議案第８１号

藤沢市手数料条例の一部改正について
藤沢市手数料条例の一部を次のように改正する。
２０１６年（平成２８年）２月２６日提出
藤沢市長
鈴

木

恒

夫

藤沢市手数料条例の一部を改正する条例
藤沢市手数料条例（平成１２年藤沢市条例第４８号）の一部を次のように改正す
る。
別表第４の１の表に次のように加える。
６３

法第１２条第８項に規定する台帳の記載事項に関する
証明

１件

４００円

６４

法第８６条第８項に規定する図書の写しの交付

１件

４００円

６５

法第９３条の２に規定する国土交通省令で定める書類
の写しの交付

１件

４００円

別表第４の２の表１の項法第５条第１項から第３項までの規定による長期優良住
宅建築等計画の認定の申請に対する審査（当該申請に併せて法第６条第２項の規定
による適合審査の申出を行う場合を除く。）の項
（１）
申請前にあらかじめ当該計画に
ついて登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けている場合の項金額の欄中
「一戸建て住宅」を「新築住宅のうち一戸建て住宅」に，「共同住宅等」を「新築
住宅のうち共同住宅等」に改め，同欄に次の２号を加える。
（３） 既存住宅のうち一戸建て住宅については，９，
１００円
（４） 既存住宅のうち共同住宅等については，次のアからクまでに掲げる建築物の
住戸の総数に応じ，それぞれアからクまでに定める額を申請戸数で除して得た
額（その額に１００円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）
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ア

１戸から５戸まで

１８，
０００円

イ

６戸から１０戸まで

ウ

１１戸から３０戸まで

４６，
０００円

エ

３１戸から５０戸まで

８７，
０００円

オ

５１戸から１００戸まで

カ

１０１戸から２００戸まで

２５０，
０００円

キ

２０１戸から３００戸まで

３００，
０００円

ク

３０１戸以上

３２，
０００円

１５０，
０００円

３２０，
０００円

別表第４の２の表１の項法第５条第１項から第３項までの規定による長期優良住
宅建築等計画の認定の申請に対する審査（当該申請に併せて法第６条第２項の規定
による適合審査の申出を行う場合を除く。）の項
（２）
申請前にあらかじめ当該計画に
ついて登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けている場合（限界耐力計算
を要する場合を除く。）の項中「一戸建て住宅」を「新築住宅のうち一戸建て住
宅」に，「共同住宅等」を「新築住宅のうち共同住宅等」に改め，同表１の項法第
５条第１項から第３項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対
する審査（当該申請に併せて法第６条第２項の規定による適合審査の申出を行う場
合を除く。）の項
（３）
(１）
及び
（２）
以外の場合の項金額の欄中「一戸建て住宅」を「新
築住宅のうち一戸建て住宅」に，「共同住宅等」を「新築住宅のうち共同住宅等」
に改め，同欄に次の２号を加える。
（３） 既存住宅のうち一戸建て住宅については，６８，
０００円
（４） 既存住宅のうち共同住宅等については，次のアからクまでに掲げる建築物の
住戸の総数に応じ，それぞれアからクまでに定める額を申請戸数で除して得た
額（その額に１００円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）
ア

１戸から５戸まで

１６０，
０００円

イ

６戸から１０戸まで

ウ

１１戸から３０戸まで

５１０，
０００円

エ

３１戸から５０戸まで

９１０，
０００円

オ

５１戸から１００戸まで

カ

１０１戸から２００戸まで

２，
９００，
０００円

キ

２０１戸から３００戸まで

４，
１００，
０００円

２６０，
０００円

１，
６００，
０００円
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ク

３０１戸以上

５，
０００，
０００円

別表第４の２の表２の項法第５条第１項から第３項までの規定による長期優良住
宅建築等計画の認定の申請に対する審査（当該申請に併せて法第６条第２項の規定
による適合審査の申出を行う場合に限る。）の項
（１）
申請前にあらかじめ当該計画に
ついて登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けている場合の項金額の欄中
「一戸建て住宅」を「新築住宅のうち一戸建て住宅」に，「共同住宅等」を「新築
住宅のうち共同住宅等」に改め，同欄に次の２号を加える。
（３） 既存住宅のうち一戸建て住宅については，次に掲げる額を合算した額
ア

