議案第７９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。
２０２０年（令和２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１の２の表の２の項中「第２０条第１項，第３項及び第４項」を「第
１５条の４第１項，第３項及び第４項」に，「住民票若しくは戸籍の附票の写し
の交付又は住民票の記載事項に関する証明書若しくは戸籍の附票に記録されてい
る事項を記載した書類」を「住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付
又は住民票の除票の写し若しくは除票記載事項証明書」に改め，同表に次のよう
に加える。
法第２０条第１項，第３項及び第４項並びに第２１条の
３ ３第１項，第３項及び第４項の規定による戸籍の附票
の写しの交付又は戸籍の附票の除票の写しの交付

１件

３００円

別表第１の３の表の１の項を削り，同表中２の項を１の項とする。
別表第４の１の表４の項備考を次のように改める。
備考
１

申請又は通知に係る工事に法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分が
含まれる場合においては，昇降機１基につき２１,０００円（小荷物専用昇
降機については，１３,０００円）を加算する。

２

申請又は通知に係る建築物が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「建築物省エネ法」と
いう。）第１２条第１項若しくは第２項又は第１３条第２項若しくは第３項
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の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能
確保計画又は当該計画の変更に係る建築物（以下この表において「判定建築
物」という。）である場合は，次の各号に掲げる用途及び床面積の区分に応
じ，当該各号に定める額（判定建築物が複数ある場合には，１棟ごとに算出
した額を合算した額）を加算する。
(1) 非住宅部分（建築物省エネ法第１１条第１項に規定する非住宅部分をい
う。以下この表において同じ。）の床面積の合計が３００平方メートル未
満のもの

１９,０００円

(2) 非住宅部分の床面積の合計が３００平方メートル以上２,０００平方メ
ートル未満のもの

３８,０００円

(3) 非住宅部分の床面積の合計が２,０００平方メートル以上５,０００平方
メートル未満のもの

９５,０００円

(4) 非住宅部分の床面積の合計が５,０００平方メートル以上１０,０００平
方メートル未満のもの

１４０,０００円

(5) 非住宅部分の床面積の合計が１０,０００平方メートル以上２５,０００
平方メートル未満のもの

１８０,０００円

(6) 非住宅部分の床面積の合計が２５,０００平方メートル以上のもの
２２０,０００円
別表第４の１の表５の項備考を次のように改める。
備考
１

申請又は通知に係る工事に法第８７条の４に規定する昇降機に係る部分
が含まれる場合においては，昇降機１基につき２０,０００円（小荷物専用
昇降機については，１３,０００円）を加算する。

２

申請又は通知に係る建築物が判定建築物である場合は，４の項備考２各
号に掲げる用途及び床面積の区分に応じ，当該各号に定める額（判定建築
物が複数ある場合には，１棟ごとに算出した額を合算した額）を加算する。

別表第４の５の表中「平成２７年法律第５３号。」を削り，同表１の項から７
の項までを次のように改める。
１ 法第１２条第１項又は法第１３条 １ (1) 当該判定に係る部分の建築物
第２項に規定する建築物エネルギ
件
の用途が工場等である場合につ
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ー消費性能適合性判定の申請又は
請求に対する審査
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いては，次に掲げる額
ア 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１号イの規定に
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)から(カ)までに掲げる当
該判定に係る床面積の合計に
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 ２３,０００円（申請
前にあらかじめ建築物エ
ネルギー消費性能向上計
画について登録建築物エ
ネルギー消費性能判定機
関等による審査を受けて
いるもの（以下「審査済
建築物」という。）につ
いては，９,４００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ４３,０００円（審
査済建築物については，
２７,０００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
（審査済建築物について
は，８０,０００円）
(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 １５０,０００
円（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円）
(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
１９０,０００円（審査済
建築物については，
１６０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ２３０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円）
イ 省令第１条第１項第１号ロ
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)から(カ)までに
掲げる当該判定に係る床面積
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 １９,０００円（審査
済建築物については，

