
議案第５６号

渋川市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定

する。

平成３１年２月２７日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例

渋川市建築基準法関係手数料条例（平成１８年渋川市条例第２６５号）の

一部を次のように改正する。

第３条中「申請」の次に「又は通知」を加える。

 別表第１及び別表第２中「計画通知の申請」を「計画の通知」に改める。

 別表第３中「第７条の３第２項」を「第７条の３第１項」に、「第１８条

第１７項」を「第１８条第１９項」に改める。

 別表第４中「第１８条第１４項」を「第１８条第１６項」に、「第１８条

第１７項」を「第１８条第２１項」に改める。

 別表第５中「第１８条第１４項」を「第１８条第１６項」に改める。

別表第６法第４２条第１項第５号の規定による道路位置の指定の申請に対

する審査の項の次に次のように加える。

法第４３条第２項第１号の規定 ３３，０００円

による建築物の建築の認定の申

請に対する審査

別表第６法第８６条の６第２項の規定による建築物の容積率、建ぺい率、外壁

の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の項

中「建ぺい率」を「建蔽率」に改める。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

理 由

建築基準法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。



渋川市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（手数料の徴収時期） （手数料の徴収時期）

第３条 手数料は、前条に規定する事務についての申請又は通知の時に徴収 第３条 手数料は、前条に規定する事務についての申請 の時に徴収

する。 する。

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

建築物に関する確認申請手数料 建築物に関する確認申請手数料

手数料を徴収する事務 床面積の合計 手数料の額 手数料を徴収する事務 床面積の合計 手数料の額

法第６条第１項の規定 ３０平方メートル以内のも １０，０００円 法第６条第１項の規定 ３０平方メートル以内のも １０，０００円

による確認の申請に対 の による確認の申請に対 の

する審査又は法第１８ ３０平方メートルを超え、 １５，０００円 する審査又は法第１８ ３０平方メートルを超え、 １５，０００円

条第２項による計画の １００平方メートル以内の 条第２項による計画通 １００平方メートル以内の

通知 に対する審査 もの 知の申請に対する審査 もの

１００平方メートルを超え ２２，０００円 １００平方メートルを超え ２２，０００円

、２００平方メートル以内 、２００平方メートル以内

のもの のもの

２００平方メートルを超え ３５，０００円 ２００平方メートルを超え ３５，０００円

、５００平方メートル以内 、５００平方メートル以内

のもの のもの

５００平方メートルを超え ６９，０００円 ５００平方メートルを超え ６９，０００円

、１，０００平方メートル 、１，０００平方メートル

以内のもの 以内のもの

備考 （略） 備考 （略）

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

工作物に関する確認申請手数料 工作物に関する確認申請手数料

手数料を徴収する事務 区分 手数料の額 手数料を徴収する事務 区分 手数料の額

法第８８条第１項にお （１） 工作物を築造する １３，０００円 法第８８条第１項にお （１） 工作物を築造する １３，０００円

いて準用する法第６条 場合（（２）に掲げる場合 いて準用する法第６条 場合（（２）に掲げる場合
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第１項の規定による確 を除く。） 第１項の規定による確 を除く。）

