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札幌市証明等手数料条例（昭和21年条例第15号）新旧対照表 

現   行 改 正 後 備  考 

付表 付表 

番号 区分 手数料の額 番号 区分 手数料の額 

１から６まで （省略） １から６まで （現行のとおり） 

７ 別表33の

４の項第１

号に掲げる

もの 

(1) 建築物の住戸部分又は戸建住宅若しくは長屋の全体（以下

この項及び付表９の項において「住戸等」という。）に係る

計画認定（以下この項において「住戸認定」という。）のみ

の申請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る住戸

等の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額 

ア 当該住戸等に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第

１項各号に掲げる基準（以下この項及び付表９の項におい

て「低炭素基準」という。）に適合していることについて、

あらかじめ登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー

消費性能の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

た場合 

(ｱ) 住戸等の床面積の合計が150平方メートル以下のもの

5,000円 

(ｲ) 住戸等の床面積の合計が150平方メートルを超え、400

平方メートル以下のもの 10,000円 

(ｳ) 住戸等の床面積の合計が400平方メートルを超え、800

平方メートル以下のもの 17,000円 

(ｴ) 住戸等の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000

平方メートル以下のもの 28,000円 

(ｵ) 住戸等の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、

７ 別表33の

４の項第１

号に掲げる

もの 

(1) 戸建住宅又は長屋の全体に係る計画認定の申請において

は、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の床面積の合

計の区分に応じ、次に定める額 

ア 当該建築物に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第

１項各号に掲げる基準（以下この項及び別表付表９の項に

おいて「低炭素基準」という。）に適合していることについ

て、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた

場合 

(ｱ) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの

5,000円 

(ｲ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400

平方メートル以下のもの 10,000円 

(ｳ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800

平方メートル以下のもの 17,000円 

(ｴ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000

平方メートル以下のもの 28,000円 

(ｵ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、

申請単位の削

除・規定整備

規定整備 
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た場合を削除
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4,000平方メートル以下のもの 48,000円 

