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別表 1（第 29条） 

 

【新築住宅に係る評価料金】 
   別表 1.1 一戸建て住宅の評価料金                   (税込) 

床面積の合計 設計住宅性能評価 

建設住宅性能評価 

 
センター以外が設計住宅性能評

価を行っている場合の加算額 

100 ㎡未満 

49,500 円 

74,800 円  10,450 円 

100 ㎡以上 200 ㎡未満 
85,800 円  13,200 円 

200 ㎡以上 500 ㎡未満 
105,600 円  20,900 円 

500 ㎡以上 P×22,000 円＋51,700

円 
P×33,000 円＋105,600 円 P×10,450 円＋20,900 円 

※共同住宅等区分のうち、戸建て併用住宅は、一戸建て住宅の評価料金とする。 

 

別表 1.2 共同住宅等の評価料金                   (税込) 

床面積の合計 設計住宅性能評価 

建設住宅性能評価 

 
センター以外が設計住宅性能評

価を行っている場合の加算額 

500 ㎡未満 57,200 円＋M×

18,150 円 

N×74,800 円＋M×

20,900 円 
30,800 円＋M×9,900 円 

500 ㎡以上 1,000 ㎡未満 71,500 円＋M×

18,150 円 

N×106,700 円＋M×

20,900 円 
37,400 円＋M×9,900 円 

1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満 94,600 円＋M×

18,150 円 

N×132,000 円＋M×

20,900 円 
51,700 円＋M×9,900 円 

2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 184,800 円＋M×

18,150 円 

N×176,000 円＋M×

20,900 円 
95,700 円＋M×9,900 円 

5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満 277,200 円＋M×

18,150 円 

N×264,000 円＋M×

20,900 円 
143,000 円＋M×9,900 円 

10,000㎡以上50,000㎡未満 434,500 円＋M×

18,150 円 

N×440,000 円＋M×

20,900 円 
231,000 円＋M×9,900 円 

50,000 ㎡以上 919,600 円＋M×

18,150 円 

N×874,500 円＋M×

20,900 円 
473,000 円＋M×9,900 円 

 

 

 

【既存住宅に係る評価料金】 

 

別表 1.3 一戸建て住宅の現況検査に係る評価料金              (税込) 

床面積の合計 評価料金の額 

150 ㎡未満 147,400 円 

150 ㎡以上 300 ㎡未満 179,300 円 

300 ㎡以上 327,470 円 

※共同住宅等区分のうち、戸建て併用住宅は、一戸建て住宅の評価料金とする。 
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別表 1.4 一戸建て住宅の個別性能に係る評価料金            (税込) 

個別性能項目 150 ㎡未満 150㎡以上 300㎡未満 300 ㎡以上 

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）※1 

各個別性能毎に 

9,900 円  

各個別性能毎に

11,000 円 

各個別性能毎に

16,500 円 

耐震等級（構造躯体の損傷防止） ※2 

その他（地震に対する構造躯体の倒壊等 

防止及び損傷防止）※1 

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び 

損傷防止）※2 

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び 

損傷防止）※2 

地盤又は杭の許容応力度等及びその設定 

方法※1 

基礎の構造方法及び形式等※2 

各個別性能毎に 

7,700 円  

 

各個別性能毎に 

8,800 円  

 

各個別性能毎に

11,000 円 

 

感知警報装置設置等級（自住戸火災時） 

脱出対策（火災時） 

耐火等級（延焼の恐れのある部分(開口

部)） 

※2 

耐火等級（延焼の恐れのある部分(開口 

部以外)）※2 

維持管理対策等級（専用配管）※2 

換気対策（局所換気対策） 

単純開口率 

方位別開口比 

高齢者等配慮対策等級（専用部分） 

開口部の侵入防止対策 

※共同住宅等区分のうち、戸建て併用住宅は、一戸建て住宅の評価料金とする。 

※表中、個別性能評価項目が無いものは、別途見積もりとする。 

※1 関係図書等がない場合には評価しない。 

※2 建設住宅性能評価書がない場合には評価しない。 

 

別表 1.5 共同住宅等の現況検査に係る共用部分の評価料金        (税込) 

床面積の合計 評価料金の額 

1,000 ㎡未満 209,000 円 

1,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 308,000 円 

5,000 ㎡以上 20,000 ㎡未満 418,000 円 

20,0000 ㎡以上 627,000 円 
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別表 1.6 共同住宅等の現況検査に係る専用部分の評価料金        (税込) 

