
◆ 確認申請手数料
(1) 基本手数料

（非課税）単位：円

申請床面積
法第６条の４による確認の特例有りの建築物

左記以外の建築物
型式（※1） 型式以外

30㎡以下 8,000 11,000 26,000
30 ㎡を超え 100 ㎡以下 14,000 18,000 30,000
100 ㎡を超え 200 ㎡以下 21,000 23,000 40,000
200 ㎡を超え 500 ㎡以下 32,000 35,000 63,000
500 ㎡を超え 1,000 ㎡以下 50,000 55,000 96,000
1,000 ㎡を超え 2,000 ㎡以下 ---- ---- 165,000
2,000 ㎡を超え 3,000 ㎡以下 ---- ---- 265,000
3,000 ㎡を超え 4,000 ㎡以下 ---- ---- 320,000
4,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以下 ---- ---- 370,000
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以下 ---- ---- 530,000
10,000 ㎡を超える ---- ---- 別途見積り

建築設備
及び工作物

昇降機 18,000/基
その他建築設備 20,000/基

工作物
高さ 3mを超える擁壁(※2) 25,000/基
遊戯施設等（※3） 別途見積り
上記以外の工作物 20,000/基

※1 建築基準法第 68 条の 11 に定める「型式部材等製造者の認証」を受けた建築物。
※2 エキスパンションジョイント等で接する擁壁の場合は分離した数で手数料を算定します。
※3 令第 138 条第 2項及び第 3項の内、メリーゴーランド等の遊戯施設等及びプラント等の製造施設等。

 同一敷地内に 2棟以上の建築物を申請する場合の確認申請手数料は、それぞれの建築物の申請床面積に係る確認
の申請手数料の合計となります。ただし、30㎡以下の付属建築物については、主たる建築物にその面積を加えた
面積で手数料を算定します。

 計画変更確認申請手数料については平成 11年 4月 28 日付建設省住指発第 202 号第 4-1 に示された方法で申請
床面積を算定します。申請手数料は、その床面積に該当する（１）の基本手数料を変更ごとに加算して算定しま
す。ただし、当初の確認申請手数料を上限とします。
なお、計画変更にかかる変更事項が、昇降機・定期報告対象の建築設備、工作物、製造・貯蔵・遊戯施設等の場
合は、床面積に関わらず申請手数料は 10,000 円です（※3の場合は別途見積りとします。）

(2) 加算手数料・減算手数料

以下に該当する場合は、それぞれに定める額又は割合を乗じた額を(１)の基本手数料に加算又は減算します（加減算
額の 1,000 円未満は切り捨てとします。）

① 天空率を用いた場合は、当該建築物の申請床面積に係る確認の基本手数料の20％を加算します。
② 特定天井に該当する場合は、当該建築物の申請床面積に係る確認の基本手数料の 5％を加算します。
③ 建築基準法第６条の３第１項ただし書きの規定による許容応力度等計算(「ルート２審査」)の場合は、当該建築
物の申請床面積に係る確認の基本手数料の20％を加算します。

④ 構造計算適合性判定が必要な建築物の場合は、審査整合性手数料として10,000 円を加算します。
⑤ 省エネ適合性判定が必要な建築物の場合で、省エネ適合性判定機関が他機関の場合は、審査整合性手数料として
10,000 円を加算します。

⑥ 避難安全検証法、耐火性能検証法、防火区画検証法による場合は、それぞれ当該建築物の申請床面積に係る確認
の基本手数料の20％を加算します。

⑦ 申請建築物の構造計算に限界耐力計算法を用いる場合の手数料は、別途見積りした額を加算します。
⑧ バリアフリー法の適用を受ける場合は、当該建築物の申請床面積に係る確認の基本手数料の 5％を加算します。
⑨ 法 6条の４による確認の特例無しの建築物で、一の建築物の 2以上の部分がエキスパンションジョイントその他
の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、当該建築物の床面積の合計に係る確認の基本手数料
の 30％を加算します。ただし、当該建築物が③又は④による加算対象となる場合は、③又は④の加算はしないも
のとします。