(ｶ) 住戸等の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、

8,000平方メートル以下のもの 85,000円 

(ｷ) 住戸等の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、

17,000平方メートル以下のもの 135,000円 

(ｸ) 住戸等の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、

25,000平方メートル以下のもの 171,000円 

(ｹ) 住戸等の床面積の合計が25,000平方メートルを超える

もの 182,000円 

（新設） 

4,000平方メートル以下のもの 48,000円 

(ｶ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、

8,000平方メートル以下のもの 85,000円 

(ｷ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、

17,000平方メートル以下のもの 135,000円 

(ｸ) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、

25,000平方メートル以下のもの 171,000円 

(ｹ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超える

もの 182,000円 

 イ 当該建築物に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準

に適合していることについて、住宅部分の外壁、窓等を通

しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギ

ー消費量に関する誘導基準（令和４年国土交通省告示第１

１０６号。以下「誘導仕様基準」という。）に基づく方法

により確認した場合（アに掲げる場合を除く。） 

(ｱ) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの

18,000円 

(ｲ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400

平方メートル以下のもの 33,000円 

(ｳ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800

平方メートル以下のもの 48,000円 

(ｴ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000

平方メートル以下のもの 69,000円 

(ｵ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、 

4,000平方メートル以下のもの 103,000円 

(ｶ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、 

8,000平方メートル以下のもの 156,000円 

(ｷ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、 

誘導仕様基準

に基づく方法

により確認し

た場合の追加
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イ アに掲げる場合以外の場合 

(ｱ) 住戸等の床面積の合計が150平方メートル以下のもの

36,000円 

(ｲ) 住戸等の床面積の合計が150平方メートルを超え、400

平方メートル以下のもの 73,000円 

(ｳ) 住戸等の床面積の合計が400平方メートルを超え、800

平方メートル以下のもの 103,000円 

(ｴ) 住戸等の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000

平方メートル以下のもの 145,000円 

(ｵ) 住戸等の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、

4,000平方メートル以下のもの 208,000円 

(ｶ) 住戸等の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、

8,000平方メートル以下のもの 299,000円 

(ｷ) 住戸等の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、

17,000平方メートル以下のもの 405,000円 

(ｸ) 住戸等の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、

25,000平方メートル以下のもの 530,000円 

(ｹ) 住戸等の床面積の合計が25,000平方メートルを超える

もの 623,000円 

(2) 共同住宅の全体に係る計画認定（以下この項において「住

棟認定」という。）のみの申請において、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・国土交

通省令第１号。以下「基準省令」という。）の規定による住

17,000平方メートル以下のもの 222,000円 

(ｸ) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、

25,000平方メートル以下のもの 287,000円 

(ｹ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超える

もの 326,000円 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

(ｱ) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの

36,000円 

(ｲ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400

平方メートル以下のもの 73,000円 

(ｳ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800

平方メートル以下のもの 103,000円 

(ｴ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000

平方メートル以下のもの 145,000円 

(ｵ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、

4,000平方メートル以下のもの 208,000円 

(ｶ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、

8,000平方メートル以下のもの 299,000円 

(ｷ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、

17,000平方メートル以下のもの 405,000円 

(ｸ) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、

25,000平方メートル以下のもの 530,000円 

(ｹ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超える

もの 623,000円 

(2) 共同住宅の全体に係る計画認定の申請においては、次に掲

げる場合及び当該申請に係る共同住宅の住戸部分以外の部分

（以下「共用部分」という。）の床面積の合計の区分に応じ、

次に定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計

規定整備 

規定整備 

一次エネルギ

ー消費量の算

定方法（各単位
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宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省令第４条第３項

第１号の数値とし、及び建築物に係るエネルギーの使用の合

理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために

誘導すべき基準（平成24年経済産業省・国土交通省・環境省

告示第119号。以下「基準告示」という。）の規定による住宅部

分の設計一次エネルギー消費量を基準告示Ⅰ．第２の２－３

の(2)イの数値とした場合は、次に掲げる場合及び当該申請に

係る共同住宅の住戸部分以外の部分（以下この項及び付表９

の項において「共用部分」という。）の床面積の合計の区分

に応じ、次に定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面

積の合計について前号の規定により算定した額を合算した額

（当該申請において、基準省令の規定による住宅部分の設計

一次エネルギー消費量を基準省令第４条第３項第２号の数値

とし、及び基準告示の規定による住宅部分の設計一次エネル

ギー消費量を基準告示Ⅰ．第２の２－３の(2)ロの数値とした

場合は、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計について

前号の規定により算定した額） 

ア 当該共同住宅の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低

炭素基準に適合していることについて、あらかじめ登録住

宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機

関による審査を受けた場合 

(ｱ)から(ｶ)まで （省略） 

イ （省略） 

(3) 共同住宅の住戸認定及び当該共同住宅に係る住棟認定の申

請（これらの計画認定を併せて受けようとする場合に限る。）

においては、当該住棟認定について前号の規定により算定し

た額 

を前号に掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定

により算定した額を合算した額 

ア 当該共同住宅の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低

炭素基準に適合していることについて、あらかじめ登録住

宅性能評価機関による審査を受けた場合 

(ｱ)から(ｶ)まで （現行のとおり） 

イ （現行のとおり） 

（削る。) 

住戸の一次エ

ネルギー消費

量の合計）の削

除 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

の審査を受け

た場合を削除

申請単位の削

除 
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(4) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画認定の申請に

おいては、次に掲げる場合及び当該申請に係る住宅部分を含

まない建築物の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額 

ア 当該建築物の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低炭

素基準に適合していることについて、あらかじめ登録建築

物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた場合 

(ｱ)から(ｷ)まで （省略） 

イ及びウ （省略） 

(5) 住宅部分及び住宅以外の部分によって構成される建築物

（以下この項及び付表９の項において「複合建築物」という。）

の全体に係る計画認定（次号において「複合建築物認定」と

いう。）のみの申請においては、次に掲げる額を合算した額

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計について第

１号の規定により算定した額 

イ （省略） 

ウ 当該複合建築物に共用部分がある場合（当該申請におい

て、基準省令の規定による住宅部分の設計一次エネルギー

消費量を基準省令第４条第３項第１号の数値とし、及び基

準告示の規定による住宅部分の設計一次エネルギー消費量

を基準告示Ⅰ．第２の２－３の(2)イの数値とした場合に限

る。付表９の項第５号ウにおいて同じ。）においては、当

該共用部分の床面積の合計について第２号（共用部分に係

る部分に限る。）の規定により算定した額 

（新設） 

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画認定の申請に

おいては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の床面

積の合計の区分に応じ、次に定める額 

ア 当該建築物の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低炭

素基準に適合していることについて、あらかじめ建築物の

エネルギー消費性能の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

審査を受けた場合 

(ｱ)から(ｷ)まで （現行のとおり） 

イ及びウ （現行のとおり） 

(4) 住宅部分及び住宅以外の部分によって構成される建築物

（以下「複合建築物」という。）の全体に係る計画認定の申

請においては、次に掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第１号に

掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定により

算定した額 

イ （現行のとおり） 

ウ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該

共用部分の床面積の合計について第２号（共用部分に係る

部分に限る。）の規定により算定した額 

(5) 複合建築物における住宅部分のみに係る計画認定の申請に

規定整備 

規定整備 

規定整備 

規定整備 

一次エネルギ

ー消費量の算

定方法（各単位

住戸の一次エ

ネルギー消費

量の合計）の削

除 

申請単位の新
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(6) 複合建築物の住戸認定及び当該複合建築物に係る複合建築

