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附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めがあるもののほか、名古屋市上下水道局（以下「局」という。）に

おける公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。 

（公有財産の定義） 

第２条 この規程において「公有財産」とは、局の所有に属する財産のうち次に掲げるものをいう。 

(１) 不動産 

(２) 前号に掲げる不動産の従物 

(３) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利 

(４) 特許権、実用新案権その他これらに準ずる権利 

第２章 公有財産の取得 

（事前調査等） 

第２条の２ 公有財産の取得に当たっては、あらかじめ当該財産の現況を実地に調査するとともに、

その数量、品質及び権利関係等を明らかにする資料及び必要な図面並びに当該財産の管理に支障

を及ぼすおそれのある事項を調査しなければならない。 

２ 前項に規定する取得財産に係る現況調査に当たっては、当該財産がその用途及び目的に照らし

て適切かつ有効に利用できるものであることを確認しなければならない。 

第３条 公有財産となるべき財産を取得しようとする場合において、当該財産について物権の設定

その他特殊の義務があるときは、当該権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置

を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。 

第３条の２ 土地を取得しようとするときは、実測しなければならない。ただし、既に確実な実測

がなされているときその他上下水道局長（以下「局長」という。）が特に認めるときは、この限

りでない。 

（取得価格の評価） 

第３条の３ 公有財産を取得しようとする場合には、その種類、立地条件その他の状況から、その

時価を客観的に評価しなければならない。 

（登記又は登録） 

第４条 局において登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録をしな

ければならない。 
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（代金支払の時期） 

第５条 公有財産を取得する場合の代金の支払は、登記又は登録を要するものにあってはその登記

又は登録を完了した後、その他のものにあってはその引渡しを受けた後でなければこれを行うこ

とができない。ただし、局長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

第３章 公有財産の管理 

第１節 総則 

（有効利用） 

第５条の２ 公有財産は、常に良好な状態においてこれを管理し、行政財産については局事業の遂

行に最も適合するように、普通財産についてはその経済的価値を十分に発揮させることによって

局事業に寄与するように有効利用しなければならない。 

（市長等への所管換等） 

第５条の３ 公有財産を市長、教育委員会又は他の公営企業管理者に所管換し、若しくは使用させ

る場合、又は局内で公有財産を異なる会計間で移す場合には、有償とする。ただし、特別な理由

があると認める場合は、この限りでない。 

（平常管理） 

第５条の４ 局長は、公有財産の現況を把握し、特に次に掲げる事項について留意しなければなら

ない。 

(１) 維持、保存及び使用の状況 

(２) 土地の境界 

(３) 電気、ガス、給排水及び防火施設の整備の状況 

(４) 管理台帳と現況との符合 

(５) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産の使用料又は貸付料 

（滅失又は損傷の報告） 

第５条の５ 課（室を含む。）又は公所の長は、天災その他の事故によりその管理する公有財産を

滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を詳細な調書を添えて企画経理部資産活用課長を経

由して局長に報告しなければならない。ただし、損害額の軽微なものであると認められるものを

除く。 

（居住の制限） 

第５条の６ 局長は、その管理する行政財産に属する建物（職員寮を除く。）に職員又はその他の

者を居住させてはならない。ただし、財産の管理又は取締りのため特に必要があるときは、この
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限りでない。 

第２節 行政財産の貸付け等 

（行政財産の貸付け又は私権の設定に係る関係規定の準用） 

第６条 第７条の２、第18条、第19条、第20条から第22条まで、第23条の２、第23条の３、第24条

から第31条まで及び第32条の２から第35条の２までの規定は、地方自治法（昭和22年法律第67号。

以下「法」という。）第238条の４第２項から第４項までの規定による行政財産の貸付け又はこれ

への私権の設定に準用する。この場合において、第20条中「使用許可を取り消され、又は使用許

可」とあるのは「契約を解除され、又は契約」と、第34条中「法第238条の５第４項及び第６項」

とあるのは「法第238条の５第４項」と読み替える。 

２ 第７条の２、第18条、第19条、第20条から第22条まで、第23条の２、第23条の３、第24条から

第28条まで（第26条第１項第５号及び第７号を除く。）、第31条及び第32条の２から第35条の２

までの規定は、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第26条の５の規定による行政財産

である土地の貸付けをする場合に準用する。この場合において、第20条中「使用許可を取り消さ

れ、又は使用許可」とあるのは「契約を解除され、又は契約」と、第24条中「土地及び建物」と

あるのは「土地」と、第26条第１項第６号中「土地又は建物」とあるのは「土地」と、第34条中

「法第238条の５第４項及び第６項」とあるのは「法第238条の５第４項」と読み替える。 

３ 第７条の２、第18条、第19条、第20条から第22条まで、第23条の２、第23条の３、第24条から

第31条まで（第26条第１項第５号及び第７号を除き、民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律（平成11年法律第117号。以下「ＰＦＩ法」という。）第69条第６項及び第