⑩ 法 6条の４による確認の特例無しの建築物で、構造図仕様規定の確認の場合は、当該建築物の申請床面積に係る
確認の基本手数料の 10％を減算します。



◆ 中間・完了検査手数料
(1) 基本手数料

（非課税）単位：円

検査対象床面積
中間検査 完了検査

法第７条の５によ
る検査の特例有り

の建築物
左記以外の建築物

法第７条の５によ
る検査の特例有り

の建築物
左記以外の建築物

100 ㎡以下 22,000 27,000 22,000 27,000
100 ㎡を超え 200 ㎡以下 25,000 30,000 25,000 30,000
200 ㎡を超え 500 ㎡以下 39,000 44,000 39,000 44,000
500 ㎡を超え 1,000 ㎡以下 44,000 65,000 44,000 65,000
1,000 ㎡を超え 2,000 ㎡以下 ---- 75,000 ---- 78,000
2,000 ㎡を超え 3,000 ㎡以下 ---- 190,000 ---- 200,000
3,000 ㎡を超え 4,000 ㎡以下 ---- 210,000 ---- 230,000
4,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以下 ---- 240,000 ---- 290,000
5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以下 ---- 320,000 ---- 330,000
10,000 ㎡を超える ---- 別途見積り ---- 別途見積り

完了検査

建築設備
及び工作物

昇降機 他の確認検査申請と同時検査の場合 16,000/基
その他建築設備 単独の場合 20,000/基

工作物 他の確認検査申請と同時検査の場合 16,000/基
単独の場合 20,000/基

 同一敷地内に２棟以上の建築物を申請する場合の中間・完了検査申請手数料は、それぞれの建築物の検査対象床
面積に係る中間・完了検査申請手数料の合計となります。ただし、30㎡以下の付属建築物については、主たる建
築物にその検査対象床面積を加えた面積で手数料を算定します。

 当センターで仮使用認定を受けた建築物の完了検査手数料は、仮使用認定部分の床面積の 80％を検査対象床面積
から減じた面積に係る完了検査申請手数料となります。

 当センターで仮使用認定を受けた工作物、昇降機の完了検査手数料は、10,000 円とします。
 法第７条の５による検査の特例有りの建築物で、壁量計算の添付がある場合（静岡県告示による適用を受ける場
合）の中間検査手数料は、法第７条の５による検査の特例無しの場合の手数料を適用します。

 中間検査を、工区を分けて受ける場合は、その工区ごとに中間検査申請及び中間検査申請手数料が必要となりま
す。ただし、特定行政庁が指定する内容によって取扱いが異なります。

(2) 加算手数料・減算手数料

以下に該当する場合は、それぞれに定める額又は割合を乗じた額を（１）の基本手数料に加算又は減算します（加
減算額の 1,000 円未満は切り捨てとします。）

① 法第７条の５による検査の特例有りの建築物以外の建築物で、住宅瑕疵担保責任保険の検査を同時に実施する場
合の中間検査手数料は、当該建築物の検査対象床面積の合計に係る申請手数料から 4,000 円を減額します。ただ
し、検査対象床面積が500 ㎡以下の建築物に限ります。

② 「別表 地域別追加手数料（1）」に示す市町村の場合は、それぞれに定められた追加手数料を加算します。
③ 同一検査に対して再検査が必要となる場合は、（１）の検査手数料の1/2 の手数料が追加となります。なお、
「別表 地域別追加手数料（1）」に示す市町村の場合はそれぞれに定められた追加手数料を加算します。

④ 省エネ適合性判定対象建築物の場合は、（１）の各区分の完了検査手数料にそれぞれの面積区分に応じて下記の
手数料を加算します。なお、省エネ適合性判定を必要とする増改築において既存部分のBEI 値にデフォルト値を
使用する場合は、既存部分の床面積を除いた床面積の申請区分とします。ただし、デフォルト値を使用しない場
合は、既存部分を含めた建築物全体の床面積の申請区分とします。

申請床面積 加算する手数料
300 ㎡以上 500 ㎡以下 7,000
500 ㎡を超え 1,000 ㎡以下 11,000
1,000 ㎡を超 2,000 ㎡以下 15,000
2,000 ㎡を超え 3,000 ㎡以下 38,000
3,000 ㎡を超え 4,000 ㎡以下 47,000
4,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以下 57,000
5,000㎡を超え10,000㎡以下 66,000
10,000 ㎡を超える 別途見積り

⑤ 他機関で建築確認を受けた場合の中間・完了検査手数料は、当該建築確認における申請床面積に係る確認申請手
数料の 80％を加算します。ただし、中間検査において加算をした場合は完了検査時に加算はしません。



