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旧 新 

 

(建築物エネルギー消費性能確保計画の添

付図書) 

第3条 省令第1条第1項(省令第7条第1項

において準用する場合を含む。)に規定

するその他市長が必要と認める図書

は、次に掲げるものとする。 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) その他市長が必要と認める図書 

(平29規則42・追加) 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

(建築物の建築に関する届出の添付図書) 

第4条 省令第12条第1項(省令第14条にお

いて準用する場合を含む。)に規定する

その他市長が必要と認める図書は、次 

の各号の区分に応じ、当該各号に定め

る図書とする。 

 

(1) 法第19条第1項に規定する建築物の

エネルギー消費性能の確保のための構

造及び設備に関する計画(以下「省エネ

届出計画」という。)を提出する場合 

次のアからエまでに掲げる図書 

 

ア 面積区分表 

 

 

(建築物エネルギー消費性能確保計画の添

付図書) 

第3条 省令第1条第1項(省令第7条第1項

において準用する場合を含む。)に規定す

るその他市長が必要と認める図書は、次

に掲げるものとする。 

 

(2) 法第30条第1項の規定による認定に

係る通知書の写し（法第12条第1項に規

定する建築物エネルギー消費性の適合

判定の申請に係る建築物が、法第30条

第1項の認定を受けた際に、法第29条第

3項に規定する他の建築物として建築物

エネルギー消費性能向上計画に記載さ

れたものである場合に限る。） 

 

(3) その他市長が必要と認める図書 

(平29規則42・追加) 

 

２ 省令第1条第3項（省令第7条第1項に

おいて準用する場合を含む。）に規定す

る市長が不要と認める図書は、前項第2

号に掲げる図書を提出する場合におけ

る省令第1条第1項の表の（い）項図書

の種類の欄に規定する各種計算書とす

る。 

 

３ 第1項に掲げる図書の写しを提出する

場合は、当該図書の写しの原本を提示

しなければならない。ただし、やむを

得ない事由により提示できないとき

は、この限りでない。 

 

(建築物の建築に関する届出の添付図書) 

第4条 省令第12条第1項(省令第14条にお

いて準用する場合を含む。)に規定する

その他市長が必要と認める図書は、次 

の各号の区分に応じ、当該各号に定め

る図書とする。 

 

(1) 法第19条第1項に規定する建築物の

エネルギー消費性能の確保のための構

造及び設備に関する計画(以下「省エネ

届出計画」という。)を提出する場合 

次のア及びイに掲げる図書 

 

(削除) 
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旧 新 

イ 省令第23条第1項の表の(い)項及び

(ろ)項に掲げる図書。ただし、当該省

エネ届出計画に住戸が含まれる場合に

おいては、当該住戸については、同表

の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の

(は)項に掲げる図書とする。 

 

ウ 法施行の際現に存する建築物を含め

た省エネ届出計画に住宅部分が含ま

れ、かつ、基準省令第1条第1項第2号イ

(2)及びロ(2)に規定する基準による評

価方法(以下「仕様基準」という。)に

よる場合にあっては、当該省エネ届出

計画の外皮性能が仕様基準に適合して

いることを示す図書 

 

 

エ その他市長が必要と認める図書 

 

(2) 省エネ届出計画に非住宅部分を含む

場合で、次のアからエまでに掲げるい

ずれかの図書があるとき 当該図書 

 

ア 非住宅部分が、法第2条第3号に規定

する建築物エネルギー消費性能基準(以

下「省エネ基準」という。)に適合する

ことについて、法第15条第1項に規定す

る登録建築物エネルギー消費性能判定

機関(以下「登録省エネ判定機関」とい

う。)が交付する適合証(以下「省エネ

基準非住宅適合証」という。)の写し 

 

イ 非住宅部分が、法第30条第1項第1号

に掲げる基準(以下「省エネ誘導基準」

という。)に適合することについて、登

録省エネ判定機関が交付する適合証の

写し 

 

 

 