７項並びに第70条第５項の規定による行政財産の貸付けの場合にあっては、第29条及び第31条を

除く。）及び第32条の２から第35条の２までの規定は、ＰＦＩ法第69条第６項から第10項まで及

び第70条第５項から第８項までの規定による行政財産の貸付けの場合に準用する。この場合にお

いて、第20条中「使用許可を取り消され、又は使用許可」とあるのは「契約を解除され、又は契

約」と、第34条中「法第238条の５第４項及び第６項」とあるのは「法第238条の５第４項」と読

み替える。 

（使用許可の範囲） 

第７条 行政財産の目的外使用の許可（以下「使用許可」という。）は、第８条に規定する場合の

ほか、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。 

(１) 国、地方公共団体その他公共団体（以下「公共団体」という。）又は公共的団体の事務遂

行上使用させることが必要と認められるとき。 
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(２) 運輸事業、電気事業、ガス事業、通信事業その他の公益事業の用に供するため必要がある

と認められるとき。 

(３) 局の指導監督を受けて局の事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体

が、当該事業の用に供するため必要があると認められるとき。 

(４) 局の工事又は作業を施行するに当たり、工事人等が当該工事又は作業の用に供するため必

要があると認められるとき。 

(５) 当局の事業と密接に関連する施設のために使用させるとき。 

(６) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間利用させる

とき。 

(７) 削除 

(８) その他局長が特に必要と認めるとき。 

（使用許可を行わない場合） 

第７条の２ 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を行わないものとする。 

(１) 政治的又は宗教的用途に供する場合 

(２) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号。以下「風営法」

という。）第２条第１項に規定する風俗営業その他これに類する業の用途に供する場合 

(３) 風営法第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用途に供する

場合 

(４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に

規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが

指定されている者を利する用途に供する場合 

(５) 公序良俗に反するおそれがある場合 

(６) 周辺環境を損なうおそれがある場合 

(７) 当局の事業の遂行や当該行政財産の管理上支障の生じるおそれがある場合 

第８条 事業の遂行上、支障がないと局長が認めるときは、有料広告物（以下「広告物」という。）

の掲出を許可することができる。 

２ 次の各号のいずれかに該当する広告物は、掲出してはならない。 

(１) 公序良俗に反すると認められるもの 

(２) 著しく誇張し、又は不健全な内容と認められるもの 

(３) 通行人に不潔又は不快な感情を抱かせると認められるもの 
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(４) 局の信用を害するおそれがあると認められるもの 