９，
１００円

イ

第１号イに掲げる額

（４） 既存住宅のうち共同住宅等については，次に掲げる額を合算した額（その額
に１００円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）
ア

次の
（ア）
から
（ク）
までに掲げる建築物の住戸の総数に応じ，それぞれ
（ア）
から
（ク）
までに定める額を申請戸数で除して得た額

（ア） １戸から５戸まで

１８，
０００円

（イ） ６戸から１０戸まで

３２，
０００円

（ウ） １１戸から３０戸まで

４６，
０００円

（エ） ３１戸から５０戸まで

８７，
０００円

（オ） ５１戸から１００戸まで

１５０，
０００円

（カ） １０１戸から２００戸まで

２５０，
０００円

（キ） ２０１戸から３００戸まで

３００，
０００円

（ク） ３０１戸以上
イ

３２０，
０００円

第２号イに掲げる額

別表第４の２の表２の項法第５条第１項から第３項までの規定による長期優良住
宅建築等計画の認定の申請に対する審査（当該申請に併せて法第６条第２項の規定
による適合審査の申出を行う場合に限る。）の項
（２）
申請前にあらかじめ当該計画に
ついて登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けている場合（限界耐力計算
を要する場合を除く。）の項中「一戸建て住宅」を「新築住宅のうち一戸建て住
宅」に，「共同住宅等」を「新築住宅のうち共同住宅等」に改め，同表２の項法第
５条第１項から第３項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対
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する審査（当該申請に併せて法第６条第２項の規定による適合審査の申出を行う場
合に限る。）の項
（３）
(１）
及び
（２）
以外の場合の項金額の欄中「一戸建て住宅」を「新
築住宅のうち一戸建て住宅」に，「共同住宅等」を「新築住宅のうち共同住宅等」
に改め，同欄に次の２号を加える。
（３） 既存住宅のうち一戸建て住宅については，次に掲げる額を合算した額
ア

６８，
０００円

イ

第１号イに掲げる額

（４） 既存住宅のうち共同住宅等については，次に掲げる額を合算した額（その額
に１００円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）
ア

次の
（ア）
から
（ク）
までに掲げる建築物の住戸の総数に応じ，それぞれ
（ア）
から
（ク）
までに定める額を申請戸数で除して得た額

（ア） １戸から５戸まで

１６０，
０００円

（イ） ６戸から１０戸まで

２６０，
０００円

（ウ） １１戸から３０戸まで

５１０，
０００円

（エ） ３１戸から５０戸まで

９１０，
０００円

（オ） ５１戸から１００戸まで

１，
６００，
０００円

（カ） １０１戸から２００戸まで

２，
９００，
０００円

（キ） ２０１戸から３００戸まで

４，
１００，
０００円

（ク） ３０１戸以上
イ

５，
０００，
０００円

第２号イに掲げる額

別表第４の２の表３の項法第８条第１項の規定による長期優良住宅建築等計画の
変更の認定の申請に対する審査（当該申請に併せて同条第２項において準用する法
第６条第２項の規定による適合審査の申出を行う場合を除く。）の項
（１）
申請前にあ
らかじめ当該計画の変更について登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けて
いる場合の項金額の欄中「一戸建て住宅」を「新築住宅のうち一戸建て住宅」に，
「共同住宅等」を「新築住宅のうち共同住宅等」に改め，同欄に次の２号を加える。
５５０円
（３） 既存住宅のうち一戸建て住宅については，４，
（４） 既存住宅のうち共同住宅等については，次のアからクまでに掲げる建築物の
住戸の総数に応じ，それぞれアからクまでに定める額を申請戸数で除して得た
額（その額に１００円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）
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ア

