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渋川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

渋川市道路占用料徴収条例（平成１８年渋川市条例第２０８号）の一部を

次のように改正する。

別表法第３２条第１項第２号に掲げる物件の項の次に次のように加える。

法第３２条 自動運行 法第２条第 地下に設 長さ１メートル ２

第１項第３ 補助施設 ２項第５号 けるもの につき１年

号に掲げる に規定する その他の ８

施設 自動運行装 もの

置による検

知の対象と

して設置す

る導線その

他の線類

道路の構造又は交通 １本につき１年 ６１０

の状況を表示する標

示柱その他の柱類

その他のも 上空に設 占用面積１平方 ３８０

の けるもの メートルにつき

地下に設 １年 ２３０

けるもの

その他のもの ７６０

別表法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設の項中「第３２条第

１項第３号及び第４号」を「第３２条第１項第４号」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



理 由

道路法等の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。



渋川市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

（単位：円） （単位：円）

占用物件 占用料 占用物件 占用料

単位 金額 単位 金額

法第３２条 第１種電柱 １本につき１年 ４２０ 法第３２条 第１種電柱 １本につき１年 ４２０

第１項第１ 第２種電柱 ６５０ 第１項第１ 第２種電柱 ６５０

号に掲げる 第３種電柱 ８８０ 号に掲げる 第３種電柱 ８８０

工作物 第１種電話柱 ３８０ 工作物 第１種電話柱 ３８０

第２種電話柱 ６１０ 第２種電話柱 ６１０

第３種電話柱 ８３０ 第３種電話柱 ８３０

その他の柱類 ３８ その他の柱類 ３８

共架電線その他上空に設ける線 長さ１メートル ４ 共架電線その他上空に設ける線 長さ１メートル ４

類 につき１年 類 につき１年

地下に設ける電線その他の線類 ２ 地下に設ける電線その他の線類 ２

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ３７０ 路上に設ける変圧器 １個につき１年 ３７０

地下に設ける変圧器 占用面積１平方 ２３０ 地下に設ける変圧器 占用面積１平方 ２３０

メートルにつき メートルにつき

１年 １年

変圧塔その他これに類するもの １個につき１年 ７６０ 変圧塔その他これに類するもの １個につき１年 ７６０

及び公衆電話所 及び公衆電話所

郵便差出箱及び信書便差出箱 ３２０ 郵便差出箱及び信書便差出箱 ３２０

広告塔 表示面積１平方 ９６０ 広告塔 表示面積１平方 ９６０

メートルにつき メートルにつき

１年 １年

その他のもの 占用面積１平方 ７６０ その他のもの 占用面積１平方 ７６０

メートルにつき メートルにつき

１年 １年

法第３２条 外径が０．０７メートル未満の 長さ１メートル １６ 法第３２条 外径が０．０７メートル未満の 長さ１メートル １６

第１項第２ もの につき１年 第１項第２ もの につき１年

号に掲げる 外径が０．０７メートル以上０ ２３ 号に掲げる 外径が０．０７メートル以上０ ２３

物件 ．１メートル未満のもの 物件 ．１メートル未満のもの
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外径が０．１メートル以上０． ３４ 外径が０．１メートル以上０． ３４

１５メートル未満のもの １５メートル未満のもの

外径が０．１５メートル以上０ ４５ 外径が０．１５メートル以上０ ４５

．２メートル未満のもの ．２メートル未満のもの

外径が０．２メートル以上０． ６８ 外径が０．２メートル以上０． ６８

３メートル未満のもの ３メートル未満のもの

外径が０．３メートル以上０． ９１ 外径が０．３メートル以上０． ９１

４メートル未満のもの ４メートル未満のもの

外径が０．４メートル以上０． １６０ 外径が０．４メートル以上０． １６０

７メートル未満のもの ７メートル未満のもの

外径が０．７メートル以上１メ ２３０ 外径が０．７メートル以上１メ ２３０

ートル未満のもの ートル未満のもの

外径が１メートル以上のもの ４５０ 外径が１メートル以上のもの ４５０

法第３２条 自動運行 法第２条第 地下に設 長さ１メートル ２ 法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる 占用面積１平方 ７６０

第１項第３ 補助施設 ２項第５号 けるもの につき１年 施設 メートルにつき

号に掲げる に規定する その他の ８ 法第３２条 地下街及 階数が１のもの １年 Ａに０．

施設 自動運行装 もの 第１項第５ び地下室 ００５を

置による検 号に掲げる 乗じて得

知の対象と 施設 た額

して設置す 階数が２のもの Ａに０．

る導線その ００８を

他の線類 乗じて得

道路の構造又は交通 １本につき１年 ６１０ た額

の状況を表示する標 階数が３以上のもの Ａに０．

示柱その他の柱類 ０１を乗

じて得た

その他のも 上空に設 占用面積１平方 ３８０ 額

の けるもの メートルにつき 上空に設ける通路 ４８０

地下に設 １年 ２３０ 地下に設ける通路 ２９０

けるもの その他のもの ７６０

その他のもの ７６０

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 占用面積１平方 ７６０ （略）

法第３２条 地下街及 階数が１のもの メートルにつき Ａに０．

第１項第５ び地下室 １年 ００５を 備考

号に掲げる 乗じて得 １～９ （略）

施設 た額

階数が２のもの Ａに０．
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００８を

乗じて得

た額

階数が３以上のもの Ａに０．

０１を乗

じて得た

額

上空に設ける通路 ４８０

地下に設ける通路 ２９０

その他のもの ７６０

（略）

備考

１～９ （略）


