
函館市流水占用料等徴収条例新旧対照表  
現行 改正後 

第１条（略） 第１条（略） 

  第２条  市長は，準用河川（法第１００条第１項の規定により市長が指定

した河川をいう。）について法第２３条から第２５条までの許可を受け

た者から別表に定める流水占用料等を徴収する。 

  ２  流水占用料等の徴収方法は，規則で定める。 

第２条  市長は，準用河川（法第１００条第１項の規定により市長が指定

した河川をいう。）について法第２３条，第２４条または第２５条の許

可を受けた者から別表に定める流水占用料等を徴収する。 

２  流水占用料等の徴収方法は，規則で定める 

第３条～第５条（略） 第３条～第５条（略） 

  

別表 別表 

２ 土地占用料 ２ 土地占用料 

 区分 単位 単価   区分 単位 単価  

 鉱泉地 １口につき

１年 

類似の土地の価格に 100分の６を

乗じて得た額 

  鉱泉地 １口につき

１年 

類似の土地の価格に 100分の６を

乗じて得た額 

 

 建造工作物敷地（外径

が0.4メートル以上の

管を埋設する場合の

敷地を含む。） 

１平方メー

トルにつき

１年 

近傍類似の土地の１平方メートル

当たりの価格に 100分の６を乗じ

て得た額（その額が20円に満たな

い場合にあっては，20円） 

  建造工作物敷地（外径

が0.4メートル以上の

管を埋設する場合の

敷地を含む。） 

１平方メー

トルにつき

１年 

近傍類似の土地の１平方メートル

当たりの価格に 100分の６を乗じ

て得た額（その額が20円に満たな

い場合にあっては，20円） 

 

 農耕用敷地 近傍類似の土地の１平方メートル

当たりの小作料の標準額（農地法

等の一部を改正する法律（平成21

年法律第57号。以下「改正法」と

いう。）第１条の規定による改正

前の農地法（昭和27年法律第229

号）第23条第１項の規定に基づき

函館市農業委員会が改正法の施行

の日の前日において定めていた小

作料の標準額をいう。以下同じ。） 

  農耕用敷地 近傍類似の土地の１平方メートル

当たりの小作料の標準額（農地法

等の一部を改正する法律（平成21

年法律第57号。以下「改正法」と

いう。）第１条の規定による改正

前の農地法（昭和27年法律第229

号）第23条第１項の規定に基づき

函館市農業委員会が改正法の施行

の日の前日において定めていた小

作料の標準額をいう。以下同じ。） 

 

 採草および放牧用敷

地 

近傍の畑の用に供している土地の

１平方メートル当たりの小作料の

標準額に100分の60を乗じて得た

  採草および放牧用敷

地 

近傍の畑の用に供している土地の

１平方メートル当たりの小作料の

標準額に100分の60を乗じて得た

 



額 額 

 鉄道および軌道敷地 80円   鉄道および軌道敷地 80円  

 その他の敷地 近傍類似の土地の１平方メートル

当たりの価格に 100分の５を乗じ

て得た額（その額が10円に満たな

い場合にあっては，10円） 

  その他の敷地 近傍類似の土地の１平方メートル

当たりの価格に 100分の５を乗じ

て得た額（その額が10円に満たな

い場合にあっては，10円） 

 