物認定の申請（これらの計画認定を併せて受けようとする場

合に限る。）においては、当該複合建築物認定について前号

の規定により算定した額 

おいては、次に掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第１号に

掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定により

算定した額 

イ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該

共用部分の床面積の合計について第２号（共用部分に係る

部分に限る。）の規定により算定した額 

(6) 複合建築物における住宅以外の部分のみに係る計画認定の

申請においては、当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積

の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなし

て第３号の規定により算定した額 

設 

申請単位の削

除・新設 

８ （省略） ８ （現行のとおり） 

９ 別表33の

４の項第３

号に掲げる

もの 

(1) 住戸等に係る計画変更認定（以下この項において「住戸変

更認定」という。）のみの申請においては、次に掲げる場合

及び当該申請に係る住戸等の床面積の合計の区分に応じ、次

に定める額 

ア 当該住戸等に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準

に適合していることについて、あらかじめ登録住宅性能評

価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による

審査を受けた場合 

(ｱ) 住戸等の床面積の合計が150平方メートル以下のもの

2,500円 

(ｲ) 住戸等の床面積の合計が150平方メートルを超え、400

平方メートル以下のもの 5,000円 

９ 別表33の

４の項第３

号に掲げる

もの 

(1) 戸建住宅又は長屋の全体に係る計画変更認定の申請におい

ては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の床面積の

合計の区分に応じ、次に定める額 

ア 当該建築物に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準

に適合していることについて、あらかじめ登録住宅性能評

価機関による審査を受けた場合 

(ｱ) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの

2,500円 

(ｲ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400

平方メートル以下のもの 5,000円 

申請単位の削

除・規定整備

規定整備 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

の審査を受け

た場合を削除

規定整備 
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(ｳ) 住戸等の床面積の合計が400平方メートルを超え、800