ウ 非住宅部分について、建築物のエネ

ルギー消費性能の表示に関する指針(平

成28年国土交通省告示第489号)に基づ

く建築物省エネルギー消費性能を表示

するため第三者認証により交付される

評価書(以下「省エネ表示制度評価書」

という。)のうち、建築物全体を評価

し、かつ、一次エネルギー消費量算定

結果が省エネ基準に適合しているもの 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

ア 法施行の際現に存する建築物を含め

た省エネ届出計画に住宅部分が含ま

れ、かつ、基準省令第1条第1項第2号イ

(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に規定

する基準による評価方法(以下「仕様基

準等」という。)による場合にあって

は、当該省エネ届出計画の外皮性能が

仕様基準等に適合していることを示す

図書 

 

イ その他市長が必要と認める図書 

 

(2) 省エネ届出計画に非住宅部分を含む

場合で、次のアからウまでに掲げるい

ずれかの図書があるとき 当該図書 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 非住宅部分が、法第30条第1項第1号

に掲げる基準(以下「省エネ誘導基準」

という。)に適合することについて、法

第15条第1項に規定する登録建築物エネ

ルギー消費性能判定機関(以下「登録省

エネ判定機関」という。)が交付する適

合証の写し 

 

イ 非住宅部分について、建築物のエネ

ルギー消費性能の表示に関する指針(平

成28年国土交通省告示第489号)に基づ

く建築物省エネルギー消費性能を表示

するため第三者認証により交付される

評価書(以下「省エネ表示制度評価書」

という。)のうち、建築物全体を評価

し、かつ、一次エネルギー消費量算定

結果が法第2条第3号に規定する建築物 
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旧 新 

 

 

 

 

エ 非住宅部分について、登録省エネ判

定機関が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。以下「低

炭素法」という。)第54条第1項各号に

掲げる基準に適合していることを証し

た書類(以下「非住宅建築物等適合証」

という。)の写し 

 

(3) 省エネ届出計画に住宅部分を含む場

合で、次のアからキまでに掲げるいず

れかの図書がある場合 当該図書 

 

ア 住宅部分が省エネ基準に適合するこ

とについて、住宅の品質の確保の促進

等に関する法律(平成11年法律第81号。

以下「品確法」という。)第5条第1項に

規定する登録住宅性能評価機関(以下単

に「登録住宅性能評価機関」という。)

が交付する適合証(以下「省エネ基準住

宅適合証」という。)の写し 

 

イ 住宅部分が省エネ誘導基準に適合す

ることについて、登録住宅性能評価機

関が交付する適合証(以下「省エネ誘導

基準住宅適合証」という。)の写し 

 

 

 

 

 

ウ 一戸建て住宅について、品確法第5条

第1項に規定する住宅性能評価書(以下

単に「住宅性能評価書」という。)のう

ち、同項に規定する住宅性能評価が、

日本住宅性能表示基準(平成13年国土交

通省告示第1346号)に規定する断熱等性

能等級が等級4であり、かつ、一次エネ

ルギー消費量等級が等級4又は等級5で

あるもの(平成28年3月31日以前に存す

る住宅の部分にあっては、等級3である

ものを含む。)の写し 

 

エ 住宅部分に関する省エネ表示制度評

価書のうち、建築物全体を評価し、か

つ、一次エネルギー消費量算定結果が 

エネルギー消費性能基準(以下「省エネ

基準」という。)に適合しているものの

写し 

 

ウ 非住宅部分について、登録省エネ判

定機関が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。以下「低

炭素法」という。)第54条第1項各号に

掲げる基準に適合していることを証し

た書類(以下「非住宅建築物等適合証」

という。)の写し 

 

(3) 省エネ届出計画に住宅部分を含む場

合で、次のアからオまでに掲げるいず

れかの図書があるとき 当該図書 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 住宅部分が省エネ誘導基準に適合す

ることについて、住宅の品質の確保の

促進等に関する法律(平成11年法律第81

号。以下「品確法」という。)第5条第1

項に規定する登録住宅性能評価機関(以

下単に「登録住宅性能評価機関」とい

う。)が交付する適合証(以下「省エネ

誘導基準住宅適合証」という。)の写し 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 住宅部分に関する省エネ表示制度評