 漁業および養殖用水

面 

20円   漁業および養殖用水

面 

20円  

 外径が

0.4 メ

ートル

未満の

管の埋

設 

外径が 0.07メ

ートル未満の

もの 

１メートル

につき１年 

16円   外径が

0.4 メ

ートル

未満の

管の埋

設 

外径が 0.07メ

ートル未満の

もの 

１メートル

につき１年 

17円  

 外径が 0.07メ

ートル以上0.1

メートル未満

のもの 

23円   外径が 0.07メ

ートル以上0.1

メートル未満

のもの 

24円  

 外径が0.1メー

トル以上 0.15

メートル未満

のもの 

35円   外径が0.1メー

トル以上 0.15

メートル未満

のもの 

36円  

 外径が 0.15メ

ートル以上0.2

メートル未満

のもの 

46円   外径が 0.15メ

ートル以上0.2

メートル未満

のもの 

47円  

 外径が0.2メー

トル以上0.3メ

ートル未満の

もの 

70円   外径が0.2メー

トル以上0.3メ

ートル未満の

もの 

71円  

 外径が0.3メー

トル以上のも

の 

93円   外径が0.3メー

トル以上のも

の 

95円  

 第１種電柱 １本につき 430円   第１種電柱 １本につき 440円  



 第２種電柱 １年 660円   第２種電柱 １年 680円  

 第３種電柱 900円   第３種電柱 920円  

 第１種電話柱 390円   第１種電話柱 400円  

 第２種電話柱 620円   第２種電話柱 630円  

 第３種電話柱 850円   第３種電話柱 870円  

 その他の柱類 39円   その他の柱類 40円  

 共架電線その他上空

に設ける線類 

１メートル

につき１年 

４円   共架電線その他上空

に設ける線類 

１メートル

につき１年 

４円  

 鉄塔 １基につき

１年 

770円   鉄塔 １基につき

１年 

790円  

 備考 

１ 占用に係る許可の期間が１年未満であるとき，または当該期

間に１年未満の端数があるときは月割りをもって計算するもの

とし，１月未満の端数があるときは１月として計算するものと

する。 

２ １件の占用に係る許可の面積または物件の長さが１平方メー

トルまたは１メートル未満であるときは１平方メートルまたは

１メートルとして計算するものとし，当該面積または物件の長

さに１平方メートルまたは１メートル未満の端数があるときは

その端数を１平方メートルまたは１メートルとして計算するも

のとする。 

３ 第１種電柱とは，電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。

以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が

設置するものに限る。以下この項において同じ。）を支持する

ものを，第２種電柱とは，電柱のうち４条または５条の電線を

支持するものを，第３種電柱とは，電柱のうち６条以上の電線

を支持するものをいうものとする。 

４ 第１種電話柱とは，電話柱（電話その他の通信または放送の

用に供する電線を支持する柱をいい，電柱であるものを除く。

以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者

が設置するものに限る。以下この項において同じ。）を支持す

  備考 

１ 占用に係る許可の期間が１年未満であるとき，または当該期

間に１年未満の端数があるときは月割りをもって計算するもの

とし，１月未満の端数があるときは１月として計算するものと

する。 

２ １件の占用に係る許可の面積もしくは物件の長さが０．０１

平方メートルもしくは０．０１メートル未満であるとき，また

は当該面積もしくは物件の長さに０．０１平方メートルもしく

は０．０１メートル未満の端数があるときは，その全面積もし

くは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算

するものとする。 

３ 第１種電柱とは，電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。

以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が

設置するものに限る。以下この項において同じ。）を支持する

ものを，第２種電柱とは，電柱のうち４条または５条の電線を

支持するものを，第３種電柱とは，電柱のうち６条以上の電線

を支持するものをいうものとする。 

４ 第１種電話柱とは，電話柱（電話その他の通信または放送の

用に供する電線を支持する柱をいい，電柱であるものを除く。

以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を設置する者

が設置するものに限る。以下この項において同じ。）を支持す

 



るものを，第２種電話柱とは，電話柱のうち４条または５条の

電線を支持するものを，第３種電話柱とは，電話柱のうち６条

以上の電線を支持するものをいうものとする。 

５ 共架電線とは，電柱または電話柱を設置する者以外の者が当

該電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。 

るものを，第２種電話柱とは，電話柱のうち４条または５条の

電線を支持するものを，第３種電話柱とは，電話柱のうち６条

以上の電線を支持するものをいうものとする。 

５ 共架電線とは，電柱または電話柱を設置する者以外の者が当

該電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。 

  

  


