
 

上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料徴収条例をここ

に公布する。  

  平成２１年６月２９日  

                                   上尾市長  島 村  穰            

上尾市条例第２０号  

   上尾市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料徴収条例  

（趣旨）  

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の 

規定に基づき、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律

第８７号。以下「法」という。）に規定する事務について徴収する手数料

に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （手数料を徴収する事務の種類等）  

第２条 手数料を徴収する事務の種類、その名称及び金額は、別表のとおり

とする。  

２ 前項の規定により徴収する手数料の金額は、別表の手数料の金額の欄に

特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他

のものについては１戸につき定めた額とする。  

 （徴収の時期等）  

第３条 手数料は、申請のときこれを徴収する。  

２ 手数料の納付後、申請事項を変更し、又は取り消しても既に納付した手

数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。  

（手数料の減免）  

第４条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は

免除することができる。  

 （委任）  

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

 （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。）以下の過料に処する。  



   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

別表（第２条関係）  

事務の種類  手 数 料 の

名称  手数料の金額  

１ 法第５条

第１項から

第３項まで

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画（同

条第１項に

規定する長

期優良住宅

建築等計画

をいう。以

下同じ。）

の認定の申

請に対する

審査（２の

項に規定す

る審査を除

く。）  

長期 優良

住宅 建築

等計 画認

定申 請手

数料  

  

(1 ) 長期優良住宅建築等計画が法第６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（住宅の品質確保の促進等