１戸から５戸まで

９，
０００円

イ

６戸から１０戸まで

ウ

１１戸から３０戸まで

２３，
０００円

エ

３１戸から５０戸まで

４３，
５００円

オ

５１戸から１００戸まで

カ

１０１戸から２００戸まで

１２５，
０００円

キ

２０１戸から３００戸まで

１５０，
０００円

ク

３０１戸以上

１６，
０００円

７５，
０００円

１６０，
０００円

別表第４の２の表３の項法第８条第１項の規定による長期優良住宅建築等計画の
変更の認定の申請に対する審査（当該申請に併せて同条第２項において準用する法
第６条第２項の規定による適合審査の申出を行う場合を除く。）の項
（２）
申請前にあ
らかじめ当該計画の変更について登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受け
ている場合（限界耐力計算を要する場合を除く。）の項中「一戸建て住宅」を「新
築住宅のうち一戸建て住宅」に，「共同住宅等」を「新築住宅のうち共同住宅等」
に改め，同表３の項法第８条第１項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の
認定の申請に対する審査（当該申請に併せて同条第２項において準用する法第６条
第２項の規定による適合審査の申出を行う場合を除く。）の項
（３）
(１）
及び
（２）
以外の
場合の項金額の欄中「一戸建て住宅」を「新築住宅のうち一戸建て住宅」に，「共
同住宅等」を「新築住宅のうち共同住宅等」に改め，同欄に次の２号を加える。
（３） 既存住宅のうち一戸建て住宅については，３４，
０００円
（４） 既存住宅のうち共同住宅等については，次のアからクまでに掲げる建築物の
住戸の総数に応じ，それぞれアからクまでに定める額を申請戸数で除して得た
額（その額に１００円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）
ア

１戸から５戸まで

８０，
０００円

イ

６戸から１０戸まで

ウ

１１戸から３０戸まで

２５５，
０００円

エ

３１戸から５０戸まで

４５５，
０００円

オ

５１戸から１００戸まで

カ

１０１戸から２００戸まで

１，
４５０，
０００円

キ

２０１戸から３００戸まで

２，
０５０，
０００円

１３０，
０００円

８００，
０００円
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ク

３０１戸以上

２，
５００，
０００円

別表第４の２の表４の項法第８条第１項の規定による長期優良住宅建築等計画の
変更の認定の申請に対する審査（当該申請に併せて同条第２項において準用する法
第６条第２項の規定による適合審査の申出を行う場合に限る。）の項
（１）
申請前にあ
らかじめ当該計画の変更について登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けて
いる場合の項金額の欄中「一戸建て住宅」を「新築住宅のうち一戸建て住宅」に，
「共同住宅等」を「新築住宅のうち共同住宅等」に改め，同欄に次の２号を加える。
（３） 既存住宅のうち一戸建て住宅については，次に掲げる額を合算した額
ア

４，
５５０円

イ

第１号イに掲げる額

（４） 既存住宅のうち共同住宅等については，次に掲げる額を合算した額（その額
に１００円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）
ア

次の
（ア）
から
（ク）
までに掲げる建築物の住戸の総数に応じ，それぞれ
（ア）
から
（ク）
までに定める額を申請戸数で除して得た額

（ア） １戸から５戸まで

９，
０００円

（イ） ６戸から１０戸まで

１６，
０００円

（ウ） １１戸から３０戸まで

２３，
０００円

（エ） ３１戸から５０戸まで

４３，
５００円

（オ） ５１戸から１００戸まで

７５，
０００円

（カ） １０１戸から２００戸まで

１２５，
０００円

（キ） ２０１戸から３００戸まで

１５０，
０００円

（ク） ３０１戸以上
イ

１６０，
０００円

第２号イに掲げる額

別表第４の２の表４の項法第８条第１項の規定による長期優良住宅建築等計画の
変更の認定の申請に対する審査（当該申請に併せて同条第２項において準用する法
第６条第２項の規定による適合審査の申出を行う場合に限る。）の項
（２）
申請前にあ
らかじめ当該計画の変更について登録住宅性能評価機関による住宅性能評価を受け
ている場合（限界耐力計算を要する場合を除く。）の項中「一戸建て住宅」を「新
築住宅のうち一戸建て住宅」に，「共同住宅等」を「新築住宅のうち共同住宅等」
に改め，同表４の項法第８条第１項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の
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認定の申請に対する審査（当該申請に併せて同条第２項において準用する法第６条
第２項の規定による適合審査の申出を行う場合に限る。）の項
（３）
(１）
及び
（２）
以外の
場合の項金額の欄中「一戸建て住宅」を「新築住宅のうち一戸建て住宅」に，「共
同住宅等」を「新築住宅のうち共同住宅等」に改め，同欄に次の２号を加える。
（３） 既存住宅のうち一戸建て住宅については，次に掲げる額を合算した額
ア

３４，
０００円

イ

第１号イに掲げる額

（４） 既存住宅のうち共同住宅等については，次に掲げる額を合算した額（その額
に１００円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）
ア

