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○うるま市手数料条例 

平成１７年４月１日 

条例第５０号 

改正 平成１８年９月２８日条例第３０号 

平成１９年１２月２６日条例第３９号 

平成２０年３月２８日条例第１６号 

平成２０年４月３０日条例第２０号 

平成２１年１０月５日条例第２６号 

平成２４年７月４日条例第１８号 

平成２７年３月２３日条例第１３号 

平成２７年９月２８日条例第３１号 

平成２７年１２月２１日条例第４０号 

平成２８年３月１８日条例第７号 

平成２８年１２月２０日条例第３８号 

平成２９年６月２８日条例第２４号 

平成３０年３月１６日条例第１６号 

令和２年３月２３日条例第３号 

令和２年１２月２２日条例第４２号 

令和２年１２月２２日条例第４６号 

令和３年３月１９日条例第３号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規定に基づき、特定の者

のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、こ

の条例の定めるところによる。 

（種類及び金額） 

第２条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。 

２ 前項の場合において、手数料の件数は、次のとおり取り扱うものとする。 

（１） 土地又は建物に関する証明は、所有者が同一の物件ごとに土地５筆及び家屋

２棟までを１件とし、土地が５筆を超え、又は家屋が２棟を超える場合は、土地１
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筆以上５筆まで及び家屋１棟以上２棟までを１件とする。 

（２） 閲覧は、１種類１回で１件とする。ただし、住民票は、１世帯１件とする。 

（３） 税に関するものは、１税目で１件とする。 

（４） 証明、謄本及び抄本は、１枚で１件とする。ただし、住民票は、５枚までを

１件とし、１０枚までを２件、１１枚以上を３件とする。 

（５） 各自において証明を要する事項につき総代又は連名をもって証明を求める者

は、１人ごとに１件とみなす。 

（６） 広域交付住民票（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１２条の４

第４項の規定による交付地で交付した住民票の写し）の謄本及び抄本は、１枚で１

件とする。 

（徴収方法） 

第３条 手数料は、申請の際納付しなければならない。 

２ 既に納付した手数料は、還付しない。 

３ 郵便で請求するときは、手数料のほかにその郵便料を添えなければならない。 

（免除） 

第４条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。 

（１） 法令の規定に基づき無料で取り扱わなければならないもの 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の適用を受けている者からの請求

に係るもの 

（３） 官公署からの請求に係るもの 

（４） その他市長が特別の理由があると認めるもの 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定め

る。 

（過料） 

第６条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対してはその徴収を

免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないとき

は、５万円とする。）以下の過料を科する。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の具志川市手数料条例（平成１２年具志

川市条例第１号）、石川市手数料徴収条例（昭和４７年石川市条例第６号）、勝連町

手数料徴収条例（平成１２年勝連町条例第５号）若しくは与那城町手数料徴収条例（平

成１２年与那城町条例第２号）又は解散前の与勝事務組合手数料条例（昭和５１年与

勝事務条例第１８号）（以下これらを「合併等前の条例」という。）の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたもの

とみなし、その手数料については、なお合併等前の条例の例による。 

３ 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例

の例による。 

附 則（平成１８年９月２８日条例第３０号） 

この条例は、平成１８年１２月１６日から施行する。 

附 則（平成１９年１２月２６日条例第３９号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２８日条例第１６号） 

この条例は、平成２０年５月１日から施行する。 

附 則（平成２０年４月３０日条例第２０号） 

この条例は、平成２０年５月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１０月５日条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年７月４日条例第１８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２３日条例第１３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年６月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後のうるま市建築確認申請等手数料条例、うるま市手数料条例

及びうるま市低炭素建築物新築等計画認定手数料条例の規定は、この条例の施行の日

以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、な

お従前の例による。 

附 則（平成２７年９月２８日条例第３１号） 

この条例は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、別表住民基本台帳カード

の交付の項の改正規定は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２１日条例第４０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に

申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前

の例による。 

（うるま市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事

業者の指定に関する基準を定める条例の一部改正） 

３ うるま市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事

業者の指定に関する基準を定める条例（平成２５年うるま市条例第１１号）の一部を

次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２８年３月１８日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に

申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前

の例による。 

附 則（平成２８年１２月２０日条例第３８号） 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に

申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前

の例による。 

附 則（平成２９年６月２８日条例第２４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に

申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前

の例による。 

附 則（平成３０年３月１６日条例第１６号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２３日条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に

申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前

の例による。 

附 則（令和２年１２月２２日条例第４２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年１２月２２日条例第４６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月１９日条例第３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後のうるま市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に