(５) その他局長が不適当と認めるもの 

（使用許可の申請） 

第９条 使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書（別記様式第１。以下「申請書」

という。）により局長に申請しなければならない。使用許可に係る事項を変更しようとするとき

も、同様とする。 

２ 次条第１項ただし書の規定により更新に係る使用許可を受けようとする者は、使用許可の期間

が満了する30日前までに申請書により局長に申請しなければならない。 

（使用許可の期間） 

第10条 使用許可の期間は、１年以内とする。ただし、必要に応じて１年を超えない範囲で更新す

ることができる。 

２ 使用許可を受ける目的が電柱、ガス管等の設置、その他局長が特に認めるものであるときは、

使用許可の期間について、前項の規定によらないことができる。 

（使用許可書の交付） 

第11条 使用許可を行うときは、申請人に行政財産使用許可書（別記様式第２）を交付する。 

２ 使用許可を行わないものと決定したときは、速やかにその旨を申請人に通知しなければならな

い。 

（使用料） 

第12条 使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、次に定める基準等により局長が定め

る額の使用料を納付しなければならない。 

(１) 土地の使用に係る使用料の月額の基準は、当該使用に係る土地の適正な評価額に1,000分の

３を乗じて算出した額 

(２) 建物の使用に係る使用料の月額の基準は、当該使用に係る建物及びその敷地についてそれ

ぞれ次により算出した額を合計した額（以下次号において「基準使用料額」という。）に消費

税法（昭和63年法律第108号）第29条の税率を乗じて得た額（以下「消費税額」という。）及び

消費税額に地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の83の税率を乗じて得た額（以下「地方消

費税額」という。）を加算した額（その額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を

切り捨てる。） 

ア 当該建物の適正な評価額に1,000分の６を乗じて算出した額 

イ 当該建物の敷地に相当する面積の土地について前号の規定により算出した土地の使用料に
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相当する額 

(３) 建物の一部の使用に係る使用料の月額の基準は、基準使用料額に当該建物の延べ面積に対

する使用面積の割合を乗じて算出した額に消費税額及び地方消費税額を加算した額（その額に

１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てる。） 

(４) 電柱、地下埋設管その他の工作物、物件等を設けるための行政財産の使用に係る使用料の

額については、別表に定める額 

(５) 削除 

(６) 前各号によることが不適当な場合は、その使用の態様に応じ、通常の実例価額を基準とし

て定める額 

２ 前項第１号の規定を適用する場合において、使用許可の期間が１月未満であるときは、同号の

規定にかかわらず、同号中「算出した額」とあるのは「算出した額に消費税額及び地方消費税額

を加算した額（その額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てる。）」と読

み替えるものとする。 

３ 第１項第４号の規定を適用する場合において、使用許可の期間が１月未満であるときは、同号

の規定にかかわらず、同号中「別表に定める額」とあるのは「別表に定める額に消費税額及び地

方消費税額を加算した額（その額に１円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨て

る。）」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の使用料（以下単に「使用料」という。）の額が月額で定められている使用許可に係る

使用の期間が１月未満であるとき又は当該期間に１月未満の端数があるときの使用料の額は、当

該１月未満の期間については、日割で計算する。この場合において、日額は、第１項各号及び前

２項の規定により算出した額の30分の１の額とする。 

５ 使用料の額が年額で定められている使用許可に係る使用の期間が１年未満であるとき又は当該

期間に１年未満の端数があるときの使用料の額は、当該１年未満の期間については、月割で計算

する。この場合において、なお１月未満の端数があるときは１月として計算する。 

６ 前各項の規定にかかわらず、広告物の掲出に係る使用料は、局長が別に定める額とする。 

（使用料の最低限度額） 

第13条 前条（第１項第４号を除く。）の規定により算出して得た使用料の額が200円未満となるも

のにあっては、これを200円とする。 

（無償使用） 

第14条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政財産を無償で使用させることができ
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る。 