価書のうち、建築物全体を評価し、か

つ、一次エネルギー消費量算定結果が  
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旧 新 

省エネ基準又は省エネ誘導基準に適合

しているもの(当該建築物が住宅にあっ

ては、外皮基準に適合しているもの、

共同住宅にあっては、各住戸が外皮基

準に適合しているものに限る。)の写し 

 

オ 住宅部分について、登録住宅性能評

価機関が低炭素法第54条第1項各号に掲

げる基準に適合していることを証した

書類(以下「低炭素法基準住宅適合証」

という。)の写し 

 

カ 住宅部分のうち省エネ基準に適合す

るものについて、品確法第31条第1項に

規定する住宅型式性能認定(以下単に

「住宅型式性能認定」という。)を受け

たときに交付される住宅の品質の確保

の促進等に関する法律施行規則(平成12

年建設省令第20号。以下「品確法施行

規則」という。)第41条第1項に規定す

る住宅型式性能認定書(以下単に「住宅

型式性能認定書」という。)の写し 

 

キ カに該当する住宅部分のうち、品確

法第40条第1項に規定する認証型式住宅

部分等(省エネ基準に適合するものに限

る。)について交付される品確法施行規

則第45条第1項に規定する型式住宅部分

等製造者認証書(以下単に「型式住宅部

分等製造者認証書」という。)の写し 

 

2 省令第12条第3項(省令第14条第1項に

おいて準用する場合を含む。)に規定す

る市長が不要と認める図書は、次の各

号の区分に応じ、当該各号に定める図

書とする。 

 

(1) 省エネ届出計画に非住宅部分を含む 

場合で、前項第2号に掲げる図書のいず

れかを提出するとき 当該非住宅部分

に係る省令第23条第1項の表の(い)項の

種類欄に規定する各種計算書 

 

(2) 省エネ届出計画に住宅部分を含む場

合で、前項第3号に掲げる図書のいずれ

かを提出するとき 当該住宅部分に係

る省令第23条第1項の表の(い)項の種類

欄に規定する各種計算書 

 

省エネ基準又は省エネ誘導基準に適合

しているもの(当該建築物が住宅にあっ

ては、外皮基準に適合しているもの、

共同住宅にあっては、各住戸が外皮基

準に適合しているものに限る。)の写し 

 

ウ 住宅部分について、登録住宅性能評

価機関が低炭素法第54条第1項各号に掲

げる基準に適合していることを証した

書類(以下「低炭素法基準住宅適合証」

という。)の写し 

 

エ 住宅部分のうち省エネ基準に適合す

るものについて、品確法第31条第1項に

規定する住宅型式性能認定(以下単に

「住宅型式性能認定」という。)を受け

たときに交付される住宅の品質の確保

の促進等に関する法律施行規則(平成12

年建設省令第20号。以下「品確法施行

規則」という。)第41条第1項に規定す

る住宅型式性能認定書(以下単に「住宅

型式性能認定書」という。)の写し 

 

オ エに該当する住宅部分のうち、品確

法第40条第1項に規定する認証型式住宅

部分等(省エネ基準に適合するものに限

る。)について交付される品確法施行規

則第45条第1項に規定する型式住宅部分

等製造者認証書(以下単に「型式住宅部

分等製造者認証書」という。)の写し 

 

2 省令第12条第4項(省令第14条第1項に

おいて準用する場合を含む。)に規定す

る市長が不要と認める図書は、次の各

号の区分に応じ、当該各号に定める図

書とする。 

 

1) 省エネ届出計画に非住宅部分を含む 

場合で、前項第2号に掲げる図書のいず

れかを提出するとき 当該非住宅部分

に係る省令第12条第1項の表の(い)項図

書の種類の欄に規定する各種計算書 

 