次の
（ア）
から
（ク）
までに掲げる建築物の住戸の総数に応じ，それぞれ
（ア）
から
（ク）
までに定める額を申請戸数で除して得た額

（ア） １戸から５戸まで

８０，
０００円

（イ） ６戸から１０戸まで

１３０，
０００円

（ウ） １１戸から３０戸まで

２５５，
０００円

（エ） ３１戸から５０戸まで

４５５，
０００円

（オ） ５１戸から１００戸まで

８００，
０００円

（カ） １０１戸から２００戸まで

１，
４５０，
０００円

（キ） ２０１戸から３００戸まで

２，
０５０，
０００円

（ク） ３０１戸以上
イ

２，
５００，
０００円

第２号イに掲げる額

別表第４の２の表中備考６を備考８とし，備考５を備考７とし，備考４を備考６
とし，同備考の前に備考５として次のように加える。
５

この表において「既存住宅」とは，新築住宅以外の住宅をいう。

別表第４の２の表中備考３を備考４とし，備考２を備考３とし，備考１の次に備
考２として次のように加える。
２

この表において「新築住宅」とは，新たに建設された住宅で，まだ人の居住
の用に供したことのない住宅（建設工事の完了の日から起算して１年を経過し
たものを除く。）をいう。

別表第４に次の１表を加える。
５ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下この表において「法」という。）によ
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る事務の手数料

項

手数料を徴収する事務

単位

金額

１ 法第２９条第１項 (１） 法第２９条第１項の １件 （１） 一戸建て住宅については，４,７００円
の規定による建築

規定による申請前にあ

（２） 一の建築物については，次に掲げる額のうち，当該申

物エネルギー消費

らかじめ建築物エネル

請に係るものを合算した額

性能向上計画の認

ギー消費性能向上計画

ア 住宅部分 次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる建築物の当

定の申請又は法第

について登録建築物調

該部分の床面積の合計に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｴ)ま

３６条第１項の規

査機関等による審査を

でに定める額

定による建築物エ

受けている場合又は法

（ア） ３００平方メートル未満 ９,４００円

ネルギー消費性能

第３６条第１項の規定

（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル

基準に適合してい

による申請前にあらか

る旨の認定の申請

じめ次のアからエまで

に対する審査（当

のいずれかの審査，認

該申請に併せて法

定又は評価を受けてい

第３０条第２項の

る場合

規定による適合審

ア 建築物エネルギー

未満 ２０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ４５,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上 ８１,０００円
イ 非住宅部分 次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる建築物の
当該部分の床面積の合計に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｶ)

