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○大分 県迷惑 行為防 止条例 （昭和 四十 年大分 県条例 第四十 七号）

対

第一条 ・ 第二条 （略）
（卑 わいな 行為の 禁止 ）
第三 条 何人 も、公 共の 場所又は 公共 の乗物 におい て、正 当な理 由が ない
のに 、人 を著し く羞恥 させ
、又 は人 に不安 を覚え させる ような 方法
で、 次の 各号に 掲げる 行為を して はなら ない。
一 衣服 その 他の身に 着け る物（ 以下「 衣服等 」とい う。 ）の上 から、
又 は直 接人の 身体に 触れる こと。
二 衣 服等で 覆われ ている 人の 下着若し くは身 体（ 以下こ の号及 び次号
におい て「 下着等」 という 。） をのぞ き見し 、若し くは 撮影し 、又は
下着等 を撮 影する目 的で 写真機 、ビデ オカメ ラそ の他こ れらに 類する
機器 （以下 「写真 機等」 とい う。）を 下着等 に向 け、若 しくは 設置す
るこ と（次 号に規 定する 方法 により行 われ る場合 を除 く。）。
三 衣服等 を透か して 見ること がで きる写 真機等 を使用 して、 下着 等の
映 像を見、 若し くは撮 影し、 又は下 着等を 撮影 する目 的で写 真機等 を
人 に向け 、若し くは設 置する こと。
四 前三 号に掲 げるも ののほ か、 卑わい な言動 をする こと。
２ 何人 も、集 会場、 事務 所、教 室、タ クシー その他 の不 特定又は 多数 の
者が利用するような場所又は乗物（公共の場所又は公共の乗物を除
く。） におい て、正 当な理 由が ないのに 、人 を著し く羞恥 させ、 又は人
に不安 を覚え させる よう な方法 で、前 項第二 号又は 第三 号に掲げ る行 為
をし てはなら ない 。
３ 何 人も 、正当 な理由 がない のに、 人を 著しく 羞恥さ せ、又 は人に 不安
を覚 えさせ るよう な方 法で、住 居、 浴場、 便所、 更衣室 その他 人が 通常
衣服 等の全 部又 は一部 を着けな い状 態でい るよ うな場所 に当 該状態 でい
る人 の姿態 をの ぞき見 し、若 しくは 撮影 し、又 は当該 状態で いる人 の姿
態を撮影する目的で写真機等を人に向け、若しくは設置してはならな
い。
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照

表
現

行

第一条 ・ 第二条 （略）
（卑 わいな 行為の 禁止 ）
第三 条 何人 も、公 共の 場所又は 公共 の乗物 におい て、正 当な理 由が ない
のに 、人 を著し くしゆ う恥さ せ、又 は人 に不安を 覚え させる ような 方法
で 、次の 各号に 掲げる 行為を して はなら ない。
一 衣服 その他 の身に 着け る物（ 以下「 衣服等 」とい う。 ）の上か ら、
又 は直 接人の 身体に 触れる こと。
二 衣 服等で 覆われ ている 人の 下着又は 身体 （次号 におい て「下 着等」
という 。）を のぞき 見し 、又は 撮影す ること （次号 に規 定する方 法に
より 行われる 場合 を除く 。）。

三 衣服等 を透 かして 見ること がで きる写 真機、 ビデオ カメ ラその 他こ
れらに類する機器を使用して、下着等の映像を見、又は撮影するこ
と。
四 前三 号に掲 げるも ののほ か、 卑わい な言動 をする こと 。
（新 設）

２ 何 人も 、正当 な理由 がない のに、 公衆 浴場、公 衆便 所、公 衆が利 用す
るこ とがで きる更 衣室 その他公 衆が 通常衣 服等の 全部又 は一部 を着 けな
い状 態でい る場 所に当 該状態 でいる 人の姿 態をの ぞき見 し、 又は撮 影し
ては なら ない。