評価戸数 評価料金の額 

～10 戸 62,700 円×M  

11 戸～50 戸 627,000 円+52,800 円×(M -10) 

51 戸～200 戸 2,739,000 円+47,300 円×(M -50) 

201 戸～ 9,834,000 円+41,800 円×(M -200) 

 

別表 1.7 共同住宅等の個別性能に係る共用部分の評価料金        (税込) 

個別性能項目 評価料金 

耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）※1 

220,000 円 

耐震等級（構造躯体の損傷防止）※2 

その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）※1 

耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）※2 

耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）※2 

地盤又は杭の許容応力度等及びその設定方法※1 

基礎の構造方法及び形式等※2 

感知警報装置設置等級（他住戸火災時） 

各個別性能毎に 44,000 円 
維持管理対策等級（共用配管）※2 

更新対策（共用排水管）※2 

高齢者等配慮対策等級（共用部分） 

※表中、個別性能評価項目が無いものは、別途見積もりとする。 

※1 関係図書等がない場合には評価しない。 

※2 建設住宅性能評価書がない場合には評価しない。 

※3 同一申請の中に構造的に別の建築物が複数含まれる場合、耐震等級から基礎の構造方法及び形式等の料金は上記金

額に構造的に別の建築物の数を乗じた金額とする。  

 

別表 1.8 共同住宅等の個別性能に係る専用部分の評価料金        (税込) 

個別性能項目 1 住戸当たりの評価料金 

感知警報装置設置等級（自住戸火災時） 

各個別性能毎に 7,700 円 

避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）※4 

脱出対策（火災時） 

耐火等級（延焼の恐れのある部分(開口部)）※2 

耐火等級（延焼の恐れのある部分(開口部以外)）※2 

耐火等級（界壁及び界床）※2 

維持管理対策等級（専用配管）※2 

更新対策（住戸専用部）※2 

換気対策（局所換気対策） 

単純開口率 

方位別開口比 

高齢者等配慮対策等級（専用部分） 

開口部の侵入防止対策 

※表中、個別性能評価項目が無いものは、別途見積もりとする。 

※2 建設住宅性能評価書がない場合には評価しない。 

※4 建設住宅性能評価書に耐火等級の表示がある場合には評価しない。 

※Ｐは延べ面積から５００㎡減じた数値を２００㎡で除した数値、M は評価対象住戸数とする。 

※Ｎは、評価方法基準により検査を行うべき時期として定められた時期の回数とする。 

※正当な理由により再検査を実施したときは、再検査１回につき９，９００円(税込)十下表（ア）の加算額（Ｎ＝１と

する。）を加算する。 



18 

 

【備考】 

・住宅性能評価書が交付された住宅について、その計画の変更をしようとする場合で、当該計画の変更にかかる直前の

住宅性能評価書を当センターから受けている場合は、当該計画の変更にかかる部分の床面積の１／２（床面積の増加

する部分にあっては、当該増加する部分の床面積）で算出した額とする。 

・住宅性能評価書の交付前に計画を変更する場合で、その計画変更が大規模な場合は、当該計画の変更にかかる部分の

床面積の１／２（床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の面積）で算出した額とする。 

・建設住宅性能評価の評価料金の額は、評価申請１件につき定めるものとし、原則として、建設住宅性能評価に係る住

戸毎に定まる性能に関する検査は、本申請一件につき、評価対象住戸の１０分の１（小数点以下は切り上げる）の住

戸を検査対象として抽出し、目視または計測等により行なう。 

・共同住宅等の建設住宅性能評価において、申請者の希望により評価対象住戸の１０分の１を超えて、住戸毎に定まる

性能に関する目視又は計測等を行う場合は、申請者の希望する総戸数から評価対象戸数の１０分の１を減じたものに

23,100 円(税込)を乗じた金額を上表で算出した額に加算する。 

・室内空気中の化学物質の濃度等を測定するときは、下表（ウ）に掲げる額を建設住宅性能評価料金に加算するものと

する。 

・下表（ア）の遠隔地域に該当する場合は、同表の右欄に掲げる額を加算する。 

・建設住宅性能評価において、申請の取下げ及び契約の解除に伴い評価料金の一部を返還する額下表（イ）に掲げる数

値を建設住宅性能評価料金に乗じた額とする。 
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（ア）遠隔地地域の場合に加算する額                  (税込) 

