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一般財団法人 静岡県建築住宅まちづくりセンター適合証明業務手数料規程 

 
(趣旨) 

第１条 この規程は、別に定める「一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター適合証明業務

規程」（以下「業務規程」という。）に基づき、一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター

（以下「センター」という。）が実施する適合証明業務に係わる手数料について、必要な事項を

定める。 

 

(フラット３５の設計検査及び現場検査適合証明の申請手数料) 

第２条 フラット３５の設計検査及び現場検査・適合証明の申請手数料の額は、別表第１に掲げる

額とする。 

 

(財形住宅融資の設計検査及び現場検査・適合証明の申請手数料) 

第３条 財形住宅融資の設計検査及び現場検査・適合証明の申請手数料の額は別表第２に掲げる額

とする。 

 

(賃貸住宅融資の設計検査及び現場検査・適合証明の申請手数料) 

第４条 賃貸住宅融資の設計検査及び現場検査・適合証明の申請手数料の額は別表第３に掲げる額

とする。 

 

 (リフォーム融資の現場検査・適合証明の申請手数料) 

第５条 リフォーム融資の現場検査・適合証明の申請手数料の額は別表第４に掲げる額とする。 

 

 (手数料の減額及び割増) 

第６条 第２条から第５条までに規定する申請手数料額は、理事長が必要と判断される場合は減額

又は割増できるものとする。 

 

(その他) 

第７条 「住宅宅地債券（つみたてくん）積立者」「住宅積立郵便貯金預金者」に対して住宅金融

支援機構が行う直接融資及びこの規程にない項目については、別途協議の上決定する。 
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 附 則 

この規程は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成 20 年６月１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成 20 年７月１日から施行する。 

 附 則 

この規程は、平成 20 年 10 月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 21 年１月５日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 2１年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 2１年６月 25 日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 23 年１月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附則 

この規程は、平成 28 年９月１日から施行する。 
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【別表第１】 フラット３５申請手数料 

Ａ 新築一戸建て等                           (単位：円) 

種   別 設計検査 中間現場検査 竣工現場検査 

優良住宅以外 
単独申請 １２，３００ １２，３００ １２，３００

同時申請 ６，２００ ６，２００ ６，２００

優良住宅 
単独申請 １８，４００ １８，４００ １８，４００

同時申請 ９，２００ ９，２００ ９，２００

※ 消費税含む 

※ 省エネルギー計算書（外皮計算 UA 値等の計算書）の添付が必要な場合は、上記の手数料に 

4,600 円(税込み)加算する。 

※ 設計検査における同時申請とは、確認申請、住宅性能評価（設計）を当センターで行ってい

る場合。（以下、別表第２から別表第４において同じ。） 

※ 現場検査における同時申請とは、建築基準法による中間・完了検査、住宅性能評価（建設）

又は住宅保証機構株式会社の住宅建設瑕疵担保責任保険、住宅販売瑕疵担保責任保険に関する

事業を当センターで行っている場合。（以下、別表第２から第４において同じ。） 

※ 優良住宅取得支援制度において耐震性を選択する場合で構造計算書の添付が必要な場合は、

下記の金額を加算する。ただし、当センターで確認申請又は設計住宅性能評価申請等において

構造計算書を添付した場合を除く。 

(単位：円） 

申請建築物１棟ごとの床面積が２００㎡以内のもの １５，４００

申請建築物１棟ごとの床面積が２００㎡を超え３，０００㎡以内のもの ３０，８００

申請建築物１棟ごとの床面積が３，０００㎡を超えるもの ５１，３００

 注 申請建築物が、構造上エキスパンションジョイントで分かれている場合は、それぞれ申請建

築物１棟とみなす。                                      

※ 消費税含む。 

 

Ｂ 新築一戸建て等（竣工済の一戸建て等の特例の場合）          (単位：円) 

種   別 設計検査 竣工現場検査 

優良住宅以外 
単独申請 １２，３００ ２４，６００

同時申請 ６，２００ ２４，６００

優良住宅 
単独申請 １８，４００ ３７，０００

同時申請 ９，２００ ３７，０００

※ 消費税含む。 

※ 省エネルギー計算書（外皮計算 UA 値等の計算書）の添付が必要な場合は、上記の手数料に 

4,600 円(税込み)加算する。 

※ 竣工済特例は、通常の竣工現場検査に加えて、中間現場検査で検査する内容も合わせて検査

するため、工事監理報告書、施工状況報告書、完了検査申請書類等の工事の状況を記録した書

類又は現場における施工時の写真など準備が必要となる。 
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Ｃ 新築共同建て 
 （一般申請の場合）                         (単位：円) 

種 別 設計検査 竣工現場検査 

単独申請 １２３，１００／棟 ８，２００／戸 

同時申請 ７１，８００／棟 ４，１００／戸 
  

（一括申請の場合）                         (単位：円) 