(１) 公共団体が公共性の高い事務の遂行上使用するとき。ただし、当該使用が局の円滑な事業

運営に寄与する場合に限る。 

(２) 近隣の使用者がその生活、生命及び安全等の保持に供するため行政財産を使用することが

必要不可欠であるとき。 

(３) 地元住民等により組織された公共的団体（局長が別に定めるものに限る。次条第１項第３

号において同じ。）が局の円滑な事業運営のために設置された施設を使用するとき。 

(４) 使用者が電気、ガス等を局の施設に供給するため使用するとき。 

(５) 使用者が局との共同研究を実施するため使用するとき。 

(６) 第７条第６号に掲げる場合に該当するとき。 

（使用料の減免） 

第14条の２ 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政財産の使用料の全部又は一部を

減免することができる。 

(１) 公共団体が使用するとき（前条第１号又は第２号に該当する場合を除く。）。 

(２) 公共的団体のうち局長が別に定めるものが使用するとき（前条第２号に該当する場合を除

く。）。ただし、当該使用が局の円滑な事業運営に寄与する場合に限る。 

(３) 地元住民等により組織された公共的団体が住民の生活、生命及び安全等の保持に供するた

め使用するとき。ただし、当該使用が局の円滑な事業運営に寄与する場合に限る。 

(４) 局の指導監督を受けて局の事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体

が、当該事業の用に供するため使用するとき。 

(５) その他局長が特に必要があると認めるとき。 

２ 災害その他の使用者の責に帰することのできない事由により、使用許可を受けた行政財産の全

部又は一部を使用できないときは、その実情に応じて使用料の全部又は一部を減免することがで

きる。 

３ 前２項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を局長に

提出しなければならない。 

（使用料の納付） 

第15条 使用料は、使用者から使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、局長が特別

の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることがで

きる。 
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（使用料の不還付） 

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため使用許可を取り消し

たときその他特別の理由があると認めるときは、局長は、その全部又は一部を還付することがで

きる。 

（督促及び延滞金） 

第17条 使用料を納付期限までに納付しないときは、納付期限経過後20日以内に納付すべき期限を

指定して督促する。 

２ 前項の規定により督促した場合において指定した期限までに使用料を納付しないときは、使用

料に年14.6パーセント（督促をする前の期間又は督促状に指定した期限以前の期間については、

年7.3パーセント）の割合で納付期限の翌日から納付した日までの日数によって算出した額の延滞

金を徴収する。 

３ 前項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とす

る。 

４ 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料に1,000円未満の端数がある

とき、又はその使用料の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て

る。 

５ 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

６ 局長は、特別の理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

（保証金） 

第18条 使用者は、使用料の３月分に相当する額以上の保証金を納付しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、保証金の全部又は一部を免

除することができる。 

(１) 使用許可の期間が３月以内であるとき。 

(２) 使用料を前納したとき。 

(３) 公共団体又は公共的団体が事務遂行上使用するとき。 

(４) その他局長が特に認めたとき。 

３ 第１項の規定による保証金（以下単に「保証金」という。）は、使用料又は延滞金の納付を遅

延した場合においてこれに充当するほか、当該使用により生ずる一切の損害の賠償に充当する。 

４ 前項の規定による充当により保証金に不足が生じたときは、これを追納させる。 
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５ 保証金は、使用者が第20条の規定により使用物件を原状に回復したのち、これを還付する。 

６ 保証金には、利子を付さないものとする。 

（保全義務） 

第18条の２ 使用者は、常に善良な管理者の注意をもって使用許可を受けた行政財産（以下「使用

物件」という。）を維持保全しなければならない。 

（用途変更の禁止） 

第19条 使用者は、局長の承認を受けなければ、使用物件を指定された目的又は用途以外の使用に

供し、又はその形質を変更してはならない。 

（変更の届出） 

第19条の２ 使用者は、住所又は氏名（法人にあっては、その名称、所在地又は代表者の氏名）を

変更したときは、速やかに局長に届け出なければならない。 

（原状回復義務） 

第20条 使用許可を取り消され、又は使用許可の期間が満了したときは、使用者は、局長の指定す

る期限までに自己の負担において使用物件を原状に復さなければならない。ただし、局長がその

必要がないと認めるときは、この限りでない。 

（滅失、毀損の届出等） 

第21条 使用者は、使用物件を滅失し、又は毀損したときは、直ちに局長に届け出なければならな

い。 

２ 使用者は、自己の責に帰すべき事由により使用物件を滅失し、又は毀損したときは、局長の指

示に従い復旧その他の措置を行わなければならない。 

（必要費の支出） 

第22条 使用者が使用物件について必要費を支出することがあっても、局は、その償還の責を負わ

ない。 

（使用許可の取消し又は変更） 

第23条 局長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は

その内容を変更することができる。 

(１) 使用許可の条件に違反したとき。 

(２) ３月以上使用料の納付を怠ったとき。 

(３) 局の事業の用に供するため必要が生じたとき。 

２ 前項第１号又は第２号の規定により使用許可を取り消し、又はその内容を変更したときは、既
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納の使用料は還付しないものとする。 