申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前

の例による。 

別表（第２条関係） 

手数料の種類 金額 

印鑑登録証の交付 １件につき ３００円 

印鑑登録に関する証明 １件につき ３００円（自動交付機又

は多機能端末機による交付を受ける

場合は、１件につき２００円） 

市民カードの再交付 １件につき ３００円 

住民票の写し、住民票記載事項証明書又は戸籍の

附票の写しの交付 

１件につき ３００円（自動交付機又

は多機能端末機による交付を受ける

場合は、１件につき２００円） 

除票の写し、除票記載事項証明書又は戸籍の附票

の除票の写しの交付 

１件につき ３００円 

個人番号カードの再交付 １件につき ８００円 

広域交付住民票の写しの交付 １件につき ３００円 

身分に関する証明 １件につき ３００円 

戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第１０条第

１項、第１０条の２第１項から第５項まで若しく

は第１２６条の規定に基づく戸籍の謄本若しく

は抄本の交付又は同法第１２０条第１項若しく

は第１２６条の規定に基づく磁気ディスクをも

って調製された戸籍に記録されている事項の全

部若しくは一部を証明した書面の交付 

１通につき ４５０円 

戸籍法第１０条第１項、第１０条の２第１項から

第５項まで又は第１２６条の規定に基づく戸籍

に記載した事項に関する証明書の交付 

証明事項１件につき ３５０円 

戸籍法第１２条の２において準用する同法第１ １通につき ７５０円 
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０条第１項若しくは第１０条の２第１項から第

５項までの規定若しくは同法第１２６条の規定

に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交

付又は同法第１２０条第１項若しくは第１２６

条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製さ

れた除かれた戸籍に記録されている事項の全部

若しくは一部を証明した書面の交付 

戸籍法第１２条の２において準用する同法第１

０条第１項若しくは第１０条の２第１項から第

５項までの規定又は同法第１２６条の規定に基

づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

書の交付 

証明事項１件につき ４５０円 

戸籍法第４８条第１項（同法第１１７条において

準用する場合を含む。）の規定に基づく届出若し

くは申請の受理の証明書の交付又は同法第４８

条第２項（同法第１１７条において準用する場合

を含む。）若しくは第１２６条の規定に基づく届

書その他市長の受理した書類に記載した事項の

証明書の交付 

１通につき ３５０円 

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出

の受理について、請求により法務省令で定める様

式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 

１通につき １，４００円 

戸籍法第４８条第２項（同法第１１７条において

準用する場合を含む。）の規定に基づく届書その

他市長の受理した書類を閲覧に供する事務 

書類１件につき ３５０円 

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第

３４条第２項（同法第７３条第２項において準用

する場合を含む。）の規定に基づく自動車臨時運

行許可申請 

１両につき ７５０円 
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土地又は建物に関する証明 １件につき ３００円 

税に関する証明 １件につき ３００円（自動交付機又

は多機能端末機による交付を受ける

場合は、１件につき２００円） 

納税に関する証明 １件につき ３００円 

介護保険料納付証明 １件につき ３００円 

後期高齢者医療保険料に関する証明 １件につき ３００円 

公簿、図面等の閲覧 １件につき ３００円 

公簿、図面等の写しの交付 １件につき ３００円（航空写真の場

合は、５００円） 

租税特別措置法施行令（昭和３２年政令第４３

号）第４１条及び第４２条第１項の規定に該当す

るうるま市住宅用家屋の証明 

１件につき １，２００円 

租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第２

８条の４第３項第７号イ又は第６３条第３項第

７号イの規定に該当する優良宅地造成認定の申

請 

１件につき ８６，０００円 

租税特別措置法第２８条の４第３項第７号ロ若

しくは第６３条第３項第７号ロ又は第３１条の

２第２項第１４号ニ若しくは第６２条の３第４

項第１４号ニの規定に該当する優良住宅新築認

定の申請 

新築住宅の床面積の合計 

（１） １００平方メートル以下のと

き ６，２００円 

（２） １００平方メートルを超え５

００平方メートル以下のとき ８，

６００円 

（３） ５００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以下のとき

１３，０００円 

（４） ２，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以下の

とき ３５，０００円 
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（５） １０，０００平方メートルを

超えるとき ４３，０００円 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２

０年法律第８７号。以下「長期優良促進法」とい

う。）第５条第１項から第３項までの規定に基づ

く長期優良住宅建築等計画（以下「長期優良計画」

という。）について、同法第６条第１項各号に掲

げる基準に適合していることにつき、あらかじめ

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１

年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住

宅性能評価機関（以下「登録住宅性能評価機関」

という。）の審査を受けていない長期優良計画認

定の申請 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額（申請に併せて長期優良促進

法第６条第２項の規定に基づく申出

がある場合にあっては、うるま市建築

確認申請等手数料条例（平成１９年う

るま市条例第１３号。以下「確認手数

料条例」という。）別表第１の１の表

に掲げる額（当該申請に係る長期優良

計画に建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）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あ

