同様に抜け出すことが
困難になることが指摘されている。
その対策としては、国において、他の依存症対策と同様に、法整備の検討や医療提供体制の充実
などの対策を早急に講ずる必要があるが、県においても、適切な医療等を提供できる人材などを育
成するため、研修体制の構築や専門家の派遣等の支援に取り組むことが求められている。
加えて、子どものネット・ゲーム依存症対策においては、親子の信頼関係が形成される乳幼児期
のみならず、子ども時代が愛情豊かに見守られることで、愛着が安定し、子どもの安心感や自己肯
定感を高めることが重要であるとともに、社会全体で子どもがその成長段階において何事にも積極
的にチャレンジし、活動の範囲を広げていけるようにネット・ゲーム依存症対策に取り組んでいか
なければならない。
ここに、本県の子どもたちをはじめ、県民をネット・ゲーム依存症から守るための対策を総合的
に推進するため、この条例を制定する。
（目的）
第１条 この条例は、ネット・ゲーム依存症対策の推進について、基本理念を定め、及び県、学校
等、保護者等の責務等を明らかにするとともに、ネット・ゲーム依存症対策に関する施策の基本
となる事項を定めることにより、ネット・ゲーム依存症対策を総合的かつ計画的に推進し、もっ
て次代を担う子どもたちの健やかな成長と、県民が健全に暮らせる社会の実現に寄与することを
目的とする。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）ネット・ゲーム依存症 ネット・ゲームにのめり込むことにより、日常生活又は社会生活に
支障が生じている状態をいう。
（２）ネット・ゲーム インターネット及びコンピュータゲームをいう。
（３）オンラインゲーム インターネットなどの通信ネットワークを介して行われるコンピュータ
ゲーム
（４）子ども 18 歳未満の者をいう。
（５）学校等 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する学校（大学を除く。
）
、児童
福祉法（昭和 22 年法律第1 6 4号）第 39 条第１項に規定する保育所及び就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18 年法律第 77 号）第２条第６項に
規定する認定こども園をいう。
（６）スマートフォン等 インターネットを利用して情報を閲覧（視聴を含む。
）することができる
スマートフォン、パソコン等及びコンピュータゲームをいう。
（７）保護者 親権を行う者若しくは未成年後見人又はこれらに準ずる者をいう。

（基本理念）
第３条 ネット・ゲーム依存症対策は、
次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
（１）ネット・ゲーム依存症の発症、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施すると
ともに、ネット・ゲーム依存症である者等及びその家族が日常生活及び社会生活を円滑に営む
ことができるように支援すること。
（２）ネット・ゲーム依存症対策を実施するに当たっては、ネット・ゲーム依存症が、睡眠障害、
ひきこもり、注意力の低下等の問題に密接に関連することに鑑み、これらの問題に関する施策
との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。
（３）ネット・ゲーム依存症対策は、予防から再発の防止まで幅広く対応する必要があることから、
県、市町、学校等、保護者、ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等が相互
に連携を図りながら協力して社会全体で取り組むこと。
（県の責務）
第４条 県は、前条の基本理念にのっとり、ネット・ゲーム依存症対策を総合的に推進する責務を
有する。
２ 県は、市町が実施する施策を支援するため、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行
う。
３ 県は、県民をネット・ゲーム依存症に陥らせないために市町、学校等と連携し、乳幼児期から
の子どもと保護者との愛着の形成の重要性について、普及啓発を行う。
４ 県は、子どもをネット・ゲーム依存症に陥らせないために屋外での運動、遊び等の重要性に対
する親子の理解を深め、健康及び体力づくりの推進に努めるとともに、市町との連携により、子
どもが安心して活動できる場所を確保し、さまざまな体験活動や地域の人との交流活動を促進す
る。
（学校等の責務）
第５条 学校等は、基本理念にのっとり、保護者等と連携して、子どもの健全な成長のために必要
な学校生活における規律等を身に付けさせるとともに、子どもの自立心を育成し、心身の調和の
とれた発達を図るものとする。
２ 学校等は、ネット・ゲームの適正な利用についての各家庭におけるルールづくりの必要性に対
する理解が深まるよう、子どもへの指導及び保護者への啓発を行うものとする。
３ 学校等は、校内にスマートフォン等を持ち込ませる場合には、その使用について、保護者と連
携して適切な指導を行うものとする。
４ 学校等は、県又は市町が実施するネット・ゲーム依存症対策に協力するものとする。
（保護者の責務）
第６条 保護者は、子どもをネット・ゲーム依存症から守る第一義的責任を有することを自覚しな
ければならない。
２ 保護者は、乳幼児期から、子どもと向き合う時間を大切にし、子どもの安心感を守り、安定し
た愛着を育むとともに、学校等と連携して、子どもがネット・ゲーム依存症にならないよう努め
なければならない。
３ 保護者は、子どものスマートフォン等の使用状況を適切に把握するとともに、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 年法律第 79 号）第２条第９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。
）の利用その他の方法により、子どものネット・ゲームの利用を適切に管理す
る責務を有する。

（ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者の責務）
第７条 医療、保健、福祉、教育その他のネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者
は、県又は市町が実施するネット・ゲーム依存症対策に協力し、ネット・ゲーム依存症の予防等
（発症、進行及び再発の防止をいう。以下同じ。
）に寄与するものとする。
（国との連携等）
第８条 県は、国と連携協力してネット・ゲーム依存症対策の推進を図るとともに、ネット・ゲー
ム依存症対策に関して必要があると認めるときは、国に対し、他の依存症対策と同様に、法整備
や医療提供体制の充実などの必要な施策とともに、ネット・ゲーム依存症の危険要因を踏まえた
適切な予防対策の策定及び実施を講ずるよう求める。
２ 県は、国に対し、ｅスポーツの活性化が子どものネット・ゲーム依存症につながることのない
よう慎重に取り組むとともに、必要な施策を講ずるよう求める。
３ 県は、県民をネット・ゲーム依存症から守るため、国に対し、乳幼児期からの子どもと保護者
との愛着の形成や安定した関係の大切さについて啓発するとともに、必要な支援その他必要な施
策を講ずるよう求める。
（県民の役割）
第９条 県民は、ネット・ゲーム依存症に関する関心と理解を深め、その予防等に必要な注意を払
うものとする。
２ 県民は、社会全体で子どもの健やかな成長を支援することの重要性を認識し、県又は市町が実
施する施策に協力するものとする。
（市町の役割）
第 10 条 市町は、県、学校等、保護者、ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等
と連携し、ネット・ゲーム依存症対策を推進するものとする。
（事業者の役割）
第 11 条 インターネットを利用して情報を閲覧（視聴を含む。
）に供する事業又はコンピュータゲ
ームのソフトウエアの開発、製造、提供等の事業を行う者は、その事業活動を行うに当たっては、
県民のネット・ゲーム依存症の予防等に配慮するとともに、県又は市町が実施する県民のネット・
ゲーム依存症対策に協力するものとする。
２ 前項の事業者は、その事業活動を行うに当たって、著しく性的感情を刺激し、甚だしく粗暴性
を助長し、又は射幸性が高いオンラインゲームの課金システム等により依存症を進行させる等子
どもの福祉を阻害するおそれがあるものについて自主的な規制に努めること等により、県民がネ
ット・ゲーム依存症に陥らないために必要な対策を実施するものとする。
３ 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。
）及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たって、フィル
タリングソフトウェアの活用その他適切な方法により、県民がネット・ゲーム依存症に陥らない
ために必要な対策を実施するものとする。

（正しい知識の普及啓発等）
第 12 条 県は、県民がネット・ゲーム依存症に陥ることを未然に防ぐことができるよう、必要な
情報を収集するとともに、オンラインゲームの課金システムその他のネット・ゲームに関する正
しい知識の普及啓発及び依存症教育を行う。
（予防対策等の推進）
第 13 条 県は、市町、学校等、保護者、ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等
と連携し、県民がネット・ゲーム依存症に対する理解及びネット・ゲーム依存症の予防等に関す
る知識を深めるために必要な施策を講ずる。
（医療提供体制の整備）
第 14 条 県は、ネット・ゲーム依存症である者等がその状態に応じた適切な医療を受けることがで
きるよう、医療提供体制の整備を図るために必要な施策を講ずる。
（相談支援等）
第 15 条 県は、ネット・ゲーム依存症である者等及びその家族に対する相談支援等を推進するため
に必要な施策を講ずる。
（人材育成の推進）
第 16 条 県は、医療、保健、福祉、教育その他のネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事
する者について、ネット・ゲーム依存症に関し十分な知識を有する人材の確保、養成及び資質の
向上のために必要な施策を講ずる。
（連携協力体制の整備）
第 17 条 県は、第 12 条から前条までの施策の効果的な実施を図るため、市町、学校等、保護者、
ネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等の間における連携協力体制の整備を図
るために必要な施策を講ずる。
（子どものスマートフォン使用等の制限）
第 18 条 保護者は、子どもにスマートフォン等を使用させるに当たっては、子どもの年齢、各家
庭の実情等を考慮の上、その使用に伴う危険性及び過度の使用による弊害等について、子どもと
話し合い、使用に関するルールづくり及びその見直しを行うものとする。
２ 保護者は、前項の場合においては、子どもが睡眠時間を確保し、規則正しい生活習慣を身に付
けられるよう、子どものネット・ゲーム依存症につながるようなコンピュータゲームの利用に当
たっては、１日当たりの利用時間が 60 分まで（学校等の休業日にあっては、90 分まで）の時間
を上限とすること及びスマートフォン等の使用に当たっては、義務教育修了前の子どもについて
は午後９時までに、それ以外の子どもについては午後 10 時までに使用をやめることを基準とす
るとともに、前項のルールを遵守させるよう努めなければならない。
３ 保護者は、子どもがネット・ゲーム依存症に陥る危険性があると感じた場合には、速やかに、
学校等及びネット・ゲーム依存症対策に関連する業務に従事する者等に相談し、子どもがネット・
ゲーム依存症にならないよう努めなければならない。

（財政上の措置）
第 19 条 県は、ネット・ゲーム依存症対策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努め
る。
（実態調査）
第 20 条 県は、子どものネット・ゲーム依存症対策を推進するため、この条例施行後３年間は毎
年、その後は２年ごとに、本県におけるネット・ゲーム依存の実態に関する調査を行う。
附 則
（施行期日）
１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。
（検討）
２ この条例の規定については、この条例の施行後２年を目途として、この条例の施行状況等を勘
案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜ
られるものとする。