認の申請に対する審査 （２） 確認を受けた工作 ８，０００円 認の申請に対する審査 （２） 確認を受けた工作 ８，０００円

又は法第８８条第１項 物の計画の変更をして工作 又は法第８８条第１項 物の計画の変更をして工作

において準用する法第 物の築造をしようとする場 において準用する法第 物の築造をしようとする場
１８条第２項による計 合 １８条第２項による計 合

画の通知 に対する 画通知の申請に対する

審査 審査

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係）

建築物に関する中間検査申請手数料 建築物に関する中間検査申請手数料

手数料を徴収する事務 床面積の合計 手数料の額 手数料を徴収する事務 床面積の合計 手数料の額

法第７条の３第１項の ３０平方メートル以内のも １４，０００円 法第７条の３第２項の ３０平方メートル以内のも １４，０００円

規定による中間検査の の 規定による中間検査の の

申請に係る検査又は法 ３０平方メートルを超え、 １５，０００円 申請に係る検査又は法 ３０平方メートルを超え、 １５，０００円

第１８条第１９項の規 １００平方メートル以内の 第１８条第１７項の規 １００平方メートル以内の

定により終了した旨の もの 定により終了した旨の もの

通知に係る検査 １００平方メートルを超え ２０，０００円 通知に係る検査 １００平方メートルを超え ２０，０００円

、２００平方メートル以内 、２００平方メートル以内

のもの のもの

２００平方メートルを超え ２５，０００円 ２００平方メートルを超え ２５，０００円

、５００平方メートル以内 、５００平方メートル以内

のもの のもの

５００平方メートルを超え ３９，０００円 ５００平方メートルを超え ３９，０００円

、１，０００平方メートル 、１，０００平方メートル

以内のもの 以内のもの

備考 （略） 備考 （略）

別表第４（第２条関係） 別表第４（第２条関係）

建築物に関する完了検査申請手数料 建築物に関する完了検査申請手数料

手数料を徴収する事務 床面積の合計 手数料の額 手数料を徴収する事務 床面積の合計 手数料の額

法第７条第１項の規定 ３０平方メートル以内のも １５，０００円 法第７条第１項の規定 ３０平方メートル以内のも １５，０００円

による完了検査の申請 の による完了検査の申請 の

に係る検査又は法第１ ３０平方メートルを超え、 １９，０００円 に係る検査又は法第１ ３０平方メートルを超え、 １９，０００円

８条第１６項の規定に １００平方メートル以内の ８条第１４項の規定に １００平方メートル以内の

より完了した旨の通知 もの より完了した旨の通知 もの
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に係る検査（次部に掲 １００平方メートルを超え ２４，０００円 に係る検査（次部に掲 １００平方メートルを超え ２４，０００円

げる場合の検査を除く 、２００平方メートル以内 げる場合の検査を除く 、２００平方メートル以内

。） のもの 。） のもの

２００平方メートルを超え ３９，０００円 ２００平方メートルを超え ３９，０００円

、５００平方メートル以内 、５００平方メートル以内

のもの のもの

５００平方メートルを超え ６９，０００円 ５００平方メートルを超え ６９，０００円

、１，０００平方メートル 、１，０００平方メートル

以内のもの 以内のもの

法第７条の３第５項の ３０平方メートル以内のも １４，０００円 法第７条の３第５項の ３０平方メートル以内のも １４，０００円

規定により中間検査合 の 規定により中間検査合 の

格証の交付を受けた建 ３０平方メートルを超え、 １８，０００円 格証の交付を受けた建 ３０平方メートルを超え、 １８，０００円

築物について、法第７ １００平方メートル以内の 築物について、法第７ １００平方メートル以内の

条第１項の規定による もの 条第１項の規定による もの

完了検査の申請に係る １００平方メートルを超え ２３，０００円 完了検査の申請に係る １００平方メートルを超え ２３，０００円

検査又は法第１８条第 、２００平方メートル以内 検査又は法第１８条第 、２００平方メートル以内

２１項の規定により中 のもの １７項の規定により中 のもの

間検査合格証の交付を ２００平方メートルを超え ３８，０００円 間検査合格証の交付を ２００平方メートルを超え ３８，０００円

受けた建築物について 、５００平方メートル以内 受けた建築物について 、５００平方メートル以内

、法第１８条第１６項 のもの 、法第１８条第１４項 のもの

の規定により完了した ５００平方メートルを超え ６８，０００円 の規定により完了した ５００平方メートルを超え ６８，０００円

旨の通知に係る検査 、１，０００平方メートル 旨の通知に係る検査 、１，０００平方メートル

以内のもの 以内のもの

備考 （略） 備考 （略）

別表第５（第２条関係） 別表第５（第２条関係）

工作物に関する完了検査申請手数料 工作物に関する完了検査申請手数料

手数料を徴収する事務 区分 手数料の額 手数料を徴収する事務 区分 手数料の額

法第８８条第１項にお 工作物を築造しようとする １３，０００円 法第８８条第１項にお 工作物を築造しようとする １３，０００円

いて準用する法第７条 場合 いて準用する法第７条 場合

第１項の規定による完 第１項の規定による完

了検査の申請に係る検 了検査の申請に係る検

査又は法第８８条第１ 査又は法第８８条第１

項において準用する法 項において準用する法

第１８条第１６項の規 第１８条第１４項の規

定により完了した旨の 定により完了した旨の
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通知に係る検査 通知に係る検査

別表第６（第２条関係） 別表第６（第２条関係）

許可等申請手数料 許可等申請手数料

手数料を徴収する事務 手数料の額 手数料を徴収する事務 手数料の額

法第４２条第１項第５号の規定に ５０，０００円 法第４２条第１項第５号の規定に ５０，０００円

よる道路位置の指定の申請に対す よる道路位置の指定の申請に対す

る審査 る審査

法第４３条第２項第１号の規定に ３３，０００円 法第８５条第５項の規定による仮 １２０，０００円

よる建築物の建築の認定の申請に 設建築物の建築の許可の申請に対

対する審査 する審査

法第８５条第５項の規定による仮 １２０，０００円

設建築物の建築の許可の申請に対 （略）

する審査

法第８６条の６第２項の規定によ ２７，０００円

（略） る建築物の容積率、建ぺい率、外

壁の後退距離又は高さに関する制

法第８６条の６第２項の規定によ ２７，０００円 限の適用除外に係る認定の申請に

る建築物の容積率、建蔽率 、外 対する審査

壁の後退距離又は高さに関する制

限の適用除外に係る認定の申請に

対する審査