っては同表２の表に掲げる額を加え

た額）を、当該申請に係る長期優良計

画の認定について同時に申請された

住戸の合計数で除して得た額（１００

円未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。以下同じ。）を加算した額）

ア 一戸建ての住宅の場合 新築す

る場合にあっては５９，０００円、

増築又は改築する場合にあっては

８７，０００円 

イ 共同住宅等の場合 次に掲げる

建築物の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額を、当該

建築物に係る長期優良計画の認定

について同時に申請された住戸の

合計数で除して得た額 
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（ア） ５００平方メートル以下の

建築物を新築する場合にあって

は１３７，０００円、増築又は改

築する場合にあっては２０１，０

００円 

（イ） ５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下の建

築物を新築する場合にあっては

２１６，０００円、増築又は改築

する場合にあっては３１９，００

０円 

（ウ） １，０００平方メートルを

超え３，０００平方メートル以下

の建築物を新築する場合にあっ

ては４２９，０００円、増築又は

改築する場合にあっては６３４，

０００円 

（エ） ３，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル以下

の建築物を新築する場合にあっ

ては７６４，０００円、増築又は

改築する場合にあっては１，１３

２，０００円 

（オ） ５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以

下の建築物を新築する場合にあ

っては１，３１０，０００円、増

築又は改築する場合にあっては

１，９４４，０００円 
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（カ） １０，０００平方メートル

を超え２０，０００平方メートル

以下の建築物を新築する場合に

あっては２，４３１，０００円、

増築又は改築する場合にあって

は３，６０７，０００円 

（キ） ２０，０００平方メートル

を超え３０，０００平方メートル

以下の建築物を新築する場合に

あっては３，４８７，０００円、

増築又は改築する場合にあって

は５，１７３，０００円 

（ク） ３０，０００平方メートル

を超える建築物を新築する場合

にあっては４，２８５，０００円、

増築又は改築する場合にあって

は６，３６７，０００円 

長期優良促進法第５条第１項から第３項までの

規定に基づく長期優良計画について、同法第６条

第１項各号に掲げる基準に適合していることに

つき、あらかじめ登録住宅性能評価機関が認めた

長期優良計画認定の申請 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額（申請に併せて長期優良促進

法第６条第２項の規定に基づく申出

がある場合にあっては、確認手数料条

例別表第１の１の表に掲げる額（当該

申請に係る長期優良計画に建築基準

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あっては

同表２の表に掲げる額を加えた額）

を、当該申請に係る長期優良計画の認

定について同時に申請された住戸の

合計数で除して得た額を加算した額）
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ア 一戸建ての住宅の場合 新築す

る場合にあっては８，０００円、増

築又は改築する場合にあっては１

１，０００円 

イ 共同住宅等の場合 次に掲げる

建築物の床面積の合計の区分に応

じ、それぞれ次に定める額を、当該

建築物に係る長期優良計画の認定

について同時に申請された住戸の

合計数で除して得た額 

（ア） ５００平方メートル以下の

建築物を新築する場合にあって

は１６，０００円、増築又は改築

する場合にあっては２１，０００

円 

（イ） ５００平方メートルを超え

１，０００平方メートル以下の建

築物を新築する場合にあっては

２７，０００円、増築又は改築す

る場合にあっては３６，０００円

（ウ） １，０００平方メートルを

超え３，０００平方メートル以下

の建築物を新築する場合にあっ

ては４１，０００円、増築又は改

築する場合にあっては５４，００

０円 

（エ） ３，０００平方メートルを

超え５，０００平方メートル以下

の建築物を新築する場合にあっ
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ては７４，０００円、増築又は改