９,４００円）
３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ３８,０００円（審
査済建築物については，
２７,０００円）
(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ９５,０００円
（審査済建築物について
は，８０,０００円）
(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 １４０,０００
円（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円）
(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
１８０,０００円（審査済
建築物については，
１６０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ２２０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円）
(2) 当該判定に係る部分の建築物
の用途が工場等以外である場合
については，次に掲げる額
ア 省令第１条第１項第１号イ
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)から(カ)までに
掲げる当該判定に係る床面積
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 ２３０,０００円（審
査済建築物については，
９,４００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ３７０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００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
（審査済建築物について
は，８０,０００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（審査済建築物につい
ては，１３０,０００円）
(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
(ｲ)
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７７０,０００円（審査済
建築物については，
１６０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ８７０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円）
イ 省令第１条第１項第１号ロ
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)から(カ)までに
掲げる当該判定に係る床面積
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 ８７,０００円（審査
済建築物については，
９,４００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １５０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００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
（審査済建築物について
は，８０,０００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（審査済建築物につい
ては，１３０,０００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（審査済
建築物については，
１６０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４４０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円）
２ 法第１２条第２項又は法第１３条 １ 次に掲げる額のうち，当該申請に
第３項に規定する建築物エネルギ 件 係るものを合算した額
ー消費性能確保計画の変更に係る
(1) 当該判定に係る部分の建築物
建築物エネルギー消費性能適合性
の用途が工場等である場合につ
判定の申請又は請求に対する審査
いては，次に掲げる額
ア 省令第１条第１項第１号イ
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）から（カ）ま
でに掲げる当該判定に係る床
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 １１,５００円（審査
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済建築物については，
４,７００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ２１,５００円
（審査済建築物について
は，１３,５００円）
(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ５０,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円）
(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ７５,０００円
（審査済建築物について
は，６５,０００円）
(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ９５,０００
円（審査済建築物につい
ては，８０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 １１５,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円）
イ 省令第１条第１項第１号ロ
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）から（カ）ま
でに掲げる当該判定に係る床
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 ９,５００円（審査済
建築物については，
４,７００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １９,０００円（審
査済建築物については，
１３,５００円）
(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ４７,５００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円）
(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ７０,０００円
（審査済建築物について
は，６５,０００円）
(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ９０,０００
円（審査済建築物につい
ては，８０,０００円）
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(ｶ)

２５,０００平方メート
ル以上 １１０,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円）
(2) 当該判定に係る部分の建築物
の用途が工場等以外である場合
については，次に掲げる額
ア 省令第１条第１項第１号イ
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)から(カ)までに
掲げる当該判定に係る床面積
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 １１５,０００円（審
査済建築物については，
４,７００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １８５,０００円
（審査済建築物について
は，１３,５００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
（審査済建築物について
は，４０,０００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（審査済建築物につい
ては，６５,０００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（審査済
建築物については，
８０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４３５,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円）
イ 省令第１条第１項第１号ロ
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)から(カ)までに
掲げる当該判定に係る床面積
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 ４３,５００円（審査
済建築物については，
４,７００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ７５,０００円（審
査済建築物については，
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１３,５００円）
２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 １２０,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００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（審査済建築物につい
ては，６５,０００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（審査済
建築物については，
８０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ２２０,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円）
(3) 新たに追加する非住宅部分に
ついて，１の項の規定の例によ
り算出した額
(1) 申請に係る建 築 １ (1) 一戸建て住宅については，次
物エネルギー消費 件
のア又はイに掲げる床面積の区
性能向上計画に法
分に応じそれぞれ当該ア又はイ
第２９条第３項各
に定める額
号に掲げる事項の
ア ２００平方メートル未満
記載がない場合
３４,０００円（審査済建築
物については，４,７００
円）
イ ２００平方メートル以上
３８,０００円（審査済建築
物については，４,７００
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 住宅部分については，次の
(ア)又は(イ)に掲げる審査の
部分の区分に応じそれぞれ定
める額のうち，当該申請に係
るものを合算した額
(ｱ) 技術審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額
ａ ３００平方メートル
未満 ５９,６００円
ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
ト
ル
未
満
１００,０００円
ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
(ｳ)