３ 第１項の使用許可の取消し、又はその内容の変更により、使用者に損害が生ずることがあって

も、局は、その責任を負わない。 

（調査協力義務） 

第23条の２ 局長は、使用物件の使用状況を実地に調査することができる。この場合において、使

用者はこれに協力しなければならない。 

（光熱水費等の負担） 

第23条の３ 使用者は、使用物件の使用に伴う電話、電気、ガス、水道等の諸設備の利用に必要な

経費を負担しなければならない。 

（通勤用自家用車に係る使用許可） 

第23条の４ 第９条から第15条まで、第18条及び第23条の規定にかかわらず、職員がその通勤に使

用する自動車の駐車の用に供するものに係る使用許可については、別に定める。 

第３節 普通財産の貸付け 

（貸付けの基準） 

第23条の５ 普通財産は、将来の利用又は公益性を妨げないと認める範囲内において、公益上必要

がある場合のほか、その経済的な運用により収益を得ることを目的とする場合に貸し付けること

ができる。 

（随意契約による貸付け） 

第24条 普通財産のうち土地及び建物については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、随

意契約により貸し付けることができる。 

(１) 公共団体又は公共的団体が事務遂行上使用するため、当該団体に貸し付けるとき。 

(２) 土地収用法（昭和26年法律第219号）第３条に掲げる事業その他の公共事業の用に供するた

め、当該事業者に貸し付けるとき。 

(３) 局の指導監督を受けて局の事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体

が当該事業の用に供するため、その団体に貸し付けるとき。 

(４) 臨時の設備その他一時使用を目的として貸し付けるとき。 

(５) その他局長が特に必要と認めるとき。 

（借受申込み） 

第25条 普通財産を借り受けようとする者は、公有財産借受申請書（別記様式第３）により局長に

申し込まなければならない。公有財産借受申請書により申請した事項を変更しようとするときも、
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同様とする。 

２ 次条第２項の規定により貸付期間を更新しようとする者は、貸付の期間が満了する30日前まで

に前項に定める申請書により局長に申し込まなければならない。 

（貸付期間） 

第26条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる財産の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める期

間とする。 

(１) 定期借地権（借地借家法（平成３年法律第90号）第22条の規定による特約付きの借地権を

いう。）を設定することを目的とする土地 50年以上60年以下 

(２) 建物譲渡特約付借地権（借地借家法第24条第１項の規定による特約付きの借地権をいう。）

を設定することを目的とする土地 30年以上40年以下 

(３) 事業用定期借地権等（借地借家法第23条に規定する借地権をいう。）を設定することを目

的とする土地 10年以上50年未満 

(４) 前３号及び第６号に掲げる土地以外の土地 30年以内 

(５) 建物その他の物件で一時使用を目的としないもの 10年以内 

(６) 臨時的使用を目的として貸し付けられる土地又は建物 １年以内 

(７) 前各号に掲げるもの以外のもの １年以内 

２ 前項の規定にかかわらず、同項第１号又は第２号に掲げる財産について貸付けを行う場合にお

いて、局長が特に必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に定める期間を超えて貸付期間

を定めることができる。 

３ 第１項第４号から第６号までの規定により定められた期間は、更新することができる。ただし、

次に掲げる期間を超えて更新することはできない。 

(１) 第１項第４号に掲げるもの 10年。ただし、借地権設定後の最初の更新にあっては、20年

とする。 

(２) 第１項第５号及び第６号に掲げるもの 当該各号に定める期間 

（貸付契約） 

第27条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項を契約の内容としなければならない。 

(１) 借受人の住所及び氏名（法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名） 

(２) 貸し付ける普通財産（以下「貸付物件」という。）の名称、所在地、種類及び数量 

(３) 使用目的 

(４) 貸付期間 
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(５) 貸付料の額、納付及び改定に関する事項 