築する場合にあっては９９，００

０円 

（オ） ５，０００平方メートルを

超え１０，０００平方メートル以

下の建築物を新築する場合にあ

っては１２７，０００円、増築又

は改築する場合にあっては１６

９，０００円 

（カ） １０，０００平方メートル

を超え２０，０００平方メートル

以下の建築物を新築する場合に

あっては２１８，０００円、増築

又は改築する場合にあっては２

８７，０００円 

（キ） ２０，０００平方メートル

を超え３０，０００平方メートル

以下の建築物を新築する場合に

あっては２８４，０００円、増築

又は改築する場合にあっては３

７０，０００円 

（ク） ３０，０００平方メートル

を超える建築物を新築する場合

にあっては３２２，０００円、増

築又は改築する場合にあっては

４１３，０００円 

長期優良促進法第８条第１項の規定に基づく長

期優良計画の変更部分について同法第６条第１

項各号に掲げる基準に適合していることにつき、

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額（申請に併せて長期優良促進

法第８条第２項において準用する同



‐14‐ 

あらかじめ登録住宅性能評価機関の審査を受け

ていない長期優良計画変更認定の申請 

法第６条第２項の規定に基づく申出

がある場合にあっては、確認手数料条

例別表第１の１の表に掲げる額（当該

申請に係る長期優良計画に建築基準

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あっては

同表２の表に掲げる額を加えた額）

を、当該申請に係る長期優良計画の変

更の認定について同時に申請された

住戸の合計数で除して得た額を加算

した額） 

ア 一戸建ての住宅の場合 新築す

る場合にあっては２９，０００円、

増築又は改築する場合にあっては

４３，０００円 

イ 共同住宅等の場合 当該長期優

良計画の変更に係る部分の床面積

の２分の１（床面積の増加する部分

にあっては、当該増加する部分の床

面積）に応じ、長期優良計画認定申

請手数料の項金額の欄イ（ア）から

（ク）までに掲げる区分に応じ、そ

れぞれ定める額を、当該建築物に係

る長期優良計画の変更の認定につ

いて同時に申請された住戸の合計

数で除して得た額 

長期優良促進法第８条第１項の規定に基づく長

期優良計画の変更部分について同法第６条第１

項各号に掲げる基準に適合していることにつき、

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に

定める額（申請に併せて長期優良促進

法第８条第２項において準用する同
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あらかじめ登録住宅性能評価機関が認めた長期

優良計画変更認定の申請 

法第６条第２項の規定に基づく申出

がある場合にあっては、確認手数料条

例別表第１の１の表に掲げる額（当該

申請に係る長期優良計画に建築基準

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あっては

同表２の表に掲げる額を加えた額）

を、当該申請に係る長期優良計画の変

更の認定について同時に申請された

住戸の合計数で除して得た額を加算

した額） 

ア 一戸建ての住宅の場合 新築す

る場合にあっては４，０００円、増

築又は改築する場合にあっては５，

０００円 

イ 共同住宅の場合 当該長期優良

計画の変更に係る部分の床面積の

２分の１（床面積の増加する部分に

あっては、当該増加する部分の床面

積）に応じ、登録住宅性能評価機関

による審査を受けた長期優良計画

の認定申請手数料の項金額の欄イ

（ア）から（ク）までに掲げる区分

に応じ、それぞれ定める額を、当該

建築物に係る長期優良計画の変更

の認定について同時に申請された

住戸の合計数で除して得た額 

長期優良促進法第９条第１項の規定による同法

第８条第１項の規定に基づく長期優良計画変更

１件につき ４，０００円 
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認定の申請 

長期優良促進法第１０条の規定に基づく地位の

承継の承認申請 

１件につき ４，０００円 

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）第３４条第１項の

規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計

画（同法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合

していることにつき、あらかじめ登録住宅性能評

価機関（非住宅の部分については建築基準法第７

７条の２１第１項に規定する指定確認検査機関

を兼ねるものに限る。）又は建築物エネルギー消

費性能向上に関する法律第１５条第１項に規定

する登録建築物エネルギー消費性能判定機関（以

下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」と

いう。）による審査を受けたものを除く。）の認

定の申請 

認定申請された建築物エネルギー消

費性能向上計画に係る建築物ごとに、

その各部分の区分及び建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律

第３５条第１項第１号に規定する経

済産業省令・国土交通省令に定める基

準に応じ、それぞれ次に掲げる床面積

の合計ごとに定める額を合算した額

（申請に併せて建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律第３５

条第２項の規定に基づく申出がある

場合にあっては、確認手数料条例別表

第１の１の表に掲げる額（当該申請に

係る建築物エネルギー消費性能向上

計画に建築基準法第８７条の４に規

定する昇降機に係る部分が含まれる

場合にあっては同条例別表第１の２

の表に掲げる額）を加算した額） 

ア 住宅部分（共同住宅等に係るもの

を除く。） 

（ア） 床面積が２００平方メート

ル未満の場合 ３４，０００円 

（イ） 床面積が２００平方メート

ル以上の場合 ３８，０００円 

イ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

に限る。） 
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（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ６６，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平方メー