に 関す る 法 律（ 平 成 １１ 年 法 律第 ８ １

号）第５条第１項に規定する登録住宅性

能評価機関が作成したものに限る。３の

項において同じ。）が提出された場合 

ア 一戸建ての住宅 ６，０００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額を、申請に係る

住戸を含む一の建築物の住戸のうち同

時に申請された住戸の数（以下この項

から ４の 項ま でに おい て「 申請 住戸

数」という。）で除して得た金額（そ

の金額に１００円未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。） 

(ｱ ) 床面積の合計（申請に係る住戸を

含む一の建築物の床面積の合計をい

う。以下この項において同じ。）が

５００平方メートル以内のもの 1

万３，０００円 

(ｲ ) 床面積の合計が５００平方メート

ルを超え、１，０００平方メートル

以内のもの ２万４，０００円 

(ｳ ) 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え、２,５００平方メー

トル以内のもの ３万５，０００円 

(ｴ ) 床面積の合計が２,５００平方メ

ートルを超え、５，０００平方メー

トル以内のもの ６万５，０００円 

(ｵ ) 床面積の合計が５，０００平方メ

ートルを超え、１万平方メートル以

内のもの １１万２，０００円  
(ｶ ) 床面積の合計が１万平方メートル

を超え、２万平方メートル以内のも

の １８万５，０００円 

(ｷ ) 床面積の合計が２万平方メートル

を超え、３万平方メートル以内のも

の ２２万８，０００円 

(ｸ ) 床面積の合計が３万平方メートル  



  を超えるもの ２４万３，０００円 

(2) (1 )以外の場合 

ア 一戸建ての住宅 ５万７，０００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額を申請住戸数で

除して得た金額（その金額に１００円

未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。） 

(ｱ ) 床面積の合計が５００平方メート

ル以内のもの １２万７，０００円 

(ｲ ) 床面積の合計が５００平方メート

ルを超え、１，０００平方メートル

以内のもの ２０万円 

(ｳ ) 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え、２,５００平方メー

トル以内のもの ３８万９，０００

円 

(ｴ ) 床面積の合計が２,５００平方メ

ートルを超え、５，０００平方メー

トル以内のもの ６９万２，０００

円 

(ｵ ) 床面積の合計が５，０００平方メ

ートルを超え、１万平方メートル以

内のもの １１８万５，０００円 

(ｶ ) 床面積の合計が１万平方メートル

を超え、２万平方メートル以内のも

の ２１８万７，０００円 

(ｷ ) 床面積の合計が２万平方メートル

を超え、３万平方メートル以内のも

の ３１２万３，０００円 

(ｸ ) 床面積の合計が３万平方メートル

を超えるもの ３８２万４，０００

円 

２  法第５条

第１項から

第３項まで  

建築 基準

関係 規定

適合の審  

１の項の手数料の金額の欄 (1)ア又は (2)アの

額（共同住宅等については、同欄 (1)イ (ｱ )か
ら (ｸ )まで又は (2 )イ (ｱ )から (ｸ )までの床面積の  

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画の認

定 の 申 請

（法第６条

第２項の規

定による申

出を伴う申

請 に 限

る。）に対

査の 申出

を伴 う長

期優 良住

宅建 築等

計画 認定

申請 手数

料  

合計（申請に係る住戸を含む一の建築物の

床面積の合計をいう。）の区分に応じ定め

る額）に、次の (1 )に定める額を加算し、次

の (2)又は (3)に掲げる場合はそれぞれ当該 (2)
又は (3 )に定める額を更に加算して得た金額

（共同住宅等については、その金額を申請

住戸数で除して得た金額（その金額に１０

０円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。）） 

(1 ) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に

定める額 



する審査  ア 床面積の合計（申請に係る住戸を

含む一の建築物の床面積の合計(市

長が別に定める算定方法によって算

定したものをいう。）をいう。以下

この項において同じ。）が３０平方

メートル以内のもの ５，０００円 

イ 床面積の合計が３０平方メートル

を超え、 １００ 平方メ ートル 以内

のもの０９，０００円 

ウ 床面積の合計が１００平方メート

ルを超え、２００平方メートル以内

のもの １万４，０００円 

エ 床面積の合計が２００平方メート

ルを超え、５００平方メートル以内

のもの １万９，０００円 

オ 床面積の合計が５００平方メート

ルを超え、１，０００平方メートル

以内のもの ３万４，０００円 

カ 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 ４万８，０００円 

キ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートルを超え、１万平方メートル以

内のもの １４万円 

ク 床面積の合計が１万平方メートル

を超え、５万平方メートル以内のも

の０２４万円 

ケ 床面積の合計が５万平方メートル

を超えるもの ４６万円 

(2 ) 認定を申請する長期優良住宅建築等

計画に建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第８７条の２の昇降機に係

る部分が含まれる場合 次に掲げる区

分に応じそれぞれ次に定める額 

ア 昇降機を設置するもの（イに掲げ

るものを除く。） １基ごとに９，

０００円（小荷物専用昇降機につい

ては、４，０００円） 

イ 建築基準法第６条第１項、第６条

の２第１項又は第１８条第３項（法

第６条第４項において準用する場合

を含む。）の規定による確認済証の

交付を受けた昇降機の計画を変更し

て昇降機を設置するもの １基ごと

に５，０００円（小荷物専用昇降機

については、３，０００円） 



   ( 3 ) 建築基準法第６条第５項又は第１８

条第４項の構造計算適合性判定（以下

「構造計算適合性判定」という。）を

要する場合 申請に係る住戸を含む構

造計算適合性判定を要する一の建築物

（建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）第８１条第４項の規定に

より別の建築物とみなされる建築物に

あっては、当該別の建築物とみなされ

る建築物）ごとに次に掲げる区分に応

じそれぞれ次に定める額 

ア 構造計算適合性判定に係る部分の

床面積の合計（以下「判定対象床面

積」という。）が１，０００平方メ

ートル以内のもの 

(ｱ ) (ｲ )以外のもの １６万６，８０

０円 

(ｲ ) 構造計算が建築基準法第２０条

第２号イ又は第３号イに規定する

国土交通大臣の認定を受けたプロ

グラム（以下「大臣認定プログラ

ム」という。）により行われるも

の １１万５，３５０円 

イ 判定対象床面積が１，０００平方

メートルを超え、２，０００平方メ

ートル以内のもの 

(ｱ ) (ｲ )以外のもの ２２万２，４５

０円 

(ｲ ) 構造計算が大臣認定プログラム

により行われるもの １４万３，

７００円 

    ウ 判定対象床面積が２，０００平方

メートルを超え、１万平方メートル

以内のもの 

(ｱ ) (ｲ )以外のもの ２５万５，００

０円 

(ｲ ) 構造計算が大臣認定プログラム

により行われるもの １５万７，

３５０円 

エ 判定対象床面積が１万平方メート

ルを超え、５万平方メートル以内の

もの 

(ｱ ) (ｲ )以外のもの ３３万６，９０

０円 

(ｲ ) 構造計算が大臣認定プログラム

により行われるもの １９万９，

３５０円 



オ 判定対象床面積が５万平方メート

ルを超えるもの 

(ｱ ) (ｲ )以外のもの ６１万９，３５

０円 

(ｲ ) 構造計算が大臣認定プログラム

により行われるもの ３３万７，

９５０円 

３  法第８条

第１項の規

定に基づく

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（４の項

に規定する

審 査 を 除

く。）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長期 優良

住宅 建築

等計 画変

更認 定申

請手数料 

(1) 変更後の長期優良住宅建築等計画が法

第６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 一戸建ての住宅 ３，０００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額を申請住戸数で