査の申出を行う場

消費性能基準に係る

合を除く。）

登録建築物調査機関

（ア） ３００平方メートル未満 ９,４００円

までに定める額

等による審査

（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル

イ 法第３０条第１項
の規定による建築物

未満 ２７,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート

エネルギー消費性能
向上計画の認定

ル未満 ８０,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー

ウ 都市の低炭素化の
促進に関する法律第

トル未満 １３０,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ

５４条第１項の規定
による低炭素建築物

ートル未満 １６０,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 ２００,０００円

新築等計画の認定
エ 住宅の品質確保の
促進等に関する法律
第３条の２第１項に
規定する評価方法基
準に基づく評価
(２） (１）
以外の場合

１件 （１） 一戸建て住宅であって，建築物エネルギー消費性能基
準等を定める省令（平成２８年経済産業省令・国土交通
省令第１号。以下この表において「省令」という。）第
１条第１項第２号イ(1)及びロ(1)若しくは同号イ(2)及
びロ(1)又は第８条第２号イ及びロの規定によりエネル
ギー消費性能を求めたものについては，次のア又はイに
掲げる床面積の区分に応じそれぞれ当該ア又はイに定め
る額
ア ２００平方メートル未満 ３４,０００円
イ ２００平方メートル以上 ３８,０００円
（２） 一戸建て住宅であって，省令第１条第１項第２号イ
(2)及びロ(2)の規定によりエネルギー消費性能を求めた
ものについては，次のア又はイに掲げる床面積の区分に
応じそれぞれ当該ア又はイに定める額
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ア ２００平方メートル未満 １７,０００円
イ ２００平方メートル以上 １９,０００円
（３） 一の建築物については，次に掲げる額のうち，当該申
請に係るものを合算した額
ア 省令第１条第１項第２号イ(1)及びロ(1)若しくは同
号イ(2)及びロ(1)若しくは同項第３号ロ又は第８条第
２号イ及びロの規定により住宅部分のエネルギー消費
性能を求めたものについては，次の(ｱ)から(ｴ)までに
掲げる床面積の区分に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｴ）ま
でに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ６９,０００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 １２０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ２００,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上 ２８０,０００円
イ 省令第１条第１項第２号イ(2)及びロ(2)又は同項第
３号イの規定により住宅部分のエネルギー消費性能を
求めたものについては，次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる
床面積の区分に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｴ)までに定め
る額
（ア） ３００平方メートル未満 ３３,０００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 ５７,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 １００,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上 １６０,０００円
ウ 省令第１条第１項第１号イ又は第８条第１号イ(1)
及びロ(1)若しくは同条第３号ロの規定により非住宅
部分のエネルギー消費性能を求めたものについては，
次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる床面積の区分に応じ，そ
れぞれ(ｱ)から(ｶ)までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ２３０,０００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 ３７０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ５３０,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー
トル未満 ６５０,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ７７０,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 ８７０,０００円
エ 省令第１条第１項第１号ロ又は第８条第１号イ(2)
及びロ(2)若しくは同条第３号イの規定により非住宅
部分のエネルギー消費性能を求めたものについては，
次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる床面積の区分に応じ，そ
れぞれ(ｱ)から(ｶ)までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ８７,０００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 １５０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
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ル未満 ２４０,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー
トル未満 ３１０,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ３７０,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 ４４０,０００円
２

法第２９条第１項 (１） 法第２９条第１項の １件 （１） 一戸建て住宅については，次に掲げる額を合算した額
の規定による建築

規定による申請前にあ

ア ４,７００円

物エネルギー消費

らかじめ建築物エネル

イ 申請に係る建築物について別表第４の１の表１の項

性能向上計画の認

ギー消費性能向上計画

定の申請又は法第

について登録建築物調

３６条第１項の規

査機関等による審査を

請に係るものを合算した額

定による建築物エ

受けている場合又は法

ア 住宅部分 次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる建築物の当

ネルギー消費性能

第３６条第１項の規定

該部分の床面積の合計に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｴ)ま

基準に適合してい

による申請前にあらか

でに定める額

る旨の認定の申請

じめ次のアからエまで

（ア） ３００平方メートル未満 ９,４００円

に対する審査（当

のいずれかの審査，認

（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル

該申請に併せて法

定又は評価を受けてい

第３０条第２項の

る場合

規定による適合審

ア 建築物エネルギー

査の申出を行う場

消費性能基準に係る

合に限る。）

登録建築物調査機関

の規定の例により算出した額
（２） 一の建築物については，次に掲げる額のうち，当該申

未満 ２０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ４５,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上 ８１,０００円
イ 非住宅部分 次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる建築物の

等による審査

当該部分の床面積の合計に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｶ)

イ 法第３０条第１項

までに定める額

の規定による建築物

（ア） ３００平方メートル未満 ９,４００円

エネルギー消費性能

（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル

向上計画の認定
ウ 都市の低炭素化の

未満 ２７,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート

促進に関する法律第
５４条第１項の規定

ル未満 ８０,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー

による低炭素建築物
新築等計画の認定

トル未満 １３０,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ

エ 住宅の品質確保の
促進等に関する法律
第３条の２第１項に

ートル未満 １６０,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 ２００,０００円
ウ 第１号イに掲げる額