種 別 設計検査 竣工現場検査 

単独申請 １２３，１００／棟

５，０００／戸   （１～１９戸） 

１０２，６００／棟  （２０～５０戸） 

１５４，４００／棟 （５１～１００戸） 

１８５，３００／棟（１０１～２００戸） 

２１３，２００／棟（２０１～３００戸） 

２３３，３００／棟（３０１戸～   ） 

同時申請 ７１，８００／棟 

２，５００／戸   （１～１９戸） 

５１，５００／棟  （２０～５０戸） 

７７，２００／棟 （５１～１００戸） 

９２，６００／棟（１０１～２００戸） 

１０６，０００／棟（２０１～３００戸） 

１１６，３００／棟（３０１戸～   ） 

※ 消費税含む。 

※ １棟において優良住宅取得支援制度を適用する住戸とそれ以外の住戸を同時に申請する場

合、一般申請の場合は各々の戸数ごとに計算を行い、一括申請の場合は優良住宅取得支援制

度を適用する場合の手数料とする。 
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Ｄ 新築共同建て（優良住宅取得支援制度を適用する場合） 

（一般申請の場合）                         (単位：円) 

種 別 設計検査 竣工現場検査 

単独申請 １５４，４００／棟 １０，３００／戸 

同時申請 ９２，３００／棟 ５，１００／戸 

  

（一括申請の場合）                         (単位：円) 

種 別 設計検査 竣工現場検査 

単独申請 １５４，４００／棟

６，２００／戸   （１～１９戸） 

１２３，１００／棟  （２０～５０戸） 

１８５，２００／棟 （５１～１００戸） 

２２２，５００／棟（１０１～２００戸） 

２５５，４００／棟（２０１～３００戸） 

２７９，７００／棟（３０１戸～   ） 

同時申請 ９２，３００／棟 

３，０００／戸   （１～１９戸） 

６１，６００／棟  （２０～５０戸） 

９２，３００／棟 （５１～１００戸） 

１１１，２００／棟（１０１～２００戸） 

１２７，４００／棟（２０１～３００戸） 

１３９，９００／棟（３０１戸～   ） 

※ 消費税含む。 

※ 省エネルギー計算書（外皮計算 UA 値等の計算書）の添付が必要な場合は、上記の手数料に 

１計算に付き 4,600 円(税込み)加算する。 

※ １棟において優良住宅取得支援制度を適用する住戸とそれ以外の住戸を同時に申請する場

合、一般申請の場合は各々の戸数ごとに計算を行い、一括申請の場合は優良住宅取得支援制

度を適用する場合の手数料とする。 

※ 優良住宅取得支援制度において耐震性を選択する場合で構造計算書の添付が必要な場合は、

下記の金額を加算する。ただし、当センターで確認申請又は設計住宅性能評価申請において

構造計算書を添付した場合を除く。 

(単位：円） 

申請建築物１棟ごとの床面積が２００㎡以内のもの １５，４００

申請建築物１棟ごとの床面積が２００㎡を超え３，０００㎡以内のもの ３０，８００

申請建築物１棟ごとの床面積が３，０００㎡を超えるもの ５１，３００

  注 申請建築物が、構造上エキスパンションジョイントで分かれている場合は、それぞれ申請建

築物１棟とみなす。                                      

※ 消費税含む。
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Ｅ 中古住宅（物件調査・適合証明申請手数料）             (単位：円) 