(６) 保証金の額、納付及び返還に関する事項（第32条又は第32条の２の規定により保証金を納

付させるときに限る。） 

(７) 使用上の制限に関する事項 

(８) 貸付契約の解除に関する事項 

(９) 原状回復及び損害賠償に関する事項 

(10) 維持修繕の費用その他費用に関する事項 

(11) 光熱水費等の負担に関する事項 

(12) 有益費等の請求権の放棄に関する事項 

(13) 違約金に関する事項 

(14) その他必要と認める事項 

（貸付料） 

第28条 普通財産の貸付料の額については、次に定めるとおりとする。 

(１) 競争入札に付するとき 落札価額 

(２) 第26条第１項第１号から第３号までに掲げる財産を貸し付けるとき 保証金の額及び使用

の態様に応じ、実例価額を基準として定める額 

(３) 前２号の規定によらないとき 土地の使用に係る貸付料にあっては当該使用に係る土地の

適正な評価額に1,000分の３を乗じて算出した額、建物の使用に係る貸付料にあっては当該使用

に係る建物の適正な評価額に1,000分の６を乗じて算出した額及び当該建物の敷地に相当する

面積の土地の適正な評価額に1,000分の３を乗じて算出した額に相当する額を合計した額に消

費税額及び地方消費税額を加算した額（その額に１円未満の端数がある場合には、その端数金

額を切り捨てる。） 

２ 前項第２号及び第３号の規定にかかわらず、局長が特に必要と認めるときは、別に定めるとこ

ろにより貸付料を調整することができる。 

３ 第１項第１号又は第３号の規定を適用する場合において当該普通財産の貸付期間が１月未満で

あるとき、又は貸付期間に１月未満の端数があるときの貸付料の額は、当該１月未満の期間につ

いては、日割で計算する。この場合において、日額は、第１項第１号又は第３号の規定により算

出した額の30分の１の額とする。 

（無償又は減額貸付け） 

第29条 普通財産は、公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業（以下「公
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用等」という。）の用に供するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることが

できる。 

（貸付料の減免） 

第30条 風水害その他借受人の責に帰することのできない事由により、当該普通財産を使用の目的

に供し難いと認めるときは、当該普通財産の貸付けに係る貸付料を減免することができる。 

（督促及び延滞金） 

第31条 貸付料を納付期限までに納付しないときは、納付期限経過後20日以内に納付すべき期限を

指定して督促する。 

２ 前項の規定により督促した場合において指定した期限までに貸付料を納付しないときは、納期

限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、貸付料につき、貸付契約締結日における政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣

が決定する率を乗じて計算した額を延滞金（当該金額が100円未満の場合を除く。）として徴収し

なければならない。ただし、特にやむを得ないと認められる事由があるときは、延滞金を徴収せ

ず、又は未納部分に係るものについてのみ徴収することができる。 

３ 前項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とす

る。 

（保証金） 

第32条 普通財産を貸し付ける場合の保証金については、次条に定めるものを除き、第18条の規定

を準用する。 

第32条の２ 第26条第１項第１号から第３号までに掲げる土地を貸し付ける場合には、通常の実例

価額を基準として定める保証金を納付させなければならない。 

２ 前項の保証金は、土地の引渡しを受けた後に借受人の請求により返還する。ただし、局におい

て建物の取壊費用等を負担した場合は、保証金の額からその費用を控除した額を返還する。 

３ 第１項の保証金には、利子を付さない。 

（用途の指定） 

第32条の３ 一定の用途を指定して普通財産を貸し付ける必要がある場合には、用途並びにその用

途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。 

（転貸等の禁止） 

第33条 借受人は、局長の承認を得なければ、借受物件を転貸し、若しくは権利を譲渡し、又はそ

の権利を担保に供してはならない。 
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２ 局長は、借受物件の使用について、第７条の２各号のいずれかに該当する場合には、借受人に

対し、前項の承認を行わないものとする。 

（契約の解除） 

第34条 普通財産の貸付けは、法第238条の５第４項及び第６項に定める場合のほか、契約条項に違

反したときは、その契約を解除することができる。 

（貸付料の不還付） 

第35条 借受人の責に帰すべき事由により貸付契約を解除したときは、既納の貸付料は、還付しな

いものとする。 

（借受人による変更の届出） 

第35条の２ 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに局長に届け出なければな

らない。 

(１) 住所又は氏名（法人にあっては、その名称、所在地又は代表者の氏名）を変更したとき。 

(２) 借受人の地位について、相続又は合併による包括承継その他の変動を生じたとき。 

（準用規定） 

第36条 第７条の２、第18条の２、第19条、第20条から第22条まで、第23条の２及び第23条の３の

規定は、普通財産の貸付けについて準用する。この場合において、第20条中「使用許可を取り消

され、又は使用許可の期間が満了したとき」とあるのは、「契約を解除され、又は契約の期間が

満了したとき」と読み替えるものとする。 

第４章 公有財産の処分 

（処分の原則） 

第36条の２ 普通財産の処分は、社会公共の利益に適合するとともに、局の財政運営にも寄与しな

ければならない。 

（普通財産の交換） 

第37条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換す

ることができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の４分の１を超えるときは、この

限りでない。 

(１) 局において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。 

(２) 公共団体又は公共的団体において公用等の用に供するため、局の普通財産を必要とすると

き。 

(３) 前２号のほか、交換することが局に有利であると認めるとき。 
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２ 前項に規定するもののほか、普通財産のうち土地及び土地の定着物（以下この項において「土