３ 法第２９
条第１項
の規定に
よる建築
物エネル
ギー消費
性能向上
計画の認
定の申請
（当該申
請に併せ
て 法 第
３０ 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。）
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１５５,０００円
５,０００平方メート
ル以上 １９９,０００
円
(ｲ) 認定審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額
ａ ３００平方メートル
未満 ９,４００円
ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
トル未満 ２０,０００
円
ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
４５,０００円
ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ８１,０００円
イ 非住宅部分で省令第１条第
１項第１号イ又は第１０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（審
査済建築物については，
９,４００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ３７０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００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
（審査済建築物について
は，８０,０００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（審査済建築物につい
ては，１３０,０００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（審査済
建築物については，
１６０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ８７０,０００円
（審査済建築物について
ｄ
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は，２００,０００円）
非住宅部分で省令第１条第
１項第１号ロ又は第１０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（審査
済建築物については，
９,４００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １５０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００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
（審査済建築物について
は，８０,０００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（審査済建築物につい
ては，１３０,０００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（審査済
建築物については，
１６０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４４０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円）
申請に係る建築物エネルギー消
費性能向上計画に係る申請建築物
（法第２９条第３項に規定する
「申請建築物」をいう。以下この
表において同じ。）及び他の建築
物（同項に規定する「他の建築
物」をいう。以下この表において
同じ。）につきこの項の(1)申請に
係る建築物エネルギー消費性能向
上計画に法第２９条第３項各号に
掲げる事項の記載がない場合の例
により算出した額（他の建築物が
複数ある場合には当該他の建築物
ごとに算出した額を合算した額）
３の項の規定の例により算出し
た額に申請建築物について別表第
４の１の表１の項，２の項及び３
の項の規定の例により算出した額
を加算した額
ウ

(2)

申請に係る建 築 １
物エネルギー消費 件
性能向上計画に法
第２９条第３項各
号に掲げる事項の
記載がある場合

４ 法第２９条第１項の規定による建 １
築物エネルギー消費性能向上計画 件
の認定の申請 (当該申請に併せて
法第３０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。)
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５ 法 第 ３ １ (1) 他の建築物を追
条第１項
加しない場合
の規定に
よる建築
物エネル
ギー消費
性能向上
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３０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。）