平方メートル以下のもの 8,500円 

(ｴ) 住戸等の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000

平方メートル以下のもの 14,000円 

(ｵ) 住戸等の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、

4,000平方メートル以下のもの 24,000円 

(ｶ) 住戸等の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、

8,000平方メートル以下のもの 42,500円 

(ｷ) 住戸等の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、

17,000平方メートル以下のもの 67,500円 

(ｸ) 住戸等の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、

25,000平方メートル以下のもの 85,500円 

(ｹ) 住戸等の床面積の合計が25,000平方メートルを超える

もの 91,000円 

（新設） 

(ｳ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800

平方メートル以下のもの 8,500円 

(ｴ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000

平方メートル以下のもの 14,000円 

(ｵ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、

4,000平方メートル以下のもの 24,000円 

(ｶ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、

8,000平方メートル以下のもの 42,500円 

(ｷ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、

17,000平方メートル以下のもの 67,500円 

(ｸ) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、

25,000平方メートル以下のもの 85,500円 

(ｹ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超える

もの 91,000円 

 イ 当該建築物に係る低炭素建築物新築等計画が低炭素基準

に適合していることについて、誘導仕様基準に基づく方法

により確認した場合（アに掲げる場合を除く。） 

(ｱ) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの

9,000円 

(ｲ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400

平方メートル以下のもの 16,500円 

(ｳ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800

平方メートル以下のもの 24,000円 

(ｴ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000

平方メートル以下のもの 34,500円 

(ｵ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、 

4,000平方メートル以下のもの 51,500円 

(ｶ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、 

誘導仕様基準

に基づく方法

により確認し

た場合の追加
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イ アに掲げる場合以外の場合 

(ｱ) 住戸等の床面積の合計が150平方メートル以下のもの

18,000円 

(ｲ) 住戸等の床面積の合計が150平方メートルを超え、400

平方メートル以下のもの 36,500円 

(ｳ) 住戸等の床面積の合計が400平方メートルを超え、800

平方メートル以下のもの 51,500円 

(ｴ) 住戸等の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000

平方メートル以下のもの 72,500円 

(ｵ) 住戸等の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、

4,000平方メートル以下のもの 104,000円 

(ｶ) 住戸等の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、

8,000平方メートル以下のもの 149,500円 

(ｷ) 住戸等の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、

17,000平方メートル以下のもの 202,500円 

(ｸ) 住戸等の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、

25,000平方メートル以下のもの 265,500円 

(ｹ) 住戸等の床面積の合計が25,000平方メートルを超える

もの 311,500円 

(2) 共同住宅の全体に係る計画変更認定（以下この項において

「住棟変更認定」という。）のみの申請において、基準省令

8,000平方メートル以下のもの 78,000円 

(ｷ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、 

17,000平方メートル以下のもの 111,000円 

(ｸ) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、

25,000平方メートル以下のもの 143,500円 

(ｹ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超える

もの 163,000円 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

(ｱ) 建築物の床面積の合計が150平方メートル以下のもの

18,000円 

(ｲ) 建築物の床面積の合計が150平方メートルを超え、400

平方メートル以下のもの 36,500円 

(ｳ) 建築物の床面積の合計が400平方メートルを超え、800

平方メートル以下のもの 51,500円 

(ｴ) 建築物の床面積の合計が800平方メートルを超え、2,000

平方メートル以下のもの 72,500円 

(ｵ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、

4,000平方メートル以下のもの 104,000円 

(ｶ) 建築物の床面積の合計が4,000平方メートルを超え、

8,000平方メートル以下のもの 149,500円 

(ｷ) 建築物の床面積の合計が8,000平方メートルを超え、

17,000平方メートル以下のもの 202,500円 

(ｸ) 建築物の床面積の合計が17,000平方メートルを超え、

25,000平方メートル以下のもの 265,500円 

(ｹ) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超える

もの 311,500円 

(2) 共同住宅の全体に係る計画変更認定の申請においては、次

に掲げる場合及び当該申請に係る共用部分の床面積の合計の

規定整備 

規定整備 

一次エネルギ
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の規定による住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省

