
令 和 5年 （ 2023年 ） 3月 6日

総 務 委 員 会 資 料

企 画 部 財 政 課

（第１１号議案）

中野区事務手数料条例の一部を改正する条例について

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則及び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の改正等に伴い、低炭素建築物新築等計画及び建築物

エネルギー消費性能向上計画の認定の申請等に係る事務手数料等について規定を

整備する必要があるため、中野区事務手数料条例を次のように改正する。

１ 改正の主な内容

（１）低炭素建築物新築等計画認定申請手数料及び低炭素建築物新築等計画変更認定

申請手数料について規定する別表第２の８４の７の項及び８４の８の項を削り、

別表第２の次に別表第３を加える。

（２）建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料及び建築物エネルギー消費

性能向上計画変更認定申請手数料について規定する別表第３を別表第４とする。

（３）低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請

等に係る事務手数料等について、住戸ごとの申請の場合に係る事務手数料の規定

を削除する。

（４）低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請

等に係る事務手数料等について、誘導仕様基準による場合の事務手数料の規定を

加える。

２ 施行日

公布の日

３ 新旧対照表

別紙のとおり



（別紙１）
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中野区事務手数料条例新旧対照表

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

第２条 事務手数料は、別表第１から別表第４まで

に掲げる事項の申請者から、別表第１に掲げる事

項については申請又は申請事項に係る証明書等

の交付の際、別表第２から別表第４までに掲げる

事項についてはこれらの表に定める徴収時期に

徴収するものとし、その額は、別表第１から別表

第４までの当該各項に定めるところによる。

第２条 事務手数料は、別表第１から別表第３まで

に掲げる事項の申請者から、別表第１に掲げる事

項については申請又は申請事項に係る証明書等

の交付の際、別表第２に掲げる事項については同

表に定める徴収時期に、別表第３に掲げる事項に

ついては同表に定める徴収時期に徴収するもの

とし、その額は、別表第１当該各項、別表第２当

該各項及び別表第３当該各項に定めるところに

よる。

第３条～第６条 （略） 第３条～第６条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１ （略） 別表第１ （略）

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

別表第３ 別紙のとおり

別表第４ 別紙のとおり 別表第３ 別紙のとおり

附 則

（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 改正前の別表第２の８４の８の項の規定は、都

市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部

を改正する省令（令和４年国土交通省令第６８号）

附則第２項及び第４項の規定によりなお従前の例

によることとされる低炭素建築物新築等計画の変

事務 名称及び額 徴収時期

１ （略） （略） （略）

～ ～ ～ ～

８４の

６

（略） （略） （略）

８５ （略） （略） （略）

～ ～ ～ ～

１３１ （略） （略） （略）

事務 名称及び額 徴収時期

１ （略） （略） （略）

～ ～ ～ ～

８４の

６

（略） （略） （略）

８４の

７

（略） （略） （略）

８４の

８

（略） （略） （略）

８５ （略） （略） （略）

～ ～ ～ ～

１３１ （略） （略） （略）
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更の認定の申請については、なおその効力を有す

る。

３ 改正前の別表第３の４の項の規定は、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

の一部を改正する省令（令和４年国土交通省令第

６７号）附則第２項及び第４項の規定によりなお

従前の例によることとされ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ついては、

なおその効力を有する。



（別紙２）
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中野区事務手数料条例新旧対照表

改正案

別表第３（第２条関係）

事務 名称及び額 徴収時期

１ 都市の低炭

素化の促進に

関する法律（平

成２４年法律

第８４号）第５

４条第１項の

規定に基づく

低炭素建築物

新築等計画の

認定の申請に

対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

認定申請１件につき、次の⑴及び⑵に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（当該申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項の規定に基づく申出が

あつた場合においては、一の建築物について別表第２の９１の２の項に掲げる額（当該申出に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該

部分ごとに同表８６の２の項に掲げる額の手数料を加えた額、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おいては当該昇降機１基について同

表１２５の２の項に掲げる額の手数料を加えた額）の手数料を加えた額）

認定申請

のとき

⑴ 申請に併せて区長が

指定する者（以下「適

合性確認機関」とい

う。）が作成した都市

の低炭素化の促進に関

する法律第５４条第１

項各号に掲げる基準に

適合していることを示

す書類が提出された場

合

ア 一戸建て住宅（人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。） ４，７００円

イ 共同

住宅等

（共同

住宅、

長屋そ

の他一

戸建て

住宅以

外の住

宅をい

う。以

下 同

じ。）

（ア） 住戸の部分（人の居住の用途に供する部分に

限る。以下同じ。）

建築物の総戸数が１戸のもの ４，７００円

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のもの ９，４００円

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下のもの １６，０００円

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下のもの ２７，０００円

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下のもの ４５，０００円

建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以下のもの ８２，０００円

建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸以下のもの １３１，０００円

建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸以下のもの １７０，０００円

建築物の総戸数が３０１戸以上のもの １８５，０００円

（イ） 共用部分（住宅の用途に供する共用廊下、共

用階段その他共用部分をいう。以下同じ。）

当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ９，３００円

当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの

１６，０００円
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当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの

２６，０００円

当該部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの

８０，０００円

当該部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの

１２６，０００円

当該部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内のもの

１６０，０００円

当該部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超える

もの

２００，０００円

（ウ） 非住宅の部分（住戸の部分及び共用部分以外

の部分をいう。以下同じ。）

当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ９，３００円

当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの

１６，０００円

当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの

２６，０００円

当該部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの

８０，０００円

当該部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの

１２６，０００円

当該部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内のもの

１６０，０００円

当該部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超える

もの

２００，０００円
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ウ ア及びイ以外の建築物 建築物の延べ面積が３００平方メートル以内のもの ９，３００円

建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のもの

１６，０００円

建築物の延べ面積が１，０００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの

２６，０００円

建築物の延べ面積が２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの

８０，０００円

建築物の延べ面積が５，０００平方メートルを超え１０，００

０平方メートル以内のもの

１２６，０００円

建築物の延べ面積が１０，０００平方メートルを超え２５，０

００平方メートル以内のもの

１６０，０００円

建築物の延べ面積が２５，０００平方メートルを超えるもの ２００，０００円

⑵ ⑴以外の場合 ア 一戸

建て住

宅

誘導仕様基準（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１１０６号）をいう。以下同じ。）による場合

２１，０００円

誘導仕様基準以外による場合 ３５，０００円

イ 共同

住宅等

（ア） 住戸の部

分

誘導仕様基準による場合 建築物の総戸数が１戸のもの ２１，０００円

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のもの ３９，０００円

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下のもの ５６，０００円

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下のもの ８０，０００円

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下のもの １２０，０００円

建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以下のもの １８２，０００円

建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸以下のもの ２６１，０００円

建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸以下のもの ３４０，０００円
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建築物の総戸数が３０１戸以上のもの ３９０，０００円

誘導仕様基準以外による場合 建築物の総戸数が１戸のもの ３５，０００円

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のもの ６９，０００円

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下のもの ９７，０００円

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下のもの １３７，０００円

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下のもの １９７，０００円

建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以下のもの ２８３，０００円

建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸以下のもの ３８５，０００円

建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸以下のもの ５０８，０００円

建築物の総戸数が３０１戸以上のもの ６００，０００円

（イ） 共用部分 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの １０９，０００円

当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの

１３８，０００円

当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの

１８０，０００円

当該部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの

２８０，０００円

当該部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの

３５９，０００円

当該部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内のもの

４２９，０００円

当該部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超える

もの

５００，０００円
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（ウ） 非住宅の部分 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ２４２，０００円

当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの

３００，０００円

当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの

３８４，０００円

当該部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの

５４６，０００円

当該部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの

６７０，０００円

当該部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内のもの

７８９，０００円

当該部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超える

もの

９００，０００円

ウ ア及びイ以外の建築物 建築物の延べ面積が３００平方メートル以内のもの ２４２，０００円

建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のもの

３００，０００円

建築物の延べ面積が１，０００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの

３８４，０００円

建築物の延べ面積が２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの

５４６，０００円

建築物の延べ面積が５，０００平方メートルを超え１０，００

０平方メートル以内のもの

６７０，０００円
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建築物の延べ面積が１０，０００平方メートルを超え２５，０

００平方メートル以内のもの

７８９，０００円

建築物の延べ面積が２５，０００平方メートルを超えるもの ９００，０００円

２ 都市の低炭

素化の促進に

関する法律第

５５条第１項

の規定に基づ

く低炭素建築

物新築等計画

の変更の認定

の申請に対す

る審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

変更認定申請１件につき、次の⑴及び⑵に掲げる区分に応じて、次に掲げる額（当該申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第２項の規定において準

用する同法第５４条第２項の規定に基づく申出があつた場合においては、一の建築物について別表第２の９１の２の項に掲げる額（当該申出に係る計画に特定建築基準適

合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表８６の２の項に掲げる額の手数料を加えた額、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