◆ 仮使用認定手数料
(1) 基本手数料

（非課税）単位：円

仮使用部分の床面積 型式 型式以外

100 ㎡以下 25,000 41,000

100 ㎡を超え 200 ㎡以下 32,000 50,000

200 ㎡を超え 500 ㎡以下 50,000 75,000

500 ㎡を超え 1,000 ㎡以下 80,000 110,000

1,000 ㎡を超え 2,000 ㎡以下 ---- 170,000

2,000 ㎡を超え 3,000 ㎡以下 ---- 320,000

3,000 ㎡を超え 4,000 ㎡以下 ---- 380,000

4,000 ㎡を超え 5,000 ㎡以下 ---- 460,000

5,000 ㎡を超え 10,000 ㎡以
下

---- 600,000

10,000 ㎡を超える 別途見積り

建築設備
及び工作物

昇降機 24,000/基

工作物 24,000/基

 上記手数料は現場検査を含んだ手数料です。
 同一敷地内に２棟以上の建築物の仮使用認定を申請する場合の仮使用認定手数料は、それぞれの建築物の仮使用
認定部分の床面積に係る仮使用認定手数料の合計となります。

(2) 加算手数料・減算手数料

以下に該当する場合はそれぞれに定める額又は割合を乗じた額を（１）の基本手数料に加算又は減算します。
① 「別表 地域別追加手数料（1）」に示す市町村の場合はそれぞれに定められた追加手数料を加算します。
② 同一検査に対して再検査が必要となる場合は、（１）の仮使用認定手数料の1/2 の手数料が追加となります。な
お、「別表 地域別追加手数料（1）」に示す市町村の場合はそれぞれに定められた追加手数料を加算します。



◆ 別表 地域別追加手数料（1）
（非課税）単位：円

地域
区分

追加手数料（※
1）

市町村名
岐阜県 三重県 静岡県（※2）

A 地域 10,000 大垣市（都市計画区域外）、瑞
浪市、御嵩町、八百津町、川辺
町、関ケ原町

鈴鹿市、いなべ市（都市計画
区域外）、菰野町（都市計画区
域外）

浜松市天竜区、磐田市、袋井
市

B 地域 20,000 恵那市、中津川市、東白川村、
白川町、七宗町、郡上市、揖斐
川町、本巣市（都市計画区域
外）、関市（都市計画区域外）、
山県市（都市計画区域外）

津市、松阪市、亀山市、伊賀
市、名張市

静岡市、焼津市、藤枝市、島田
市、川根本町、吉田町、牧之原
市、御前崎市、菊川市、掛川
市、森町

C 地域 40,000 下呂市、飛騨市、高山市、白川
村

伊勢市、鳥羽市、尾鷲市、志摩
市、多気町、明和町、玉城町、
度会町、南伊勢町、大台町、大
紀町、紀北町

沼津市、富士宮市、富士市、裾
野市、三島市、長泉町、清水町

D地域 50,000 熊野市、御浜町、紀宝町 御殿場市、熱海市、伊豆の国
市、伊豆市、伊東市、下田市、
小山町、函南町、西伊豆町、東
伊豆町、河津町、松崎町、南伊
豆町

※1 非課税の手数料に加算する場合は加算後の手数料も非課税となります。確認申請手数料、中間検査手数料、完了検査手数料
及び仮使用認定手数料に加算される追加手数料は非課税となります。

※2 静岡県の追加手数料は応相談とします。

 愛知県内及び表に記載のない地域は追加手数料を加算しません。
 建築基準法上の中間・完了検査と、適合証明(フラット３５)又は建設住宅性能評価等の現場検査等を同時に行う
場合は、建築基準法上の中間・完了検査手数料に上記金額を加算し、適合証明、建設住宅性能証明等の手数料に
は加算しません。

 建築物と同時検査の工作物又は昇降機には追加手数料は加算しません。また、同一敷地内で同時に複数の工作物
又は昇降機の検査をする場合は、上記金額を申請件数分で除した金額（100 円未満を切り捨てた金額）を加算し
ます。ただし、申請者の都合により別々の現場検査等に変更になった場合は除きます。

 同一団地内などで同一日時に複数の建築物の現場検査等を行う場合の追加手数料は、上記金額を申請件数分で除
した金額（100 円未満を切り捨てた金額）を加算します。ただし、申請者の都合により別々の現場検査等に変更
になった場合は除きます。

 建設住宅性能評価、適合証明(フラット３５)、住宅性能証明のいずれかの現場検査等を同時に行う場合の追加手
数料は、重複して加算しません。

 申請者の都合により加算すべき地域別追加手数料（1）に過不足が生じた場合は精算を行います。