令第４条第３項第１号の数値とし、及び基準告示の規定によ

る住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準告示Ⅰ．第２

の２－３の(2)イの数値とした場合は、次に掲げる場合及び

当該申請に係る共用部分の床面積の合計の区分に応じ、次に

定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計につ

いて前号の規定により算定した額を合算した額（当該申請に

おいて、基準省令の規定による住宅部分の設計一次エネルギ

ー消費量を基準省令第４条第３項第２号の数値とし、及び基

準告示の規定による住宅部分の設計一次エネルギー消費量を

基準告示Ⅰ．第２の２－３の(2)ロの数値とした場合は、当

該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計について前号の規定

により算定した額） 

ア 当該共同住宅の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低

炭素基準に適合していることについて、あらかじめ登録住

宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機

関による審査を受けた場合 

(ｱ)から(ｶ)まで （省略） 

イ （省略） 

(3) 共同住宅の住戸変更認定及び当該共同住宅に係る住棟変更

認定の申請（これらの計画変更認定を併せて受けようとする

場合に限る。）においては、当該住棟変更認定について前号

の規定により算定した額 

(4) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画変更認定の申

請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る住宅部分

を含まない建築物の床面積の合計の区分に応じ、次に定める

額 

区分に応じ、次に定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の

床面積の合計を前号に掲げる建築物の床面積の合計とみなし

て同号の規定により算定した額を合算した額 

ア 当該共同住宅の全体に係る低炭素建築物新築等計画が低

炭素基準に適合していることについて、あらかじめ登録住

宅性能評価機関による審査を受けた場合 

(ｱ)から(ｶ)まで （現行のとおり） 

イ （現行のとおり） 

（削る。） 

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画変更認定の申

請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の

床面積の合計の区分に応じ、次に定める額 

ー消費量の算

定方法（各単位

住戸の一次エ

ネルギー消費

量の合計）の削

除 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

の審査を受け

た場合を削除

申請単位の削

除 

規定整備 
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アからウまで （省略） 

(5) 複合建築物の全体に係る計画変更認定（次号において「複

合建築物変更認定」という。）のみの申請においては、次に

掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計について第

１号の規定により算定した額 

イ及びウ （省略） 

（新設） 

(6) 複合建築物の住戸変更認定及び当該複合建築物に係る複合

建築物変更認定の申請（これらの計画変更認定を併せて受け

ようとする場合に限る。）においては、当該複合建築物変更

認定について前号の規定により算定した額 

アからウまで （現行のとおり） 

(4) 複合建築物の全体に係る計画変更認定の申請においては、

次に掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第１号に

掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定により

算定した額 

イ及びウ （現行のとおり） 

(5) 複合建築物における住宅部分のみに係る計画変更認定の申

請においては、次に掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第１号に

掲げる建築物の床面積の合計とみなして同号の規定により

算定した額 

イ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該

共用部分の床面積の合計について第２号（共用部分に係る

部分に限る。）の規定により算定した額 

(6) 複合建築物における住宅以外の部分のみに係る計画変更認

定の申請においては、当該複合建築物の住宅以外の部分の床

面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみ

なして第３号の規定により算定した額 

規定整備 

申請単位の新

設 

申請単位の削

除・新設 

10から12まで （省略） 10から12まで （現行のとおり） 

13 別表33の

５の項第４

号に掲げる

もの 

(1) 戸建住宅又は建築物の住戸部分（長屋の全体を含む。以下

この項、付表15の項及び17の項において同じ。）に係る計画

認定（以下この項において「住戸認定」という。）のみの申

請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る戸建住宅

又は建築物の住戸部分の床面積の合計の区分に応じ、次に定

める額 

13 別表33の

５の項第４

号に掲げる

もの 

(1) 戸建住宅又は長屋の全体に係る計画認定の申請において

は、次に掲げる場合及び当該申請に係る戸建住宅又は長屋の

全体の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額 

申請単位の削

除・規定整備
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ア 当該戸建住宅又は建築物の住戸部分に係る建築物エネル

ギー消費性能向上計画が法第35条第１項各号に掲げる基準

（以下この項及び付表15の項において「省エネ向上計画基

準」という。）に適合していることについて、あらかじめ

登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能

判定機関による審査を受けた場合 

(ｱ) 戸建住宅 4,600円 

(ｲ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が300平方メートル

以下のもの 9,200円 

(ｳ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が300平方メートル

を超え、2,000平方メートル以下のもの 19,000円 

(ｴ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が2,000平方メート

ルを超え、5,000平方メートル以下のもの 44,000円 

(ｵ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が5,000平方メート

ルを超えるもの 78,000円 

（新設） 

ア 当該戸建住宅又は長屋の全体に係る建築物エネルギー消

費性能向上計画が法第35条第１項各号に掲げる基準（以下

この項及び別表付表15の項において「省エネ向上計画基準」

という。）に適合していることについて、あらかじめ登録

住宅性能評価機関による審査を受けた場合 

(ｱ) 戸建住宅 4,600円 

(ｲ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下の

もの 9,200円 

(ｳ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超

え、2,000平方メートル以下のもの 19,000円 

(ｴ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超

え、5,000平方メートル以下のもの 44,000円 

(ｵ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超

えるもの 78,000円 

 イ 当該戸建住宅又は長屋の全体に係る建築物エネルギー消

費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していること

について、誘導仕様基準に基づく方法により確認した場合

（アに掲げる場合を除く。） 

(ｱ) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートル以下のも

の 17,000円 

(ｲ) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートルを超える

もの 19,000円 

(ｳ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下の

もの 33,000円 

規定整備 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

の審査を受け

た場合を削除

規定整備 

誘導仕様基準

に基づく方法

により確認し

た場合の追加
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イ アに掲げる場合以外の場合 

(ｱ)及び(ｲ) （省略） 

(ｳ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が300平方メートル

以下のもの 67,000円 

(ｴ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が300平方メートル

を超え、2,000平方メートル以下のもの 113,000円 

(ｵ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が2,000平方メート

ルを超え、5,000平方メートル以下のもの 192,000円 

(ｶ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が5,000平方メート

ルを超えるもの 276,000円 

(2) 共同住宅の全体に係る計画認定（以下この項において「住

棟認定」という。）のみの申請において、基準省令の規定に

よる住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省令第４条

第３項第１号の数値とした場合は、次に掲げる場合及び当該

申請に係る共同住宅の住戸部分以外の部分（以下この項、付

表15の項及び17の項において「共用部分」という。）の床面

積の合計の区分に応じ、次に定める額に、当該共同住宅の全

住戸部分の床面積の合計について前号の規定により算定した

額を合算した額（当該申請において、基準省令の規定による

住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省令第４条第３

項第２号の数値とした場合は、当該共同住宅の全住戸部分の

床面積の合計について前号の規定により算定した額） 

(ｴ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超え、

2,000平方メートル以下のもの 57,000円 

(ｵ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超

え、5,000平方メートル以下のもの 103,000円 

(ｶ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超

えるもの 155,000円 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

(ｱ)及び(ｲ) （現行のとおり） 

(ｳ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下の

もの 67,000円 

(ｴ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超

え、2,000平方メートル以下のもの 113,000円 

(ｵ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超

え、5,000平方メートル以下のもの 192,000円 

(ｶ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超

えるもの 276,000円 

(2) 共同住宅の全体に係る計画認定の申請において、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・

国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。）の規定に

よる住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を基準省令第

13条第３項第１号の数値とした場合は、次に掲げる場合及び

当該申請に係る共用部分の床面積の合計の区分に応じ、次に

定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計を前

号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定

により算定した額を合算した額（当該申請において、基準省令

の規定による住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を同

項第２号の数値とした場合は、当該共同住宅の全住戸部分の

床面積の合計を前号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみ

規定整備 

規定整備 

性能向上計画

認定の算定方

法に係る規定

の変更 
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ア 当該共同住宅の全体に係る建築物エネルギー消費性能向