地等」という。）は、局長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認める場合には、当該

土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又は当該土地の上に存する借地権の

一部と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の４分の１を超える

ときは、この限りでない。 

３ 前２項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額は、金銭

で補足するものとする。 

（無償又は減額譲渡） 

第38条 普通財産は、公共団体又は公共的団体において公用等の用に供するときその他局長が特に

必要があると認めるときは、無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。 

（売払方法） 

第39条 普通財産のうち土地又は建物の売払いについては、次の各号のいずれかに該当するときに

限り、随意契約を行うことができる。 

(１) 公共団体又は公共的団体が公用等の用に供するため当該団体に売り払うとき。 

(２) 土地収用法第３条に掲げる事業の用に供するため当該事業者に売り払うとき。 

(３) 局の指導監督を受けて局の事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体

が当該事業の用に供するため当該団体に売り払うとき。 

(４) 借地権者にその土地を、借家権者にその建物を、又は建物の存する土地の所有者にその建

物をそれぞれ売り払うとき。 

(５) 土地の形状又は付近の状況により隣接土地所有者のみが使用又は収益可能な土地を当該隣

接土地所有者に売り払うとき。 

(６) 局の事業の施行のために取得する土地の所有者及びその土地に定着する建物の所有者並び

にそれらの使用者に、それらの者の生活再建のために特に必要と認めて売り払うとき。 

（代金の納付） 

第40条 普通財産の売払代金及び交換差金は、別に定める場合を除き、当該財産の引渡し又は登記

若しくは登録の時までにこれを納付させなければならない。 

（延納） 

第41条 普通財産の売払代金又は交換差金は、局長が特に必要と認めるときは、延納させることが

できる。 

２ 前項の場合における延納期限及び延納利率その他延納に関する事項は、別に定める範囲内にお
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いて局長が定めるものとする。 

（交換契約等の解除） 

第42条 普通財産の交換を受けた者、買受人又は譲受人が次の各号のいずれかに該当するときは、

局長は、当該契約を解除することができる。 

(１) 交換差金又は売払代金を期限までに納付しなかったとき。 

(２) 用途指定の条件に違反したとき。 

(３) 契約条項に違反したとき。 

（普通財産の売払い等に係る用途の指定） 

第42条の２ 一定の用途を指定して普通財産を交換若しくは譲渡又は売払いにより処分する必要が

ある場合には、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければなら

ない。 

第５章 雑則 

（交換契約書等の様式） 

第43条 交換契約書、売払契約書及び譲渡契約書の様式は、別に定める。 

（委任） 

第44条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則

１ この規程は、発布の日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる規程は、廃止する。 

(１) 名古屋市水道局公有財産規程（昭和42年名古屋市水道局管理規程第４号） 

(２) 名古屋市下水道局公有財産規程（昭和46年名古屋市下水道局管理規程第32号） 

３ この規程の施行の際、前項の規定による廃止前の名古屋市水道局公有財産規程又は名古屋市下

水道局公有財産規程の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規程の相当規定に基

づいてなされたものとみなす。 

４ 当分の間、第17条第２項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割

合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（地方税法（昭和25年法律第226号）附則第

３条の２第１項に規定する特例基準割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たな

い場合には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年14.6パーセント

の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加

算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を
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加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセント

の割合）とする。 

附 則（平成13年３月30日上下水道局管理規程第６号） 

１ この規程は、平成13年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の名古屋市上下水道局聴聞規程等（以下「改

正前各規程」という。）の規定に基づいて提出されている申請、申込又は届出に係る書類は、こ

の規程による改正後の名古屋市上下水道局聴聞規程等（以下「改正後各規程」という。）の規定

に基づいて提出されたものとみなす。 

３ この規程の施行の際、現に改正前各規程の規定に基づいて交付されている許可又は証明に係る

書類は、改正後各規程の規定に基づいて交付されたものとみなす。 

４ この規程の施行の際、改正前各規程の規定に基づいて調製されている用紙でなお残量のあるも

のは、改正後各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

附 則（平成14年３月27日上下水道局管理規程第６号） 

この規程は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月24日上下水道局管理規程第７号） 

この規程は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月30日上下水道局管理規程第17号） 

この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年７月30日上下水道局管理規程第20号） 

この規程は、発布の日から施行し、この規程による改正後の名古屋市上下水道局公有財産規程の

規定は、平成19年７月19日から実施する。 

附 則（平成20年12月25日上下水道局管理規程第41号） 

この規程は、発布の日から施行する。 

附 則（平成21年３月27日上下水道局管理規程第３号抄） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成21年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

