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○堺市法定外公共物管理条例 

平成１６年１２月２２日 

条例第５１号 

改正 平成２０年１２月２２日条例第６１号 

平成２３年１２月１５日条例第４５号 

平成２６年１２月１９日条例第５７号 

平成２９年１２月２２日条例第５４号 

令和元年９月６日条例第３３号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に

寄与するため、法定外公共物の管理について必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この条例において「法定外公共物」とは、道路法（昭和２７年法律第１８０号）の

適用を受けない道路及び河川法（昭和３９年法律第１６７号）の適用又は準用を受けない

河川その他湖沼、ため池、水路等（当該道路又は河川等と一体をなしている施設を含む。）

で、本市が所有しているもの（公共の用に供されているものに限る。）をいう。 

（行為の禁止） 

第３条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。 

(2) 法定外公共物に土石（砂を含む。）、竹木等の物件を堆積すること。 

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は適正な利用に支障を及ぼすお

それのある行為をすること。 

（平２９条例５４・一改） 

（行為の許可） 

第４条 法定外公共物において、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、市長の許

可（以下「使用許可」という。）を受けなければならない。使用許可を受けた事項を変更

しようとするときも、また同様とする。 

(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。 

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。 

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為をする
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こと。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。 

２ 市長は、使用許可の際、法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付けることがで

きる。 

（平２９条例５４・一改） 

（許可の期間） 

第５条 使用許可の期間は、５年（ガス、電気、電気通信、上水道、下水道等の公共公益事

業の管理者が設置する施設の用に供する場合及び市長が特に必要があると認める場合に

あっては、１０年）を限度とする。 

２ 前項の期間は、更新することができる。 

（平２９条例５４・一改） 

（使用料） 

第６条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用料を市長に

納付しなければならない。 

２ 第４条第１項後段に規定する許可のうち、期間、区域又は目的の変更に係るものについ

ては、次の各号に定めるところにより、前項の規定を適用する。 

(1) 許可の期間を延長したときは、当該延長に係る期間を新たな期間とみなす。 

(2) 区域又は目的を変更したときは、その翌月分から新たな使用料により算定する。 

（使用料の徴収方法） 

第７条 使用料は、使用の開始の前に、これを徴収する。ただし、当該許可の期間が１年を

超えるものに係る次年度以降の使用料については、それぞれの年度分を当該年度の５月３

１日までに徴収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、既存の使用物件に係る使用を更新した場合における更新後の

初年度分の使用料については、当該年度の５月３１日までに徴収する。 

（平２３条例４５・平２６条例５７・平２９条例５４・一改） 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することがで

きる。 

（使用料の還付） 

第９条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他特別の理由があると市長が認め

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 
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（督促手数料） 

第９条の２ 使用料を納期内に納めない者に対して督促状を発したときは、督促状１通につ

き、郵便法（昭和２２年法律第１６５号）第２１条第１項の通常葉書の料金に相当する額

の督促手数料を徴収する。 

（平２９条例５４・追加） 

（延滞金） 

第９条の３ 使用料の督促を受けた者が、その指定する期限までにその納付すべき金額を納

付しないときは、督促状指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、使用料滞納額に

つき年１４．５パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が１

００円に満たないときは、徴収しない。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりと

する。 

（平２９条例５４・追加） 

（延滞金等の減免） 

第９条の４ 災害、不測の事故その他市長においてやむを得ない事由があると認めるときは、

延滞金又は督促手数料を減免することができる。 

（平２９条例５４・追加） 

（使用者の管理義務等） 

第１０条 使用者は、使用許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を

行い、良好な状態にこれを保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じ

ないようにしなければならない。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第１１条 使用者は、使用許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保