種    別 手数料 

一戸建て等 

フラット３５ ５７，８００ 

フラット３５Ｓ ６４，８００ 

フラット３５（借換融資） ５７，８００ 

フラット３５ 

（リフォーム一体型）

事前確認 ３６，０００ 

適合証明 ４１，０００ 

事前確認全部

省略の場合 
６３，６００ 

フラット３５Ｓ 

（リフォーム一体型）

事前確認 ３７，８００ 

適合証明 ４６，２００ 

フラット３５（リノベ）

事前確認 ４１，６００ 

適合証明 ４６，２００ 

一括物件検査 ７３，０００ 

マンション 

フラット３５ ５７，８００ 

 過去の検査結果活用 ３６，４００ 

フラット３５Ｓ ６４，８００ 

 過去の検査結果活用 ５３，２００ 

フラット３５（借換融資） ５７，８００ 

 過去の検査結果活用 ３６，４００ 

フラット３５ 

（リフォーム一体型）

事前確認 ３６，０００ 

適合証明 ４１，０００ 

事前確認全部

省略の場合 
６３，６００ 

フラット３５Ｓ 

（リフォーム一体型）

事前確認 ３７，８００ 

適合証明 ４６，２００ 

フラット３５（リノベ）

事前確認 ４１，６００ 

適合証明 ４６，２００ 

一括物件検査 ７３，０００ 

住棟単位の適合証明 

（１～１００戸） 

    １３３，４００

（１０１～２００戸） 

    ２０５，７００ 

 過去の検査結果活用

（１～１００戸） 

    １２３，１００

（１０１～２００戸） 

    １９５，５００
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※ 消費税含む。 

※ 耐震評価が必要な建築物は、上記の金額に１万円を加えた金額とする。 

※ 耐震評価が必要な建築物とは、建築確認日が昭和 56 年 5 月 31 日以前（建築確認日が不明

な場合は、表示登記の日付（新築）が昭和 58 年 3 月 31 日以前）の建築物。 

※ フラット３５Ｓは優良な住宅基準、中古タイプ基準、又は特に優良な住宅基準を示す。 

※ 住棟単位の適合証明の２０１戸以上場合は、別途協議の上決定する。 

※省エネルギー計算書（外皮計算）の添付が必要な場合は、上記手数料に 4,600 円（税込）を

加算する。 

※省エネルギー計算書（一次エネルギー消費量）の添付が必要な場合は、上記手数料に 14,700

円（税込）を加算する。 

※耐震改修促進法に基づく建築物の耐震診断の指針（平成 18 年国土交通省告示第 184 号別添

第 1）に基づく方法又は住宅性能表示制度の評価方法基準（新築住宅）に準ずる方法による

計算書の添付が必要な場合は、上記手数料に 21,000 円（税抜）を加算する。ただし、マンシ

ョンの場合は別途見積りとする。 

※免震建築物、限界耐力計算等の特別な計算方法による場合は別途見積りとする。 

※マンションのフラット３５の過去の検査結果活用の場合は、現地調査が省略できるものを対

象とする。 
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【別表第 2】 財形住宅融資申請手数料 

Ａ 新築一戸建て等                           (単位：円) 

種 別 設計検査 中間現場検査 竣工現場検査 

単独申請 １２，３００ １２，３００ １２，３００

同時申請 ６，２００ ６，２００ ６，２００

※ 消費税含む。 

 

Ｂ 新築一戸建て等（竣工済の一戸建て等の特例の場合）          (単位：円) 

種 別 設計検査 竣工現場検査 

単独申請 １２，３００ ２４，６００

同時申請 ６，２００ ２４，６００

※ 消費税含む。 

※ 竣工済特例は、通常の竣工現場検査に加えて、中間現場検査で検査する内容も合わせて検査

するため、工事監理報告書、施工状況報告書、完了検査申請書類等の工事の状況を記録した書

類又は現場における施工時の写真など準備が必要となる。 

 

Ｃ 新築共同建て                            (単位：円) 

種 別 設計検査 竣工現場検査 

単独申請 １２３，１００／棟 ８，２００／戸

同時申請 ７１，８００／棟 ４，１００／戸

※ 消費税含む。 

 

Ｄ 中古住宅（物件調査・適合証明申請手数料）              (単位：円) 

種 別 種別 手数料 

一戸建て等 
リ・ユース住宅 ５１，３００ 

リ・ユースプラス住宅 ５７，８００ 

マンション 
リ・ユースマンション ５７，８００ 

リ・ユースプラスマンション ５７，８００ 

※ 消費税含む。 

※ 耐震評価が必要な建築物は、上記の金額に１万円を加えた金額とする。 

※ 耐震評価が必要な建築物とは、建築確認日が昭和 56 年 5 月 31 日以前（建築確認日が不明な

場合は、表示登記の日付（新築）が昭和 58 年 3 月 31 日以前）の建築物。 
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【別表第 3】 賃貸住宅融資申請手数料 

Ａ（平成 23 年 10 月 19 日まで融資申込み分適用）  

賃貸住宅融資（ファミリー対応） 

賃貸住宅融資（高齢者対応） 

まちづくり融資（建設）    

 （平成 23 年 11 月７日以降融資申込み分適用） 

賃貸住宅融資（省エネ住宅） 

賃貸住宅融資（サービス付き高齢者向け住宅） 
まちづくり融資（賃貸住宅）                     

(単位：円) 

種 別 設計検査 竣工現場検査 

単独申請 ２４，６００ ２４，６００ 

同時申請 １２，３００ １２，３００ 

 ※ 消費税含む。 
  
 Ｂ（平成 23 年 10 月 19 日まで融資申込み分適用） 

賃貸住宅融資（ファミリー対応） 

賃貸住宅融資（高齢者対応） 

まちづくり融資（建設） 

  （平成 23 年 11 月７日以降融資申込み分適用） 

賃貸住宅融資（省エネ住宅） 

賃貸住宅融資（サービス付き高齢者向け住宅） 

まちづくり融資（賃貸住宅） 
  
  （竣工済の賃貸融資等の特例の場合）                (単位：円) 

種 別 設計検査 竣工現場検査 

単独申請 ２４，６００ ３７，０００ 

同時申請 １２，３００ ３７，０００ 

 ※ 消費税含む。 

 

 
【別表第 4】 リフォーム融資申請手数料  
                                   (単位：円) 

種  別 手数料 

高齢者向け返済特例リフォーム（バリアフリー） ７１，８００ 

高齢者向け返済特例リフォーム（耐震） ９２，３００ 

耐震改修リフォーム ９２，３００ 

財形住宅融資リフォーム ６１，６００ 

住宅債権積立者・郵便貯金積立者リフォーム ６１，６００ 

※ 消費税含む。 