附 則（平成21年10月16日上下水道局管理規程第22号） 

この規程は、発布の日から施行し、この規程による改正後の名古屋市上下水道局公有財産規程の

規定は、平成21年９月１日から適用する。 

附 則（平成25年３月28日上下水道局管理規程第11号） 
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この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月26日上下水道局管理規程第30号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成26年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後の名古屋市上下水道局公有財産規程（以下「改正後規程」という。）第

17条の規定は、施行日以後に納付される延滞金について適用する。 

３ 改正後規程附則第４項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用

し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成26年３月14日上下水道局管理規程第３号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

（下水暗渠(きょ)の使用許可等に係る名古屋市上下水道局公有財産規程の特例を定める規程の一

部改正） 

２ 下水暗渠(きょ)の使用許可等に係る名古屋市上下水道局公有財産規程の特例を定める規程（平

成12年名古屋市上下水道局管理規程第50号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成27年３月31日上下水道局管理規程第16号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正前の名古屋市上下水道局公有財産規程（以下「改正前規程」という。）の

規定に基づきなされた自動販売機その他の機器の設置に係る使用許可及び当該使用許可の期間の

更新については、改正前規程の規定は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。 

３ 前項に規定する使用許可の期間については、１回に限り更新することができる。 

附 則（平成27年11月30日上下水道局管理規程第25号） 

この規程は、平成27年12月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月29日上下水道局管理規程第９号） 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月27日上下水道局管理規程第２号） 
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この規程は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月30日上下水道局管理規程第11号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和元年10月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正前の名古屋市上下水道局公有財産規程第７条の規定に基づき行った使用許

可（使用許可の期間の開始日が平成31年４月１日以降であり、かつ、当該期間の末日が施行日以

降であるものに限る。）に係る使用料の算定については、この規程による改正後の名古屋市上下

水道局公有財産規程第12条の規定を適用する。 

（下水暗渠(きょ)の使用許可等に係る名古屋市上下水道局公有財産規程の特例を定める規程の一

部改正） 

３ 下水暗渠(きょ)の使用許可等に係る名古屋市上下水道局公有財産規程の特例を定める規程（平

成12年名古屋市上下水道局管理規程第50号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（令和２年３月31日上下水道局管理規程第16号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、この規程による改正前の名古屋市上下水道局公有財産規程の規定に基づ

き調製されている様式でなお残量のあるものは、改正後の名古屋市上下水道局公有財産規程（以

下「改正後規程」という。）の規定にかかわらず、当分の間、改正後規程の様式の要件を満たす

よう修正して使用することができる。 
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別表（第12条関係） 

種別 単位 使用料 

市内地 市外地 

第１種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線類１本につき１月 185 120

第２種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線類 285 185

第３種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線類 390 255

第１種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

類 

165 115

第２種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

類 

265 175

第３種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

類 

375 245

その他の柱類 360 240

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルにつき

１年 

20 15

地下電線その他地下に設ける線類 10 ５

変圧塔及び公衆電話所 １個につき１月 260 175

送電塔 １平方メートルにつき

１月 

260 175

地下埋設管外径が0.1メートル未満のもの 長さ１メートルにつき

１月 

10 ５

外径が0.1メートル以上0.2メート

ル未満のもの 

15 10

外径が0.2メートル以上0.4メート

ル未満のもの 

35 25

外径が0.4メートル以上1.0メート

ル未満のもの 

85 60

外径が1.0メートル以上のもの 165 115

鉄道、軌道及び簡易軌条 １平方メートルにつき

１月 

260 175

標識 １本につき１月 210 140
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備考 

１ 金額の単位は、円とする。 

２ 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。以下この号において同じ。）を

支持するものを、第２種電柱とは電柱のうち４条又は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。 

３ 第１種電話柱とは電話柱（電話その他の通信又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。以下この号において同じ。）を支持するものを、第２種電話

柱とは電話柱のうち４条又は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。 

４ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する

電線をいう。 
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別記様式第１（第９条関係） 
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別記様式第２（第11条関係） 
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別記様式第３（第25条関係） 
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