その他の私権の目的に供してはならない。 

（地位の承継） 

第１２条 使用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続す

る法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその営業を承継した法人は、当

該使用者が有していた許可に基づく地位を承継する。 

２ 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、当該承継の日から３０日以内にその旨

を市長に届け出なければならない。 

（原状回復） 
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第１３条 使用者は、使用許可の期間が満了したとき、又は当該許可に係る第４条第１項各

号に掲げる行為の事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当

該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長において特に原状に回復

する必要がないと認めるときは、この限りでない。 

（市長以外の者の施行する工事等） 

第１４条 法定外公共物の維持管理のために必要な工事等を行おうとする者は、あらかじめ

市長の承認（以下「施行承認」という。）を受けなければならない。ただし、草刈り、軽

易な障害物の処分その他これらに類する軽易な行為については、この限りでない。 

（平２９条例５４・一改） 

（工事原因者の工事の施行等） 

第１５条 市長は、次に掲げる行為等により必要となった法定外公共物に関する工事又は維

持について、当該行為等をした者に行わせることができる。 

(1) 法定外公共物の維持管理に関係のない工事 

(2) 法定外公共物を損傷し、又は汚損する行為 

(3) 法定外公共物の補強、拡幅等の構造変更 

２ 前条又は前項に規定する法定外公共物に関する工事又は維持に要する費用は、当該行為

等をした者の負担とする。 

（平２９条例５４・全改） 

（監督処分） 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用許可若しくは施行承認を

取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共物を原状に回

復するよう命ずることができる。 

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者 

(2) 使用許可又は施行承認に付した条件に違反した者 

(3) 詐欺その他不正な手段により使用許可又は施行承認を受けた者 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分そ

の他必要な措置をとることを命ずることができる。 

(1) 使用許可若しくは施行承認に係る工事又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支

障を及ぼすおそれがあるとき。 

(2) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。 
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（平２９条例５４・一改） 

（立入調査等） 

第１７条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持

管理のため、特に必要があると認めるときは、当該職員をして他人の占有する土地に立ち

入らせることができる。 

２ 市長は、前項の規定により当該職員をして他人の占有する土地に立ち入らせる場合にお

いては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あら

かじめ通知することが困難な場合は、この限りでない。 

３ 当該職員は、第１項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その

身分を示す証明書を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならな

い。 

（過料） 

第１８条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０，０００円以下の過料に処する。 

(1) 第３条各号に掲げる行為をした者 

(2) 使用許可を受けないで、第４条第１項各号に掲げる行為を行った者 

(3) 施行承認を受けないで、第１４条本文に掲げる行為を行った者 

(4) 第１６条の規定による命令に違反した者 

２ 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の５倍に相当

する金額（当該５倍に相当する金額が５０，０００円を超えないときは、５０，０００円

とする。）以下の過料に処する。 

（平２９条例５４・一改） 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に大阪府鳳土木事務所長又は大阪府富田林土木事務所長から法

定外公共物に該当する物件の使用許可を受けている者については、平成１７年５月３１日

までの間に当該物件に係る第４条第１項本文の許可の申請をした場合に限り、施行日から

当該申請に対する処分がなされるまでの間（以下この項において「特例期間」という。）
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は当該許可を受けて当該物件を使用している者とみなす。ただし、当該申請に対する処分

がなされる際に、別表の規定により算出した当該物件に係る特例期間における使用料を納

付しなければならない。 

３ 施行日以後の法定外公共物の使用に係る第４条第１項本文の許可の申請、第８条の規定

による減免の申請及び前項の申請については、施行日前においても、これを受理し、その

使用を許可し、及びこれらに係る使用料を徴収し、又は減免することを妨げない。 

附 則（平成２０年１２月２２日条例第６１号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月１５日条例第４５号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中堺市道路占用料条例別表の改正規定、第２条中堺市準用河川占用料条例別

表の改正規定、第３条中堺市法定外公共物管理条例別表の改正規定並びに第４条中堺市

公園条例別表第１の改正規定及び別表第２の改正規定 平成２４年４月１日 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日 