住宅の所在地 加算する額 

センター又は職員以外の評価員の所在地から 20km を超え 50km 以内の区域 Ｎ×6,710 円 

   同   上            50km を超え 100km 以内の区域 Ｎ×16,280 円 

同   上            100km を超える区域 Ｎ×25,300 円 

佐渡島及び粟島  Ｎ×27,390 円 

 

（イ）評価料金返還について評価料金に乗ずる数値 

 （い）欄 （ろ）欄 

申請の取下げ又は契約の解約を行った時期 当該評価料金に乗ずる数値 

戸

建

住

宅 

建設住宅性能評価の申請をセンターが受理した日から 

第１回の現場検査の３日前まで 
0.95 

第１回の現場検査を実施した日から第２回の現場 

検査の３日前まで 
0.7 

第２回の現場検査を実施した日から第３回の現場 

検査の３日前まで 
0.45 

第３回の現場検査を実施した日から第４回の現場 

検査の３日前まで 
0.2 

共

同

住

宅

等 

建設住宅性能評価の申請をセンターが受理した日から 

第１回の現場検査の３日前まで 
0.95 

第１回の現場検査を実施した日から竣工時(最終回) 

の現場審査を実施する日の３日前まで 

1－(J÷N×0.95)－0.05 

※J は中請の取下げの日ま 

でにすでに実施した現場 

審査の回数とする 

 

（ウ）建設住宅性能評価料金に加算する空気中の化学物質測定の評価料金   (税込) 

住宅の所在地 
評価料金の額 

ホルムアルデヒドのみの測定 ホルムアルデヒド＋VOC の測定 

センターの所在地から20km以内の区域 Ａ×16,500 円＋12,100 円 Ａ×28,600 円＋12,100 円 

同上 20km を超え 50km 以内の区域 Ａ×16,500 円＋25,520 円 Ａ×28,600 円＋25,520 円 

同上 50km を超え 100km 以内の区域 Ａ×16,500 円＋44,660 円 Ａ×28,600 円＋44,660 円 

同上 100km を超える区域 Ａ×16,500 円＋62,700 円 Ａ×28,600 円＋62,700 円 

佐渡島及び粟島 Ａ×16,500 円＋66,880 円 Ａ×28,600 円＋66,880 円 

※A は、測定箇所数とする。 
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別表２（第 30 条） 

 

新築住宅に係る評価料金（住宅型式性能認定住宅等） 

 

【一戸建て住宅】                             (税込) 

床面積の合計 設計住宅性能評価 

建設住宅性能評価 

 
センター以外が設計住宅性能評

価を行っている場合の加算額 

100 ㎡未満 16,500 円 44,880 円 6,270 円 

100 ㎡以上 200 ㎡未満 20,350 円 51,480 円 7,920 円 

200 ㎡以上 500 ㎡未満 25,850 円 63,360 円 12,540 円 

500 ㎡以上 Ｐ×11,000 円＋25,850 円 
Ｐ×19,800 円＋

63,360 円 
Ｐ×6,270 円＋12,540 円 

 

【共同住宅等】                              (税込) 

床面積の合計 設計住宅性能評価 

建設住宅性能評価 

 

センター以外が設計住宅性能

評価を行っている場合の加算

額 

500 ㎡未満 28,600 円＋M×18,150 円 
N×44,880 円＋M×

20,900 円 
18,480 円＋M×9,900 円 

500 ㎡以上 1,000 ㎡未満 35,750 円＋M×18,150 円 
N×64,020 円＋M×

20,900 円 
22,440 円＋M×9,900 円 

1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満 47,300 円＋M×18,150 円 
N×79,200 円＋M×

20,900 円 
31,020 円＋M×9,900 円 

2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 92,400 円＋M×18,150 円 
N×105,600 円＋M×

20,900 円 
57,420 円＋M×9,900 円 

 

※ P は延べ面積から 500 ㎡を減じた数値を 200 ㎡で除した数値、M は評価対象戸数とする。 

※ N は、評価方法基準により検査を行うべき時期として定められた時期の回数とする。 

※ 共同住宅で 5,000 ㎡以上の場合は、別途見積もりとする。 

※ これ以外は前条の規定による。 

 