規定する評価方法基
準に基づく評価
(２） (１）
以外の場合

１件 （１） 一戸建て住宅であって，省令第１条第１項第２号イ
(1)及びロ(1)若しくは同号イ(2)及びロ(1)又は第８条第
２号イ及びロの規定によりエネルギー消費性能を求めた
ものについては，次に掲げる額のうち，当該申請に係る
ものを合算した額
ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる床面積の区分に応じそれぞ
れ(ｱ)又は(ｲ)に定める額
（ア） ２００平方メートル未満 ３４,０００円
（イ） ２００平方メートル以上 ３８,０００円
イ 申請に係る建築物について別表第４の１の表１の項
の規定の例により算出した額
（２） 一戸建て住宅であって，省令第１条第１項第２号イ
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(2)及びロ(2)の規定によりエネルギー消費性能を求めた
ものについては，次に掲げる額のうち，当該申請に係る
ものを合算した額
ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる床面積の区分に応じそれぞ
れ(ｱ)又は(ｲ)に定める額
（ア） ２００平方メートル未満 １７,０００円
（イ） ２００平方メートル以上 １９,０００円
イ 第１号イに掲げる額
（３） 一の建築物については，次に掲げる額のうち，当該申
請に係るものを合算した額
ア 省令第１条第１項第２号イ(1)及びロ(1)若しくはイ
(2)及びロ(1)若しくは同項第３号ロ又は第８条第２号
イ及びロの規定により住宅部分のエネルギー消費性能
を求めたものについては，次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げ
る床面積の区分に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｴ)までに定
める額
（ア） ３００平方メートル未満 ６９,０００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 １２０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ２００,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上 ２８０,０００円
イ 省令第１条第１項第２号イ(2)及びロ(2)又は同項第
３号イの規定により住宅部分のエネルギー消費性能を
求めたものについては，次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる
床面積の区分に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｴ)までに定め
る額
（ア） ３００平方メートル未満 ３３,０００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 ５７,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 １００,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上 １６０,０００円
ウ 省令第１条第１項第１号イ又は第８条第１号イ(1)
及びロ(1)若しくは同条第３号ロの規定により非住宅
部分のエネルギー消費性能を求めたものについては，
次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる床面積の区分に応じ，そ
れぞれ(ｱ)から(ｶ)までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ２３０,０００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 ３７０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ５３０,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー
トル未満 ６５０,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ７７０,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 ８７０,０００円
エ 省令第１条第１項第１号ロ又は第８条第１号イ(2)
及びロ(2)若しくは同条第３号イの規定により非住宅
部分のエネルギー消費性能を求めたものについては，
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次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる床面積の区分に応じ，そ
れぞれ(ｱ)から(ｶ)までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ８７,０００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 １５０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ２４０,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー
トル未満 ３１０,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ３７０,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 ４４０,０００円
オ 第１号イに掲げる額
３

法第３１条第１項 (１） 申請前にあらかじめ １件 （１） 一戸建て住宅については，２,３５０円
の規定による建築

当該計画の変更につい

（２） 一の建築物については，次に掲げる額のうち，当該申

物エネルギー消費

て登録建築物調査機関

請に係るものを合算した額

性能向上計画の変

等による審査を受けて

ア 住宅部分 次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる建築物の当

更の認定の申請に

いる場合

該部分の床面積の合計に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｴ)ま

対する審査（当該

でに定める額

申請に併せて同条

（ア） ３００平方メートル未満 ４,７００円

第２項において準

（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル

用する法第３０条

未満 １０,０００円

第２項の規定によ

（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート

る適合審査の申出

ル未満 ２２,５００円

を行う場合を除

（エ） ５,０００平方メートル以上 ４０,５００円

く。）

イ 非住宅部分 次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる建築物の
当該部分の床面積の合計に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｶ)
までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ４,７００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 １３,５００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ４０,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー
トル未満 ６５,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ８０,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 １００,０００円
(２） (１）
以外の場合

１件 （１） 一戸建て住宅であって，省令第８条第２号イ及びロの
規定によりエネルギー消費性能を求めたものについて
は，次のア又はイに掲げる床面積の区分に応じそれぞれ
当該ア又はイに定める額
ア ２００平方メートル未満 １７,０００円
イ ２００平方メートル以上 １９,０００円
（２） 一の建築物については，次に掲げる額のうち，当該申
請に係るものを合算した額
ア 省令第８条第２号イ及びロの規定により住宅部分の
エネルギー消費性能を求めたものについては，次の
(ｱ)から(ｴ)までに掲げる床面積の区分に応じ，それぞ
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れ(ｱ)から(ｴ)までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ３４,５００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 ６０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 １００,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上 １４０,０００円
イ 省令第８条第１号イ(1)及びロ(1)又は同条第３号ロ
の規定により非住宅部分のエネルギー消費性能を求め
たものについては，次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｶ)までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 １１５,０００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 １８５,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ２６５,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー
トル未満 ３２５,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ３８５,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 ４３５,０００円
ウ 省令第８条第１号イ(2)及びロ(2)又は同条第３号イ
の規定により非住宅部分のエネルギー消費性能を求め
たものについては，次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｶ)までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ４３,５００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 ７５,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 １２０,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー
トル未満 １５５,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ
ートル未満 １８５,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 ２２０,０００円
４