トル未満の場合 １１０，０００

円 

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 １８６，０

００円 

（エ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上の場合 ２６

５，０００円 

ウ 非住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令（平成２

８年経済産業省・国土交通省令第１

号）第１０条第１号イ（１）及びロ

（１）で定める基準に適合する場

合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ２１５，０

００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ２６９，０００

円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方
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メートル未満の場合 ３４７，０

００円 

（エ）床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方メ

ートル未満の場合 ４９４，００

０円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ６０８，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ７１

９，０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ８

２０，０００円 

エ 非住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１０

条第１号イ（２）及びロ（２）で定

める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ８３，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １０６，０００

円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００
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平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 １３９，０

００円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ２２３，０

００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ２９１，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ３４

９，０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４

１０，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３４条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画（同法第３５条第１項各号

に掲げる基準に適合していることにつき、あらか

じめ評価機関等（非住宅部分については登録建築

物エネルギー消費性能判定機関に限る。）による

審査を受けたものに限る。）の認定の申請 

認定申請された建築物エネルギー消

費性能向上計画に係る建築物ごとに、

その各部分の区分及び建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律

第３５条第１項第１号に規定する経

済産業省令・国土交通省令に定める基

準に応じ、それぞれ次に掲げる床面積

の合計ごとに定める額を合算した額

（申請に併せて建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律第３５

条第２項の規定に基づく申出がある
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場合にあっては、確認手数料条例別表

第１の１の表に掲げる額（当該申請に

係る建築物エネルギー消費性能向上

計画に建築基準法第８７条の４に規

定する昇降機に係る部分が含まれる

場合にあっては同条例別表第１の２

の表に掲げる額）を加算した額） 

ア 住宅部分（共同住宅等に係るもの

を除く。） 

（ア） 床面積が２００平方メート

ル未満の場合 ６，０００円 

（イ） 床面積が２００平方メート

ル以上の場合 ６，０００円 

イ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

に限る。） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平方メー

トル未満の場合 ２１，０００円

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ４４，００

０円 

（エ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上の場合 ７７，

０００円 

ウ 非住宅部分（建築物エネルギー消
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費性能基準等を定める省令第１０

条第１号イ（１）及びロ（１）で定

める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １７，０００円

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ２７，００

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ７７，００

０円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 １２１，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 １５

２，０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １

９０，０００円 

エ 非住宅部分（建築物エネルギー消
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費性能基準等を定める省令第１０

条第１号イ（２）及びロ（２）で定

める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １７，０００円

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ２７，００

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ７７，００

０円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 １２１，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 １５

２，０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １

９０，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法 認定申請された建築物エネルギー消
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律第３６条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更（変更部分について

同法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合し

ていることにつき、あらかじめ評価機関等（非住

宅部分については登録建築物エネルギー消費性

能判定機関に限る。）による審査を受けたものを

除く。）の認定の申請 

費性能向上計画に係る建築物ごとに、

その各部分の区分及び建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律

第３５条第１項第１号に規定する経

済産業省令・国土交通省令に定める基

準に応じ、それぞれ次に掲げる床面積

の合計ごとに定める額を合算した額

（申請に併せて建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律第３６

条第２項の規定により準用する同法

第３５条第２項の規定に基づく申出

がある場合にあっては、確認手数料条

例別表第１の１の表に掲げる額（当該

申請に係る建築物エネルギー消費性

能向上計画に建築基準法第８７条の

４に規定する昇降機に係る部分が含

まれる場合にあっては同条例別表第

１の２の表に掲げる額）を加算した

額） 

ア 住宅部分（共同住宅等に係るもの

を除く。） 

（ア） 床面積が２００平方メート

ル未満の場合 １７，０００円 

（イ） 床面積が２００平方メート

ル以上の場合 １９，０００円 

イ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

に限る。） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ３３，００
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０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平方メー

トル未満の場合 ５５，０００円

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ９３，００

０円 

（エ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上の場合 １３

２，５００円 

ウ 非住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１０

条第１号イ（１）及びロ（１）で定

める基準に適合する場合 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １０７，５

００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １３４，５００

円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 １７３，５

００円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ２４７，０
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００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ３０４，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ３５

９，５００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４

１０，０００円 

エ 非住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１０

条第１号イ（２）及びロ（２）で定

める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ４１，５０

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ５３，０００円

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ６９，５０

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 １１１，５
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００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 １４５，

５００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 １７

４，５００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２

０５，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３６条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更（変更部分について