上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについ

て、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関による審査を受けた場合 

(ｱ)から(ｶ)まで （省略） 

イ （省略） 

(3) 共同住宅の住戸認定及び当該共同住宅に係る住棟認定の申

請（これらの計画認定を併せて受けようとする場合に限る。）

においては、当該住棟認定について前号の規定により算定し

た額 

(4) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画認定の申請に

おいては、次に掲げる場合及び当該申請に係る住宅部分を含

まない建築物の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

アからウまで （省略） 

(5) 住宅部分及び住宅以外の部分によって構成される建築物

（以下この項、付表15の項及び17の項において「複合建築

物」という。）の全体に係る計画認定（次号において「複合

建築物認定」という。）のみの申請においては、次に掲げる

額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計について第

１号の規定により算定した額 

イ （省略） 

ウ 当該複合建築物に共用部分がある場合（当該申請におい

て、基準省令の規定による住宅部分の設計一次エネルギー

消費量を基準省令第４条第３項第１号の数値とした場合に

なして同号の規定により算定した額） 

ア 当該共同住宅の全体に係る建築物エネルギー消費性能向

上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについ

て、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受けた

場合 

(ｱ)から(ｶ)まで （現行のとおり） 

イ （現行のとおり） 

（削る。） 

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画認定の申請に

おいては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の床面

積の合計の区分に応じ、次に定める額 

アからウまで （現行のとおり） 

(4) 複合建築物の全体に係る計画認定の申請においては、次に

掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第１号に

掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定に

より算定した額 

イ （現行のとおり） 

ウ 当該複合建築物に共用部分がある場合（当該申請におい

て、基準省令の規定による住宅部分の誘導設計一次エネル

ギー消費量を基準省令第13条第３項第１号の数値とした場

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

の審査を受け

た場合を削除

申請単位の削

除 

規定整備 

規定整備 

性能向上計画

認定の算定方
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限る。付表15の項第５号ウ及び17の項第４号ウにおいて同

じ。）においては、当該共用部分の床面積の合計について

第２号（共用部分に係る部分に限る。）の規定により算定

した額 

（新設） 

(6) 複合建築物の住戸認定及び当該複合建築物に係る複合建築

物認定の申請（これらの計画認定を併せて受けようとする場

合に限る。）においては、当該複合建築物認定について前号

の規定により算定した額 

(7) （省略） 

合に限る。別表付表15の項第４号ウ及び17の項第４号ウに

おいて同じ。）においては、当該共用部分の床面積の合計

について第２号（共用部分に係る部分に限る。）の規定に

より算定した額 

(5) 複合建築物における住宅部分のみに係る計画認定の申請に

おいては、次に掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第１号に

掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定に

より算定した額 

イ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該

共用部分の床面積の合計について第２号（共用部分に係る

部分に限る。）の規定により算定した額 

(6) 複合建築物における住宅以外の部分のみに係る計画認定の

申請においては、当該複合建築物の住宅以外の部分の床面積

の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみなし

て第３号の規定により算定した額 

(7) （現行のとおり） 

法に係る規定

の変更 

申請単位の新

設 

申請単位の削

除・新設 

14 （省略） 14 （現行のとおり） 

15 別表33の

５の項第６

号に掲げる

もの 

(1) 戸建住宅又は建築物の住戸部分に係る計画変更認定（以下

この項において「住戸変更認定」という。）のみの申請にお

いては、次に掲げる場合及び当該申請に係る戸建住宅又は建

築物の住戸部分の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額

ア 当該戸建住宅又は建築物の住戸部分に係る建築物エネル

ギー消費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合してい

ることについて、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登

録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた

場合 

15 別表33の

５の項第６

号に掲げる

もの 

(1) 戸建住宅又は長屋の全体に係る計画変更認定の申請におい

ては、次に掲げる場合及び当該申請に係る戸建住宅又は長屋

の全体の床面積の合計の区分に応じ、次に定める額 

ア 当該戸建住宅又は長屋の全体に係る建築物エネルギー消

費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していること

について、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を

受けた場合 

申請単位の削

除・規定整備

規定整備 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関
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(ｱ) 戸建住宅 2,300円 