除して得た金額（その金額に１００円

未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。） 

(ｱ ) 床面積の合計（申請に係る住戸を

含む一の建築物の変更後の床面積の

合計をいう。以下この項及び４の項

において同じ。）が５００平方メー

トル以内のもの ６，５００円 

(ｲ ) 床面積の合計が５００平方メート

ルを超え、１，０００平方メートル

以内のもの １万２，０００円 

(ｳ ) 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え、２，５００平方メー

トル以内のもの １万７，５００円 

(ｴ ) 床面積の合計が２，５００平方メ

ートルを超え、５，０００平方メー

トル以内のもの ３万２，５００円 

(ｵ ) 床面積の合計が５，０００平方メ

ートルを超え、１万平方メートル以

内のもの ５万６，０００円 

(ｶ ) 床面積の合計が１万平方メートル

を超え、２万平方メートル以内のも

の ９万２，５００円 

(ｷ ) 床面積の合計が２万平方メートル

を超え、３万平方メートル以内のも

の １１万４，０００円 

(ｸ ) 床面積の合計が３万平方メートル

を超えるもの １２万１，５００円 

(2) (1 )以外の場合 

ア 一戸建て住宅 ２万８，５００円 

イ 共同住宅等 次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額を申請住戸数で

除して得た金額（その金額に１００円 



  未満の端数があるときは、これを切り  
捨てる。） 

(ｱ ) 床面積の合計が５００平方メート

ル以内のもの ６万３，５００円 

(ｲ ) 床面積の合計が５００平方メート

ルを超え、１，０００平方メートル

以内のもの １０万円 

(ｳ ) 床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超え、２，５００平方メー

トル以内のもの １９万４，５００

円 

(ｴ ) 床面積の合計が２，５００平方メ

ートルを超え、５，０００平方メー

トル以内のもの ３４万６，０００

円 

(ｵ ) 床面積の合計が５，０００平方メ

ートルを超え、１万平方メートル以

内のもの ５９万２，５００円 

(ｶ ) 床面積の合計が１万平方メートル

を超え、２万平方メートル以内のも

の １０９万３，５００円 

(ｷ ) 床面積の合計が２万平方メートル

を超え、３万平方メートル以内のも

の １５６万１，５００円 

(ｸ ) 床面積の合計が３万平方メートル

を超えるもの １９１万２，０００

円  
４ 法第８条

第１項の規

定に基づく

長期優良住

宅建築等計

画の変更の

認定の申請

（同条第２

項において

準用する法

第６条第２

項の規定に

よる申出を

伴う申請に

限る。）に

対する審査  

建築 基準

関係 規定

適合 の審

査の 申出

を伴 う長

期優 良住

宅建 築等

計画 変更

認定 申請

手数料  

２の項の手数料の金額の欄 (1 )の額に、３の

項の手 数料 の金 額の 欄 (1)ア又 は (2)ア の額

（共同住宅等については、同欄 (1)イ (ｱ )から

(ｸ )まで又は (2)イ (ｱ )から (ｸ )までの床面積の合

計の区分に応じ定める額）を加算し、２の

項の手数料の金額の欄 (2)又は (3)に掲げる場

合はそれぞれ当該 (2)又は (3)に定める額を更

に加算して得た金額（共同住宅等について

は、その金額を申請住戸数で除して得た金

額（その金額に１００円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。）） 

５  法第９条

第１項の規

定に基づく  

譲受 人を

決定 した

場合の長  

２，２００円  



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  

期優 良住

宅建 築等

計画 変更

認定 申請

手数料  

 

６  法第１０

条の規定に

基づく認定

計画実施者

（同条に規

定する「認

定計画実施

者 」 を い

う。以下こ

の項におい

て同じ。）

の地位の承

継の承認の

申請に対す

る審査  

認定 計画

実施 者の

地位 の承

継の 承認

申請 手数

料  

２，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