同法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合し

ていることにつき、あらかじめ評価機関等（非住

宅部分については登録建築物エネルギー消費性

能判定機関に限る。）による審査を受けたものに

限る。）の認定の申請 

認定申請された建築物エネルギー消

費性能向上計画に係る建築物ごとに、

その各部分の区分及び建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律

第３５条第１項第１号に規定する経

済産業省令・国土交通省令に定める基

準に応じ、それぞれ次に掲げる床面積

の合計ごとに定める額を合算した額

（申請に併せて建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律第３６

条第２項の規定により準用する同法

第３５条の第２項の規定に基づく申

出がある場合にあっては、確認手数料

条例別表第１の１の表に掲げる額（当

該申請に係る建築物エネルギー消費

性能向上計画に建築基準法第８７条

の４に規定する昇降機に係る部分が
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含まれる場合にあっては同条例別表

第１の２の表に掲げる額）を加算した

額） 

ア 住宅部分（共同住宅等に係るもの

を除く。） 

（ア） 床面積が２００平方メート

ル未満の場合 ３，０００円 

（イ） 床面積が２００平方メート

ル以上の場合 ３，０００円 

イ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

に限る。） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ５，５００

円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平方メー

トル未満の場合 １０，５００円

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ２２，００

０円 

（エ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上の場合 ３８，

５００円 

ウ 非住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１０

条第１号イ（１）及びロ（１）で定

める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方
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メートル未満の場合 ５，５００

円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ８，５００円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 １３，５０

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ３８，５０

０円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ６０，５

００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ７６，

０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ９

５，０００円 

エ 非住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１０

条第１号イ（２）及びロ（２）で定

める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方
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メートル未満の場合 ５，５００

円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ８，５００円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 １３，５０

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ３８，５０

０円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ６０，５

００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ７６，

０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ９

５，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第４１条第１項の規定に基づく建築物のエネ

ルギー消費性能（同法第２条第３号の規定による

建築物エネルギー消費性能基準に適合している

ことにつき、あらかじめ評価機関等（非住宅部分

認定申請された建築物の各部分の区

分及び建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律第２条第３号に

規定する経済産業省令・国土交通省令

に定める基準に応じ、それぞれ次に掲
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については登録建築物エネルギー消費性能判定

機関に限る。）による審査を受けたものを除く。）

認定の申請 

げる床面積の合計ごとに定める額を

合算した額 

ア 住宅部分（共同住宅等に係るもの

を除く。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（１）（i）及びロ（１）

で定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積が２００平方メート

ル未満の場合 ３４，０００円 

（イ） 床面積が２００平方メート

ル以上の場合 ３８，０００円 

イ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

を除く。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（２）（i）及びロ（２）

で定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が２００平方

メートル未満の場合 １８，００

０円 

（イ） 床面積の合計が２００平方

メートル以上の場合 １９，００

０円 

ウ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

を除く。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（３）及びロ（３）で

定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が２００平方

メートル未満の場合 １８，００



‐31‐ 

０円 

（イ） 床面積の合計が２００平方

メートル以上の場合 １９，００

０円 

エ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

に限る。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（１）（ii）及びロ（１）

で定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ６６，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平方メー

トル未満の場合 １１０，０００

円 

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 １８６，０

００円 

（エ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上の場合 ２６

５，０００円 

オ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

に限る。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（２）（ii）及びロ（２）

で定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方
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メートル未満の場合 ３３，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平方メー

トル未満の場合 ５５，０００円

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ９８，００

０円 

（エ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上の場合 １４

８，０００円 

カ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

に限る。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（３）及びロ（３）で

定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ３３，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平方メー

トル未満の場合 ５５，０００円

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ９８，００

０円 

（エ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上の場合 １４
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８，０００円 

キ 非住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条

第１項第１号イで定める基準に適

合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ２１５，０

００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ２６９，０００

円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ３４７，０

００円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ４９４，０

００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ６０８，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ７１

９，０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００
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０平方メートル以上の場合 ８

２０，０００円 

ク 非住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条

第１項第１号ロで定める基準に適

合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ８３，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １０６，０００

円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 １３９，０

００円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ２２３，０

００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ２９１，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ３４

９，０００円 
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（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４