(ｲ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が300平方メートル

以下のもの 4,600円 

(ｳ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が300平方メートル

を超え、2,000平方メートル以下のもの 9,500円 

(ｴ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が2,000平方メート

ルを超え、5,000平方メートル以下のもの 22,000円 

(ｵ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が5,000平方メート

ルを超えるもの 39,000円 

（新設） 

イ アに掲げる場合以外の場合 

(ｱ)及び(ｲ) （省略） 

(ｱ) 戸建住宅 2,300円 

(ｲ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下の

もの 4,600円 

(ｳ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超

え、2,000平方メートル以下のもの 9,500円 

(ｴ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超

え、5,000平方メートル以下のもの 22,000円 

(ｵ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超

えるもの 39, 000円 

 イ 当該戸建住宅又は長屋の全体に係る建築物エネルギー消

費性能向上計画が省エネ向上計画基準に適合していること

について、誘導仕様基準に基づく方法により確認した場合

（アに掲げる場合を除く。） 

(ｱ) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートル以下のも

の 8,500円 

(ｲ) 戸建住宅の床面積の合計が200平方メートルを超える

もの 9,500円 

(ｳ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下の

もの 16,500円 

(ｴ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超え、

2,000平方メートル以下のもの 28,500円 

(ｵ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超

え、5,000平方メートル以下のもの 51,500円 

(ｶ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超

えるもの 77,500円 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

(ｱ)及び(ｲ) （現行のとおり） 

の審査を受け

た場合を削除

規定整備 

誘導仕様基準

に基づく方法

により確認し

た場合の追加

規定整備 
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(ｳ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が300平方メートル

以下のもの 33,500円 

(ｴ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が300平方メートル

を超え、2,000平方メートル以下のもの 56,500円 

(ｵ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が2,000平方メート

ルを超え、5,000平方メートル以下のもの 96,000円 

(ｶ) 建築物の住戸部分の床面積の合計が5,000平方メート

ルを超えるもの 138,000円 

(2) 共同住宅の全体に係る計画変更認定（以下この項において

「住棟変更認定」という。）のみの申請において、基準省令

の規定による住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省

令第４条第３項第１号の数値とした場合は、次に掲げる場合

及び当該申請に係る共用部分の床面積の合計の区分に応じ、

次に定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計

について前号の規定により算定した額を合算した額（当該申

請において、基準省令の規定による住宅部分の設計一次エネ

ルギー消費量を基準省令第４条第３項第２号の数値とした場

合は、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計について前

号の規定により算定した額） 

ア 当該共同住宅の全体に係る建築物エネルギー消費性能向

上計画が省エネ向上計画基準に適合していることについ

て、あらかじめ登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関による審査を受けた場合 

(ｱ)から(ｶ)まで （省略） 

イ （省略） 

(3) 共同住宅の住戸変更認定及び当該共同住宅に係る住棟変更

認定の申請（これらの計画変更認定を併せて受けようとする

(ｳ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートル以下の

もの 33,500円 

(ｴ) 長屋の全体の床面積の合計が300平方メートルを超

え、2,000平方メートル以下のもの 56,500円 

(ｵ) 長屋の全体の床面積の合計が2,000平方メートルを超

え、5,000平方メートル以下のもの 96,000円 

(ｶ) 長屋の全体の床面積の合計が5,000平方メートルを超

えるもの 138,000円 

(2) 共同住宅の全体に係る計画変更認定の申請において、基準

省令の規定による住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量

を基準省令第13条第３項第１号の数値とした場合は、次に掲

げる場合及び当該申請に係る共用部分の床面積の合計の区分

に応じ、次に定める額に、当該共同住宅の全住戸部分の床面

積の合計を前号に掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなし

て同号の規定により算定した額を合算した額（当該申請にお

いて、基準省令の規定による住宅部分の誘導設計一次エネル

ギー消費量を同項第２号の数値とした場合は、当該共同住宅

の全住戸部分の床面積の合計を前号に掲げる長屋の全体の床

面積の合計とみなして同号の規定により算定した額） 

ア 当該共同住宅の全体に係る建築物エネルギー消費性能

向上計画が省エネ向上計画基準に適合していることにつ

いて、あらかじめ登録住宅性能評価機関による審査を受け

た場合 

(ｱ)から(ｶ)まで （現行のとおり） 

イ （現行のとおり） 

（削る。） 

規定整備 

性能向上計画

認定の算定方

法に係る規定

の変更 

規定整備 

性能向上計画

認定の算定方

法に係る規定

の変更・規定整

備 

登録建築物エ

ネルギー消費

性能判定機関

の審査を受け

た場合を削除

申請単位の削

除 
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場合に限る。）においては、当該住棟変更認定について前号