まれる場合においては当該昇降機１基について同表１２５の２の項に掲げる額の手数料を加えた額）の手数料を加えた額）

変更認定

申請のと

き

⑴ 申請に併せて適合性

確認機関が作成した都

市の低炭素化の促進に

関する法律第５４条第

１項各号に掲げる基準

に適合していることを

示す書類が提出された

場合

ア 一戸建て住宅 ３，３００円

イ 共同

住宅等

（ア） 住戸の部分 建築物の総戸数が１戸のもの ３，３００円

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のもの ６，６００円

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下のもの １１，０００円

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下のもの １９，０００円

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下のもの ３２，０００円

建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以下のもの ５８，０００円

建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸以下のもの ９３，０００円

建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸以下のもの １２２，０００円

建築物の総戸数が３０１戸以上のもの １３４，０００円

（イ） 共用部分 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ６，５００円

当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの

１１，０００円

当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの

１８，０００円
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当該部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの

５６，０００円

当該部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの

８８，０００円

当該部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内のもの

１１２，０００円

当該部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超える

もの

１４０，０００円

（ウ） 非住宅の部分 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ６，５００円

当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの

１１，０００円

当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの

１８，０００円

当該部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの

５６，０００円

当該部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの

８８，０００円

当該部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内のもの

１１２，０００円

当該部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超える

もの

１４０，０００円

ウ ア及びイ以外の建築物 建築物の延べ面積が３００平方メートル以内のもの ６，５００円
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建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のもの

１１，０００円

建築物の延べ面積が１，０００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの

１８，０００円

建築物の延べ面積が２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの

５６，０００円

建築物の延べ面積が５，０００平方メートルを超え１０，００

０平方メートル以内のもの

８８，０００円

建築物の延べ面積が１０，０００平方メートルを超え２５，０

００平方メートル以内のもの

１１２，０００円

建築物の延べ面積が２５，０００平方メートルを超えるもの １４０，０００円

⑵ ⑴以外の場合 ア 一戸

建て住

宅

誘導仕様基準による場合 １５，０００円

誘導仕様基準以外による場合 １８，０００円

イ 共同

住宅等

（ア） 住戸の部

分

誘導仕様基準による場合 建築物の総戸数が１戸のもの １５，０００円

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のもの ２７，０００円

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下のもの ４０，０００円

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下のもの ５６，０００円

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下のもの ８５，０００円

建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以下のもの １２８，０００円

建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸以下のもの １８４，０００円

建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸以下のもの ２４１，０００円

建築物の総戸数が３０１戸以上のもの ２７８，０００円
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誘導仕様基準以外による場合 建築物の総戸数が１戸のもの １８，０００円

建築物の総戸数が２戸以上５戸以下のもの ３７，０００円

建築物の総戸数が６戸以上１０戸以下のもの ５２，０００円

建築物の総戸数が１１戸以上２５戸以下のもの ７４，０００円

建築物の総戸数が２６戸以上５０戸以下のもの １０８，０００円

建築物の総戸数が５１戸以上１００戸以下のもの １５９，０００円

建築物の総戸数が１０１戸以上２００戸以下のもの ２２１，０００円

建築物の総戸数が２０１戸以上３００戸以下のもの ２９１，０００円

建築物の総戸数が３０１戸以上のもの ３４２，０００円

（イ） 共用部分 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの ５７，０００円

当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの

７２，０００円

当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの

９６，０００円

当該部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの

１５６，０００円

当該部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの

２０５，０００円

当該部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内のもの

２４７，０００円

当該部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超える

もの

２９０，０００円

（ウ） 非住宅の部分 当該部分の床面積の合計が３００平方メートル以内のもの １２３，０００円
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当該部分の床面積の合計が３００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの

１５４，０００円

当該部分の床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの

１９８，０００円

当該部分の床面積の合計が２，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの

２９０，０００円

当該部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以内のもの

３６１，０００円

当該部分の床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え２

５，０００平方メートル以内のもの

４２７，０００円

当該部分の床面積の合計が２５，０００平方メートルを超える

もの

４９１，０００円

ウ ア及びイ以外の建築物 建築物の延べ面積が３００平方メートル以内のもの １２３，０００円

建築物の延べ面積が３００平方メートルを超え１，０００平方

メートル以内のもの

１５４，０００円

建築物の延べ面積が１，０００平方メートルを超え２，０００

平方メートル以内のもの

１９８，０００円

建築物の延べ面積が２，０００平方メートルを超え５，０００

平方メートル以内のもの

２９０，０００円

建築物の延べ面積が５，０００平方メートルを超え１０，００

０平方メートル以内のもの

３６１，０００円

建築物の延べ面積が１０，０００平方メートルを超え２５，０

００平方メートル以内のもの

４２７，０００円
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建築物の延べ面積が２５，０００平方メートルを超えるもの ４９１，０００円



（別紙３）
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