１０，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第４１条第１項の規定に基づく建築物のエネ

ルギー消費性能に係る（同法第２条第３号の規定

による建築物エネルギー消費性能基準に適合し

ていることにつき、あらかじめ評価機関等（非住

宅部分については登録建築物エネルギー消費性

能判定機関に限る。）による審査を受けたものに

限る。）認定の申請 

認定申請された建築物の各部分の区

分及び建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律第２条第３号に

規定する経済産業省令・国土交通省令

に定める基準に応じ、それぞれ次に掲

げる床面積の合計ごとに定める額を

合算した額 

ア 住宅部分（共同住宅等に係るもの

を除く。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（１）（i）及びロ（１）

で定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積が２００平方メート

ル未満の場合 ６，０００円 

（イ） 床面積が２００平方メート

ル以上の場合 ６，０００円 

イ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

を除く。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（２）（i）及びロ（２）

で定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が２００平方

メートル未満の場合 ６，０００

円 

（イ） 床面積の合計が２００平方

メートル以上の場合 ６，０００
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円 

ウ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

を除く。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（３）及びロ（３）で

定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が２００平方

メートル未満の場合 ６，０００

円 

（イ） 床面積の合計が２００平方

メートル以上の場合 ６，０００

円 

エ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

に限る。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（１）（ii）及びロ（１）

で定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平方メー

トル未満の場合 ２１，０００円

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ４４，００

０円 

（エ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上の場合 ７７，
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０００円 

オ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

に限る。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（２）（ii）及びロ（２）

で定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平方メー

トル未満の場合 ２１，０００円

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ４４，００

０円 

（エ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上の場合 ７７，

０００円 

カ 住宅部分（共同住宅等に係るもの

に限る。）（建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第

１項第２号イ（３）及びロ（３）で

定める基準に適合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上２，０００平方メー
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トル未満の場合 ２１，０００円

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ４４，００

０円 

（エ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上の場合 ７７，

０００円 

キ 非住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条

第１項第１号イで定める基準に適

合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １７，０００円

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ２７，００

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ７７，００

０円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 １２１，
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０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 １５

２，０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １

９０，０００円 

ク 非住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令第１条

第１項第１号ロで定める基準に適

合する場合） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １７，０００円

（ウ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ２７，００

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ７７，００

０円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 １２１，
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０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 １５

２，０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １

９０，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第１２条第１項又は第１３条第２項の規定に

基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の提

出又は通知に対する審査 

建築物エネルギー消費性能基準に適

合するものとして提出又は通知され

た建築物エネルギー消費性能確保計

画に係る建築物の区分に応じ、それぞ

れ次に掲げる床面積（一次エネルギー

消費量（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第１条第１項第１

号イに規定する一次エネルギー消費

量をいう。）の算定対象としない建築

物の部分の床面積を除く。以下この項

から建築物エネルギー消費性能確保

計画の軽微な変更の該当証明書交付

手数料の項までにおいて同じ。）の合

計ごとに定める額 

ア 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第１

号イに定める基準に適合するもの

として提出又は通知された建築物

エネルギー消費性能確保計画に係

るもの 

（ア） 床面積の合計が３００平方
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メートル未満の場合 ２１５，０

００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ２６９，０００

円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ３４７，０

００円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ４９４，０

００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ６０８，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ７１

９，０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ８

２０，０００円 

イ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第１

号ロに定める基準に適合するもの

として提出又は通知された建築物
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エネルギー消費性能確保計画に係

るもの 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ８３，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １０６，０００

円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 １３９，０

００円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ２２３，０

００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ２９１，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ３４

９，０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４

１０，０００円 

ウ 建築物エネルギー消費性能基準
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等を定める省令第１条第１項第１

号イ又はロに定める基準に適合す

るものとして提出又は通知された

建築物エネルギー消費性能確保計

画に係るもの（建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律第３

５条第１項の認定を受けた同法第

３４条第３項に規定する他の建築

物に限る。） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １１，００

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １７，０００円

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ２７，００

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ７７，００

０円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 １２１，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００
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平方メートル未満の場合 １５

２，０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 １

９０，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第１２条第２項又は第１３条第３項の規定に

基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保

計画の提出又は通知に対する審査 

建築物エネルギー消費性能基準に適

合するものとして提出又は通知され

た変更後の建築物エネルギー消費性

能確保計画に係る建築物の区分に応

じ、それぞれ次に掲げる床面積の合計

ごとに定める額 

ア 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第１

号イに定める基準に適合するもの

として提出又は通知された変更後

の建築物エネルギー消費性能確保

計画に係るもの 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １０７，５

００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １３４，５００

円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 １７３，５

００円 

（エ） 床面積の合計が２，０００
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平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ２４７，０

００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ３０４，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ３５

９，５００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ４

１０，０００円 

イ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第１

号ロに定める基準に適合するもの

として提出又は通知された変更後

の建築物エネルギー消費性能確保

計画に係るもの 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ４１，５０

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ５３，０００円

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ６９，５０
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０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 １１１，５

００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 １４５，

５００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 １７

４，５００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２

０５，０００円 

ウ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第１

号イ又はロに定める基準に適合す

るものとして提出又は通知された

建築物エネルギー消費性能確保計

画に係るもの（建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律第３

５条第１項の認定を受けた同法第

３４条第３項に規定する他の建築

物に限る。） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ５，５００

円 
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（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ８，５００円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 １３，５０