１ (1) 一戸建て住宅については，次
件
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（審査済建築
物については，２,３５０
円）
イ ２００平方メートル以上
１９,０００円（審査済建築
物については，２,３５０
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 住宅部分については，次の
(ア)又は(イ)に掲げる審査の
部分の区分に応じそれぞれ定
める額のうち，当該申請に係
るものを合算した額
(ｱ) 技術審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額
ａ ３００平方メートル
未満 ２９,８００円
ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メ
ー ト ル 未 満
５０,０００円
ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
７７,５００円
ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ９９,５００円
(ｲ) 認定審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額
ａ ３００平方メートル
未満 ４,７００円
ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
トル未満 １０,０００
円
ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
２２,５００円
ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ４０,５００円
イ 非住宅部分で省令第１０条
第１号イ(1)及びロ(1)又は同
条第３号ロの規定によりエネ
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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（審
査済建築物については，
４,７００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １８５,０００円
（審査済建築物について
は，１３,５００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
（審査済建築物について
は，４０,０００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（審査済建築物につい
ては，６５,０００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（審査済
建築物については，
８０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４３５,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円）
ウ 非住宅部分で省令第１０条
第１号イ(2)及びロ(2)又は同
条第３号イの規定によりエネ
ルギー消費性能を求めたもの
については，次の(ア)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（審査
済建築物については，
４,７００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ７５,０００円（審
査済建築物については，
１３,５００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
（審査済建築物について
は，４０,０００円）
(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
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トル未満 １５５,０００
円（審査済建築物につい
ては，６５,０００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（審査済
建築物については，
８０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ２２０,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円）
(2) 他 の ア 変 更 １
追加する他の建築物につき３の
建築物
前 の 計 件 項の規定の例により算出した額
を追加
画に係
（追加する他の建築物が複数ある
する場
る申請
場合には当該他の建築物ごとに算
合
建築物
出した額を合算した額）
又は他
の建築
物に係
る事項
に変更
がない
場合
イ ア以 １
アの例により算出した額に変更
外 の 場 件 がある申請建築物又は他の建築物
合
について(1)の例により算出した額
を合算した額
６ 法第３１条第１項の規定による建 １
５の項の規定の例により算出し
築物エネルギー消費性能向上計画 件 た額に申請建築物につき別表第４
の変更の認定の申請に対する審査
の１の表１の項，２の項及び３の
（当該申請に併せて同条第２項に
項の規定の例により算出した額を
おいて準用する法第３０条第２項
加算した額
の規定による適合審査の申出を行
う場合に限る。）
７ 法第３６条第１項の規定による建 １ (1) 一戸建て住宅であって，省令
築物エネルギー消費性能基準に適 件
第１条第１項第２号イ(1)及び
合している旨の認定の申請に対す
ロ(1)又は第１０条第２号イ及
る審査
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（申請前にあ
らかじめ建築物エネルギー消
費性能基準に係る登録建築物
エネルギー消費性能判定機関
等による審査，法第１２条第
１項又は第１３条第２項の規
定による建築物エネルギー消
費性能確保計画が建築物エネ
ルギー消費性能基準に適合し
ていることの判定，法第３０
条第１項の規定による建築物
エネルギー消費性能向上計画
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の認定，都市の低炭素化の促
進に関する法律第５４条第１
項の規定による低炭素建築物
新築等計画の認定又は住宅の
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
を受けているもの（以下この
項において「審査済建築物」
という。）については，
４,７００円）
イ ２００平方メートル以上
３８,０００円（審査済建築
物については，４,７００
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
(3)並びにロ(2)及び(3)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（審査済建築
物については，４,７００
円）
イ ２００平方メートル以上
１９,０００円（審査済建築
物については，４,７００
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 住宅部分で省令第１条第１
項第２号イ(1)及びロ(1)若し
くは同項第３号ロ又は第１０
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)に掲げる審査の部分
の区分に応じそれぞれ定める
額のうち，当該申請に係るも
のを合算した額
(ｱ) 技術審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額
ａ ３００平方メートル
未満 ５９,６００円
ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
ト
ル
未
満
１００,０００円
ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
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１５５,０００円
５,０００平方メート
ル以上 １９９,０００
円
(ｲ) 認定審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額
ａ ３００平方メートル
未満 ９,４００円
ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
トル未満 ２０,０００
円
ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
４５,０００円
ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ８１,０００円
イ 住宅部分で省令第１条第１
項第２号イ(2)及び(3)並びに
ロ(2)及び(3)又は同項第３号
イ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
る審査の部分の区分に応じそ
れぞれ定める額のうち，当該
申請に係るものを合算した額
(ｱ) 技術審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額
ａ ３００平方メートル
未満 ２３,６００円
ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
トル未満 ３７,０００
円
ｃ ２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
５５,０００円
ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ７９,０００円
(ｲ) 認定審査部分 次のａ
からｄまでに掲げる床面
積の区分に応じ，それぞ
れａからｄまでに定める
額
ａ ３００平方メートル
未満 ９,４００円
ｂ ３００平方メートル
以上２,０００平方メー
トル未満 ２０,０００
円
ｄ
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ｃ

２,０００平方メート
ル以上５,０００平方メ
ー ト ル 未 満
４５,０００円
ｄ ５,０００平方メート
ル以上 ８１,０００円
ウ 非住宅部分で省令第１条第
１項第１号イ又は第１０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（審
査済建築物については，
９,４００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ３７０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００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
（審査済建築物について
は，８０,０００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（審査済建築物につい
ては，１３０,０００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（審査済
建築物については，
１６０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ８７０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円）
エ 非住宅部分で省令第１条第
１項第１号ロ又は第１０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（審査
済建築物については，
９,４００円）
(ｲ) ３００平方メートル以