附 則（平成２６年１２月１９日条例第５７号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公

布の日から施行する。 

(1)及び(2) 略 

(3) 第３条中堺市法定外公共物管理条例第７条の改正規定 

（適用区分） 

４ この条例による改正後の堺市法定外公共物管理条例の別表の規定は、平成２７年４月１

日以後の使用期間に係る使用料について適用し、同日前の使用期間に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

５ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に使用が始まり、同日以後も引き続き使

用している物件で、使用期間が１年以内のものに係る使用料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成２９年１２月２２日条例第５４号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公
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布の日から施行する。 

(1)及び(2) 略 

(3) 第３条中堺市法定外公共物管理条例第３条から第５条まで、第７条、第１４条から

第１６条まで及び第１８条の改正規定 

（適用区分） 

４ この条例による改正後の堺市法定外公共物管理条例の別表の規定は、平成３０年４月１

日以後の使用期間に係る使用料について適用し、同日前の使用期間に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

５ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日前に使用が始まり、同日以後も引き続き使

用している物件で、使用期間が１年以内のものに係る使用料については、なお従前の例に

よる。 

附 則（令和元年９月６日条例第３３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始する占用又は

使用に係る占用料又は使用料（この条例の公布の日前になされた申請に係るものを除く。）

について適用し、同日前に開始する占用又は使用に係る占用料又は使用料については、な

お従前の例による。 

別表（第６条関係） 

（平２０条例６１・平２３条例４５・平２６条例５７・平２９条例５４・令元条例

３３・一改） 

区分 単位 使用料 

電柱及び電話柱 １本につき１年 ２，４００円 

その他の柱類 １４０円 

共架電線その他の線類 長さ１メートルにつき

１年 

１４円 

変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所 １個につき１年 ２，８００円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 １，２００円 

水道管、下水道管、

ガス管その他これ

外径が０．１メートル未満のもの 長さ１メートルにつき

１年 

８４円 

外径が０．１メートル以上０．１ １３０円 
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らに類する施設 ５メートル未満のもの 

外径が０．１５メートル以上０．

２メートル未満のもの 

１７０円 

外径が０．２メートル以上０．４

メートル未満のもの 

３４０円 

外径が０．４メートル以上１メー

トル未満のもの 

８４０円 

外径が１メートル以上のもの １，７００円 

その他のもの 使用面積１平方メート

ルにつき１年 

８４０円 

工事用板囲、足場その他の工事用施設 使用面積１平方メート

ルにつき１月 

３４０円 

橋梁、桟橋、上屋その他これらに類する工作物 使用面積１平方メート

ルにつき１年 

３６０円 

その他のもの ２，８００円 

備考 

１ この表において「共架電線」とは、電柱を設置する者以外の者が当該電柱に設置す

る電線をいう。 

２ 使用料の算定の基礎となる面積若しくは長さが０．０１平方メートル若しくは０．

０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに０．０１平方メート

ル若しくは０．０１メートルに満たない端数があるときは、その全面積若しくは全長

又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 

３ 使用料の算定の基礎となる期間が１月未満であるときは、算定した使用料の額に１

００分の１１０を乗じて得た額とする。 

４ 年額による使用料が定められている場合は、当該使用料は月割りにより算定するも

のとする。 

５ 使用料の算定の基礎となる期間が１月未満であるとき、又はその期間に１月未満の

端数があるときは、これを１月とみなして使用料を算定する。 

６ 算定した使用料の額が１００円に満たないときは、これを１００円とする。 

７ 算定した使用料の額に１０円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるもの

とする。 

８ 算定した使用料の額が使用１件につき１円に満たないときは、使用料を徴収しない
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ものとする。 

９ さや管又は防護受け等の保護物件を伴うもの（以下この項において「使用物件」と

いう。）については、当該さや管又は防護受け等の保護物件も含めて一体の使用物件

とみなして使用料の額を算定するものとする。 

 