法第３１条第１項 (１） 申請前にあらかじめ １件 （１） 一戸建て住宅については，次に掲げる額を合算した額
の規定による建築

当該計画の変更につい

ア ２,３５０円

物エネルギー消費

て登録建築物調査機関

イ 申請に係る建築物について別表第４の１の表１の項

性能向上計画の変

等による審査を受けて

更の認定の申請に

いる場合

の規定の例により算出した額
（２） 一の建築物については，次に掲げる額のうち，当該申

対する審査（当該

請に係るものを合算した額

申請に併せて同条

ア 住宅部分 次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる建築物の当

第２項において準

該部分の床面積の合計に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｴ)ま

用する法第３０条

でに定める額

第２項の規定によ

（ア） ３００平方メートル未満 ４,７００円

る適合審査の申出

（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル

を行う場合に限
る。）

未満 １０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ２２,５００円
（エ） ５,０００平方メートル以上 ４０,５００円
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イ 非住宅部分 次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる建築物の
当該部分の床面積の合計に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｶ)
までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ４,７００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 １３,５００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ４０,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー
トル未満 ６５,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ８０,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 １００,０００円
ウ 第１号イに掲げる額
(２） (１）
以外の場合

１件 （１） 一戸建て住宅であって，省令第８条第２号イ及びロの
規定によりエネルギー消費性能を求めたものについて
は，次に掲げる額のうち，当該申請に係るものを合算し
た額
ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる床面積の区分に応じそれぞ
れ(ｱ)又は(ｲ)に定める額
（ア） ２００平方メートル未満 １７,０００円
（イ） ２００平方メートル以上 １９,０００円
イ 申請に係る建築物について別表第４の１の表１の項
の規定の例により算出した額
（２） 一の建築物については，次に掲げる額のうち，当該申
請に係るものを合算した額
ア 省令第８条第２号イ及びロの規定により住宅部分の
エネルギー消費性能を求めたものについては，次の
(ｱ)から(ｴ)までに掲げる床面積の区分に応じ，それぞ
れ(ｱ)から(ｴ)までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ３４,５００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 ６０,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 １００,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上 １４０,０００円
イ 省令第８条第１号イ(1)及びロ(1)又は同条第３号ロ
の規定により非住宅部分のエネルギー消費性能を求め
たものについては，次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｶ)までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 １１５,０００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 １８５,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 ２６５,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー
トル未満 ３２５,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ３８５,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 ４３５,０００円
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ウ 省令第８条第１号イ(2)及びロ(2)又は同条第３号イ
の規定により非住宅部分のエネルギー消費性能を求め
たものについては，次の(ｱ)から(ｶ)までに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞれ(ｱ)から(ｶ)までに定める額
（ア） ３００平方メートル未満 ４３,５００円
（イ） ３００平方メートル以上２,０００平方メートル
未満 ７５,０００円
（ウ） ２,０００平方メートル以上５,０００平方メート
ル未満 １２０,０００円
（エ） ５,０００平方メートル以上１０,０００平方メー
トル未満 １５５,０００円
（オ） １０,０００平方メートル以上２５,０００平方メ
ートル未満 １８５,０００円
（カ） ２５,０００平方メートル以上 ２２０,０００円
エ 第１号イに掲げる額
備考
１ この表において「登録建築物調査機関等」とは，エネルギーの使用の合理化に関する法律第７６条第１項に規定する
登録建築物調査機関又は住宅の品質確保の促進に関する法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。
２ この表において「住宅部分」とは，居住のために継続的に使用する室，廊下，玄関，階段その他の人の居住の用に供
する建築物の部分をいう。
３ この表において「非住宅部分」とは，住宅部分以外の部分をいう。

附

則

この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

提案理由
この条例を提出したのは，建築基準法に規定する書類等の写しの交付等の手数料
を新設し，既存住宅の増築・改築に係る長期優良住宅認定基準が新たに追加された
ことに伴い，これらに係る長期優良住宅建築等計画及び同計画の変更の認定に係る
手数料を新設し，及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に伴
い，同法による建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定及び同計画の変更の認
定に係る手数料を新設する必要による。
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