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ３８，５０

０円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ６０，５

００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ７６，

０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ９

５，０００円 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第

１１条の規定に基づく建築物エネルギー消費性

能確保計画の軽微な変更に該当することを証す

る書面の交付 

建築物エネルギー消費性能基準に適

合することが明らかな変更に該当す

ることを証する書面の交付を求めら

れた変更後の建築物エネルギー消費

性能確保計画に係る建築物の区分に

応じ、それぞれ次に掲げる床面積の合

計ごとに定める額 
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ア 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第１

号イに定める基準に適合すること

が明らかな変更後の建築物エネル

ギー消費性能確保計画に係るもの 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 １０７，５

００円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 １３４，５００

円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 １７３，５

００円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ２４７，０

００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 ３０４，

０００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ３５

９，５００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００
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０平方メートル以上の場合 ４

１０，０００円 

イ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第１

号ロに定める基準に適合すること

が明らかな変更後の建築物エネル

ギー消費性能確保計画に係るもの 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ４１，５０

０円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ５３，０００円

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 ６９，５０

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 １１１，５

００円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の場合 １４５，

５００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 １７

４，５００円 
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（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ２

０５，０００円 

ウ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第１条第１項第１

号イ又はロに定める基準に適合す

るものとして提出又は通知された

建築物エネルギー消費性能確保計

画に係るもの（建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律第３

５条第１項の認定を受けた同法第

３４条第３項に規定する他の建築

物に限る。） 

（ア） 床面積の合計が３００平方

メートル未満の場合 ５，５００

円 

（イ） 床面積の合計が３００平方

メートル以上１，０００平方メー

トル未満の場合 ８，５００円 

（ウ） 床面積の合計が１，０００

平方メートル以上２，０００平方

メートル未満の場合 １３，５０

０円 

（エ） 床面積の合計が２，０００

平方メートル以上５，０００平方

メートル未満の場合 ３８，５０

０円 

（オ） 床面積の合計が５，０００

平方メートル以上１０，０００平
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方メートル未満の場合 ６０，５

００円 

（カ） 床面積の合計が１０，００

０平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の場合 ７６，

０００円 

（キ） 床面積の合計が２５，００

０平方メートル以上の場合 ９

５，０００円 

狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第４

条第２項の規定に基づく犬の登録 

１頭につき ３，０００円 

狂犬病予防法第５条第２項の規定に基づく犬の

狂犬病予防注射済票の交付 

５５０円

狂犬病予防法施行令（昭和２８年政令第２３６

号）第１条の２の規定に基づく犬の鑑札の再交付 

１，６００円

狂犬病予防法施行令第３条の規定に基づく犬の

狂犬病予防注射済票の再交付 

３４０円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成

１４年法律第８８号）第１９条の規定による飼養

登録票の交付並びに更新及び再交付（愛がん飼養

を目的としたメジロ及びホオジロに係るものに

限る。） 

１件につき ３，４００円 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条

の２第１項の規定による指定地域密着型サービ

ス事業者の指定の申請（当該申請に係る事業所が

本市の区域にあるものに限る。） 

１件につき ２０，０００円 

介護保険法第１１５条の１２第１項の規定によ

る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指

定の申請（当該申請に係る事業所が本市の区域に

１件につき ５，０００円（同一事業

所において前項に定める申請を同時

に行う場合の手数料 ２，０００円）
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あるものに限る。） 

介護保険法第７８条の１２において準用する介

護保険法第７０条の２第１項の規定による指定

地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請

（当該申請に係る事業所が本市の区域にあるも

のに限る。） 

１件につき ９，０００円 

介護保険法第１１５条の２１において準用する

介護保険法第７０条の２第１項の規定による指

定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の

更新の申請（当該申請に係る事業所が本市の区域

にあるものに限る。） 

１件につき ３，０００円（同一事業

所において前項に定める申請を同時

に行う場合の手数料 １，０００円）

介護保険法第７９条第１項の規定による指定居

宅介護支援事業者の指定の申請（当該申請に係る

事業所が本市の区域にあるものに限る。） 

１件につき ２０，０００円 

介護保険法第７９条の２第１項の規定による指

定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請（当該

申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限

る。） 

１件につき ９，０００円 

介護保険法第１１５条の４５の５第１項の規定

による介護予防・日常生活支援総合事業者の指定

の申請 

１件につき ５，０００円 

介護保険法第１１５条の４５の６第１項の規定

による介護予防・日常生活支援総合事業者の指定

の更新の申請 

１件につき ３，０００円 

その他の証明等 １件につき ２００円 

 