第四条 ～ 第九条 （略）
第四条 ～ 第九条 （略）
（嫌が らせ行 為の禁 止）
（嫌が らせ行 為の禁 止）
第十条 何人も 、正当 な理 由がな いのに 、特定 の者に 対し 、次の各 号の い 第十条 何人も 、正当 な理 由がな いのに 、特定 の者に 対し、 次の各 号
ずれ かに掲 げる行 為（ス トーカ ー行為 等の 規制等 に関す る法律 （平成 十
に掲 げる行 為（ス トーカ ー行為 等の 規制等 に関す る法律 （平成 十
二年 法律第 八十一 号） 第二条第 一項 に規定 するつ きまと い等を 除き 、第
二年 法律第 八十一 号） 第二条第 一項 に規定 するつ きまと い等を 除き 、第
一号から第四号まで及び第五号（電子メールの送信等に係る部分に限
一号 から第 四号 まで
る。 ）に 掲げる 行為に ついて は、身 体の 安全若 しくは 住居、 勤務先 、学
に 掲げる 行為に ついて は、身 体の 安全、
住居、 勤務先 、学
校そ の他 その通 常所在 する場 所（ 以下「 住居等 」とい う。） の平 穏若し
校 その他 その通 常所在 する場 所（ 以下「 住居等 」とい う。） の平穏 若し
く は名誉 が害 され、又 は行 動の自 由が著 しく害 される 不安 を覚え させる
く は名誉 が害さ れ、又 は行 動の自 由が著 しく害 される 不安 を覚えさ せる
ような方法により行われる場合に限る。）を反復して行つてはならな
ような方法により行われる場合に限る。）を反復して行つてはならな
い。
い。
一 つ きまと い、待 ち伏せ し、 進路に立 ちふ さがり 、住 居等の付 近に お
一 つ きまと い、待 ち伏 せし、 進路に 立ちふ さがり 、住居 等の付 近に お
いて見 張り をし、住 居等 に押し 掛け、 又は住 居等 の付近 をみだ りにう
いて 見張りを し、 又は住 居等に 押し掛 ける
ろつ くこと 。
こと。
二 その行 動を監 視して いると 思わせ るよ うな事 項を告 げ、又 はその 知
二 そ の行 動を監 視し ていると 思わ せるよ うな事 項を告 げ、又 はそ の知
り得 る状態 に置く こと 。
り得 る状態 に置 くこと 。
三 面会そ の他 の義務 のない ことを 行うこ とを 要求する こと 。
三 面会そ の他 の義務 のない ことを 行う ことを要 求する こと 。
四 著し く粗野 又は乱 暴な言 動をす るこ と。
四 著し く粗野 又は乱 暴な言 動をす るこ と。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して 、
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、
電 話をか け、
ファクシ ミリ 装置を 用い
電 話をか け、 電子メ ールを 送信し 、若 しくはフ ァクシ ミリ 装置を 用い
て 送信 し、若 しくは 電子メ ールの 送信 等をす ること 。
て 送信 する
こと 。
六 汚 物、動 物の死 体その 他の 著しく不 快又 は嫌悪 の情を 催させ るよう
六 汚 物、動 物の死 体その 他の 著しく不 快又 は嫌悪 の情を 催させ るよう
な物を 送付 し、又は その 知り得 る状態 に置く こと。
な物を 送付し 、又は その 知り得 る状態 に置く こと。
七 その名誉 を害 する事 項を告 げ、又 はその 知り 得る状 態に置 くこと 。
七 そ の名誉 を害 する事 項を告 げ、又 はその 知り 得る状態 に置 くこと 。
八 その性 的羞恥 心を害 する事 項を告 げ、 若しく はその 知り得 る状態 に
八 そ の性 的しゆ う恥心 を害す る事項 を告 げ、若 しくは その知 り得る 状
置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録（電子的方
態に 置き、 又はそ の性 的しゆ う恥心 を害す る文書 、図画 その他 の物 を
式 、磁気的 方式 その他 人の知 覚によ つては 認識 するこ とがで きない 方
送付 し、若 しく はその 知り得 る状態 に置く こと 。
式 で作られ る記 録であ つて、 電子計 算機 による 情報処 理の用 に供さ れ
る ものを いう。 以下 この号に おい て同じ 。）に 係る記 録媒体 その 他の
物 を送付 し、 若しく はその知 り得 る状態 に置 き、又は その 性的羞 恥心
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を害す る電磁 的記録 その他 の記 録を送 信し、 若しく はその 知り 得る状
態に置 くこ と。
２ 前 項第五 号の 「電子 メール の送信 等」と は、 次の各号 のい ずれか に掲
げる 行為（ 電話を かける こと及 びファ クシ ミリ装 置を用 いて送 信する こ
とを 除く。 ）をい う。
一 電子メ ール その他 のその 受信を する者 を特 定して情 報を 伝達す るた
め に用い られる 電気通 信（電 気通信 事業 法（昭 和五十 九年法 律第八 十
六号）第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同
じ 。）の 送信 を行う こと。
二 前 号に掲 げるもの のほ か、特 定の個 人がそ の入 力する 情報を 電気通
信 を利 用して 第三者 に閲覧 させ ること に付随 して、 その第 三者 が当該
個人に 対し 情報を伝 達する こと ができ る機能 が提供 され るもの の当該
機能を 利用 する行為 をす ること 。
（罰 則）
第十一 条 第二 条第二 項、第 三条、 第八条 又は前 条第 一項の 規定に 違反し
た者 は、六 月以下 の懲 役又は五 十万 円以下 の罰金 に処す る。
２ 常習と して 、第二条 第二 項、第 三条、 第八条 又は前 条第 一項の 規定に
違反 した 者は、 一年以 下の懲 役又は 百万 円以下 の罰金 に処す る。
第 十二条 ～第 十七条 （ 略）
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（ 新設）

（罰則 ）
第十一 条 第二条 第二 項、第 三条、 第八条 又は前 条
の 規定に 違反し
た者 は、六 月以 下の懲 役又は五 十万 円以下 の罰金 に処す る。
２ 常習と して、 第二条 第二 項、第 三条又 は第八 条
の規 定に
違反 した 者は、 一年以 下の懲 役又は 百万 円以下の 罰金 に処す る。
第 十二条 ～第 十七条 （ 略）