の規定により算定した額 

(4) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画変更認定の申

請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る住宅部分

を含まない建築物の床面積の合計の区分に応じ、次に定める

額 

アからウまで （省略） 

(5) 複合建築物の全体に係る計画変更認定（次号において「複

合建築物変更認定」という。）のみの申請においては、次に

掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計について第

１号の規定により算定した額 

イ及びウ （省略） 

（新設） 

(6) 複合建築物の住戸変更認定及び当該複合建築物に係る複合

建築物変更認定の申請（これらの計画変更認定を併せて受け

ようとする場合に限る。）においては、当該複合建築物変更

認定について前号の規定により算定した額 

(7) （省略） 

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る計画変更認定の申

請においては、次に掲げる場合及び当該申請に係る建築物の

床面積の合計の区分に応じ、次に定める額 

アからウまで （現行のとおり） 

(4) 複合建築物の全体に係る計画変更認定の申請においては、

次に掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第１号に

掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定に

より算定した額 

イ及びウ （現行のとおり） 

(5) 複合建築物における住宅部分のみに係る計画変更認定の申

請においては、次に掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を第１号に

掲げる長屋の全体の床面積の合計とみなして同号の規定に

より算定した額 

イ 当該複合建築物に共用部分がある場合においては、当該

共用部分の床面積の合計について第２号（共用部分に係る

部分に限る。）の規定により算定した額 

(6) 複合建築物における住宅以外の部分のみに係る計画変更認

定の申請においては、当該複合建築物の住宅以外の部分の床

面積の合計を住宅部分を含まない建築物の床面積の合計とみ

なして第３号の規定により算定した額 

(7) （現行のとおり） 

規定整備 

規定整備 

申請単位の新

設 

申請単位の削

除・新設 
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16 （省略） 16 （現行のとおり） 

17 別表33の

５の項第８

号に掲げる

もの 

(1) 戸建住宅又は建築物の住戸部分に係る適合認定のみの申請

においては、当該申請に係る戸建住宅又は建築物の住戸部分

の床面積の合計の区分に応じ、別表付表13の項第１号アの規

定に準じて算定した額 

(2) 共同住宅の全体に係る適合認定のみの申請において、基準

省令の規定による住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基

準省令第４条第３項第１号の数値とした場合は、当該申請に

係る共用部分の床面積の合計の区分に応じ、別表付表13の項

第２号アの規定に準じて算定した額に、当該共同住宅の全住

戸部分の床面積の合計について別表付表13の項第１号アの規

定により算定した額を合算した額（当該申請において、基準

省令の規定による住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基

準省令第４条第３項第２号の数値とした場合は、当該共同住

宅の全住戸部分の床面積の合計について別表付表13の項第１

号アの規定により算定した額） 

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る適合認定の申請に

おいては、当該申請に係る住宅部分を含まない建築物の床面

積の合計の区分に応じ、別表付表13の項第４号アの規定に準

じて算定した額 

(4) 複合建築物の全体に係る適合認定のみの申請においては、

次に掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計について第

１号の規定により算定した額 

イ及びウ （省略） 

17 別表33の

５の項第８

号に掲げる

もの 

(1) 戸建住宅又は長屋の全体に係る適合認定の申請において

は、当該申請に係る戸建住宅又は長屋の全体の床面積の合計

の区分に応じ、別表付表13の項第１号アの規定に準じて算定

した額 

(2) 共同住宅の全体に係る適合認定の申請において、基準省令

の規定による住宅部分の設計一次エネルギー消費量を基準省

令第４条第３項第１号の数値とした場合は、当該申請に係る

共用部分の床面積の合計の区分に応じ、別表付表13の項第２

号アの規定に準じて算定した額に、当該共同住宅の全住戸部

分の床面積の合計を同項第１号に掲げる長屋の全体の床面積

の合計とみなして同号アの規定により算定した額を合算した

額（当該申請において、基準省令の規定による住宅部分の設

計一次エネルギー消費量を基準省令第４条第３項第２号の数

値とした場合は、当該共同住宅の全住戸部分の床面積の合計

を同付表13の項第１号に掲げる長屋の全体の床面積の合計と

みなして同号アの規定により算定した額） 

(3) 住宅部分を含まない建築物の全体に係る適合認定の申請に

おいては、当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応

じ、別表付表13の項第３号アの規定に準じて算定した額 

(4) 複合建築物の全体に係る適合認定の申請においては、次に

掲げる額を合算した額 

ア 当該複合建築物の全住戸部分の床面積の合計を長屋の全

体の床面積の合計とみなして第１号の規定により算定した

額 

イ及びウ （現行のとおり） 

付表13の項を

改正すること

に伴う規定整

備 