(2) 省エネ届出計画に住宅部分を含む場

合で、前項第3号に掲げる図書のいずれ

かを提出するとき 当該住宅部分に係

る省令第12条第1項の表の(い)項図書の

種類の欄に規定する各種計算書 
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旧 新 

(消費性能向上計画の認定の申請図書) 

第4条の4 省令第23条第1項に規定するそ

の他市長が必要と認める図書は、第3条

第1号及び第2号に掲げる図書のほか、

次の各号の区分に応じて、当該各号に

定める図書とする。 

 

(2) 申請する建築計画のうち、認定対象

建築物に住宅部分を含む場合で、当該

住宅部分に係る次のアからオまでに掲

げる図書があるとき 

 

イ 住宅性能評価書(断熱等性能等級が等

級4であり、かつ、一次エネルギー消費

量等級が等級5であるもの(平成28年3月

31日以前に存する住宅の部分にあって

は等級4であるものを含む。)に限る。)

の写し 

 

(消費性能基準適合認定の申請図書) 

第5条 省令第30条第1項に規定するその

他市長が必要と認める図書は、次の各

号の区分に応じて、当該各号に定める

図書とする。 

 

(1) 認定対象建築物の非住宅部分に関す

る第4条第1項第1号アからエまでに掲げ

る図書がある場合 当該図書の写し及

び検査済証等の写し 

 

(2) 認定対象建築物の住宅部分に関する

第4条第1項第3号アからキまでに掲げる

いずれかの図書がある場合 当該図書

の写し及び検査済証等の写し 

 

(9) 36条認定申請の対象となる建築物が

平成28年4月1日の際現に存するもの

で、仕様基準により一次エネルギー消

費量を算定する場合36条認定申請の対

象となる建築物の外皮性能が仕様基準

に適合していることを示す図書の写し 

 

 

第12条 法第34条及び法第37条の規定に

よる認定の取消しは、条認定取消通知

書(第8号様式)を交付することによって

行わなければならない。 

 

 

(消費性能向上計画の認定の申請図書) 

第4条の4 省令第23条第1項に規定するそ

の他市長が必要と認める図書は、第3条

第1項第1号及び第3号に掲げる図書のほ

か、次の各号の区分に応じて、当該各

号に定める図書とする。 

 

(2) 申請する建築計画のうち、認定対象

建築物に住宅部分を含む場合で、当該

住宅部分に係る次のアからオまでに掲

げる図書があるとき 

 

イ 品確法第5条第1項に規定する住宅性

能評価書 (断熱等性能等級が等級4であ

り、かつ、一次エネルギー消費量等級

が等級5であるもの(平成28年3月31日以

前に存する住宅の部分にあっては等級4

であるものを含む。)に限る。)の写し 

 

(消費性能基準適合認定の申請図書) 

第5条 省令第30条第1項に規定するその

他市長が必要と認める図書は、次の各

号の区分に応じて、当該各号に定める

図書とする。 

 

(1) 認定対象建築物の非住宅部分に関す

る第4条第1項第2号アからウまでに掲げ

る図書がある場合 当該図書の写し及

び検査済証等の写し 

 

(2) 認定対象建築物の住宅部分に関する

第4条第1項第3号アからオまでに掲げる

いずれかの図書がある場合 当該図書

の写し及び検査済証等の写し 

 

(9) 36条認定申請の対象となる建築物が

平成28年4月1日の際現に存するもの

で、仕様基準等により一次エネルギー

消費量を算定する場合36条認定申請の

対象となる建築物の外皮性能が仕様基

準等に適合していることを示す図書の

写し 

 

第12条 法第34条及び法第37条の規定に

よる認定の取消しは、条認定取消通知

書(第8号様式)を交付することによって

行わなければならない。 
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附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成29年3月31日規則第42号) 

この規則は、平成29年4月1日から施行す

る。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成29年3月31日規則第42号) 

この規則は、平成29年4月1日から施行す

る。 

  附 則(令和２年９月25日規則第70

号) 

この規則は、令和２年10月１日から施

行する。 

 
 

 

 

 

 