- 29 -

上２,０００平方メートル
未満 １５０,０００円
（審査済建築物について
は，２７,０００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
（審査済建築物について
は，８０,０００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（審査済建築物につい
ては，１３０,０００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（審査済
建築物については，
１６０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４４０,０００円
（審査済建築物について
は，２００,０００円）
別表第４の５の表中８の項を９の項とし，同項の前に次のように加える。
８ 建築物のエネルギー消費性能の向 １ (1) 用途が工場等である建築物に
上に関する法律施行規則（平成 件
ついては，次に掲げる額
２８年国土交通省令第５号。以下
ア 省令第１条第１項第１号イ
この表において「規則」とい
の規定によりエネルギー消費
う。）第１１条の規定に基づく軽
性能を求めたものに ついて
微な変更に該当していることの証
は，次の(ア)から(カ)までに
明書の交付
掲げる当該証明書の交付に係
る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 １１,５００円（審査
済建築物については，
４,７００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ２１,５００円（審
査済建築物については，
１３,５００円）
(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ５０,０００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円）
(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ７５,０００円
（審査済建築物について
は，６５,０００円）
(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ９５,０００
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円（審査済建築物につい
ては，８０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 １１５,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円）
イ 省令第１条第１項第１号ロ
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)から(カ)までに
掲げる当該証明書の交付に係
る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 ９,５００円（審査済
建築物については，
４,７００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 １９,０００円（審
査済建築物については，
１３,５００円）
(ｳ) ２,０００平方メートル
以上５,０００平方メート
ル未満 ４７,５００円
（審査済建築物について
は，４０,０００円）
(ｴ) ５,０００平方メートル
以上１０,０００平方メー
トル未満 ７０,０００円
（審査済建築物について
は，６５,０００円）
(ｵ) １０,０００平方メート
ル以上２５,０００平方メ
ートル未満 ９０,０００
円（審査済建築物につい
ては，８０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 １１０,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円）
(2) 用途が工場等以外である建築
物については，次に掲げる額
ア 省令第１条第１項第１号イ
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)から(カ)までに
掲げる当該証明書の交付に係
る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 １１５,０００円（審
査済建築物については，
４,７００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
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未満 １８５,０００円
（審査済建築物について
は，１３,５００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
（審査済建築物について
は，４０,０００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（審査済建築物につい
ては，６５,０００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（審査済
建築物については，
８０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
ル以上 ４３５,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円）
イ 省令第１条第１項第１号ロ
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)から(カ)までに
掲げる当該証明書の交付に係
る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 ４３,５００円（審査
済建築物については，
４,７００円）
(ｲ) ３００平方メートル以
上２,０００平方メートル
未満 ７５,０００円（審
査済建築物については，
１３,５００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
（審査済建築物について
は，４０,０００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（審査済建築物につい
ては，６５,０００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（審査済
建築物については，
８０,０００円）
(ｶ) ２５,０００平方メート
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ル以上 ２２０,０００円
（審査済建築物について
は，１００,０００円）
別表第５の１３の表１の項中「第４条第３項」を「第４条第２項」に改め，同表
２の項中「第４条第４項」を「第４条第３項」に改める。
附

則

この条例は，令和２年４月１日から施行する。ただし，別表第１の３の表の改正
規定は，情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに
行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利
用に関する法律等の一部を改正する法律附則第１条第６号に規定する日から施行す
る。

提案理由
この条例を提出したのは，住民基本台帳法の一部が改正され，除票の写し等の交
付に関する規定が新たに設けられたこと，建築物エネルギー消費性能基準等を定め
る省令の一部が改正され，建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る建築
物エネルギー消費性能基準の評価方法及び一次エネルギー消費基準の評価方法が追
加されたこと等に伴い，所要の改正をする必要による。
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