
- 1 -

島根県建築基準法施行条例新旧対照表

改 正 後 改 正 前

島根県建築基準法施行条例

昭和48年３月27日

島根県条例第20号

（趣旨）

第１条～第16条 〔略〕 第１条 この条例は、建築基準法（昭和25年法律第201

号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。

第２条～第10条 〔略〕

（手数料）

第11条 別表第４の左欄に掲げる者（市長若しくは市の

建築主事に対して申請しようとする者又は島根県を除

く。）は、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を

納付しなければならない。

２～４ 〔略〕

第12条～第16条 〔略〕

附 則 〔略〕 附 則 〔略〕

別表第１～別表第３ 〔略〕 別表第１～別表第３ 〔略〕

別表第４（第11条関係） 別表第４（第11条関係）

１～14 〔略〕 １～14 〔略〕

14の２ 法第52条第６項第３ 申請 １件 に つ き 〔新設〕

号の規定に基づく建築物の 27,300円

容積率に関する特例の認定

を受けようとする者

15～18 〔略〕 15～18 〔略〕

19 法第55条第３項又は第４ 〔略〕 19 法第55条第３項各号 申 請１件 につ き

項各号の規定に基づく建築 の規定に基づく建築 161,000円

物の高さの許可を受けよう 物の高さの許可を受けよう

とする者 とする者

20～21の２ 〔略〕 20～21の２ 〔略〕

21の３ 法第58条第２項の規 申請 １件 に つ き 〔新設〕

定に基づく高度地区におけ 161,000円
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る建築物の高さの最高限度

の特例の許可を受けようと

する者

22～32の２ 〔略〕 22～32の２ 〔略〕

33 法第86条第１項の規定に 〔略〕 33 法第86条第１項の規定に 建築物の数が２以下で

基づく１団地の建築物（２ 基づく１団地の建築物（２ ある場合にあっては

以上の構えを成すものにあ 以上の構えを成すものにあ 78,300円、建築物の数

っては、総合的設計によっ っては、総合的設計によっ が３以上である場合に

て建築等をするものに限 て建築される ものに限 あっては78,300円に２

る。）の特例の認定を受け る。）の特例の認定を受け を超える建築物の数に

ようとする者 ようとする者 28,000円を乗じて得た

額を加算した額

34 〔略〕 〔略〕 34 法第86条第２項の規定に 建築物（既存建築物を

基づく既存建築物を前提と 除く。以下この項にお

した総合的設計による建築 いて同じ。）の数が１

物の特例の認定を受けよう である場合にあっては

とする者 78,300円、建築物の数

が２以上である場合に

あっては78,300円に１

を超える建築物の数に

28,000円を乗じて得た

額を加算した額

34の２ 法第86条第３項の規 〔略〕 34の２ 法第86条第３項の規 建築物の数が２以下で

定に基づく建築物の敷地又 定に基づく建築物の敷地又 ある場合にあっては

は建築物の敷地以外の土地 は建築物の敷地以外の土地 221,000円、建築物の

で２以上のものが広い空地 で２以上のものが広い空地 数が３以上である場合

を有する１団地を形成して を有する１団地を形成して にあっては221,000円

いる場合において、当該１ いる場合において、当該１ に２を超える建築物の

団地の建築物（２以上の構 団地の建築物（２以上の構 数に28,000円を乗じて

えを成すものにあっては、 えを成すものにあっては、 得た額を加算した額

総合的設計によって建築等 総合的設計によって建築さ

をするものに限る。）の各 れる ものに限る。）の各

部分の高さ又は容積率の特 部分の高さ又は容積率の特

例の許可を受けようとする 例の許可を受けようとする

者 者

34の３ 法第86条第４項の規 〔略〕 34の３ 法第86条第４項の規 建築物（既存建築物を

定に基づく既存建築物を前 定に基づく既存建築物を前 除く。以下この項にお

提とした総合的設計により 提とした総合的設計により いて同じ。）の数が１

建築等をし、かつ、敷地内 建築され 、かつ、敷地内 である場合にあっては

に広い空地を有する建築物 に広い空地を有する建築物 221,000円、建築物の

の容積率又は各部分の高さ の容積率又は各部分の高さ 数が２以上である場合

の特例の許可を受けようと の特例の許可を受けようと にあっては221,000円
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する者 する者 に１を超える建築物の

数に28,000円を乗じて

得た額を加算した額

35 法第86条の２第１項の規 建築物（新築又は増築 35 法第86条の２第１項の規 建築物（一敷地内認定

定に基づく一敷地内認定建 等に係るものに限る。 定に基づく一敷地内認定建 建築物を除く 。

築物以外の建築物の新築又 以下この項において同 築物以外の建築物の建築の 以下この項において同

は一敷地内認定建築物の増 じ。）の数が１である じ。）の数が１である

築等の認定を受けようとす 場合にあっては78,300 認定を受けようとす 場合にあっては78,300

る者 円、建築物の数が２以 る者 円、建築物の数が２以

上である場合にあって 上である場合にあって

は78,300円に１を超え は78,300円に１を超え

る建築物の数に28,000 る建築物の数に28,000

円を乗じて得た額を加 円を乗じて得た額を加

算した額 算した額

35の２ 法第86条の２第２項 建築物（新築又は増築 35の２ 法第86条の２第２項 建築物（一敷地内認定

の規定に基づく一敷地内認 等に係るものに限る。 の規定に基づく一敷地内認 建築物を除く 。

定建築物以外の建築物の新 以下この項において同 定建築物以外の建築物 以下この項において同

築又は一敷地内認定建築物 じ。）の数が１である じ。）の数が１である

の増築等に関する制限の適 場 合 に あ っ て は に関する制限の適 場 合 に あ っ て は

用除外に係る許可を受けよ 221,000円、建築物の 用除外に係る許可を受けよ 221,000円、建築物の

うとする者 数が２以上である場合 うとする者 数が２以上である場合

にあっては221,000円 にあっては221,000円

に１を超える建築物の に１を超える建築物の

数に28,000円を乗じて 数に28,000円を乗じて

得た額を加算した額 得た額を加算した額

35の３ 法第86条の２第３項 建築物（新築又は増築 35の３ 法第86条の２第３項 建築物（一敷地内許可

の規定に基づく一敷地内許 等に係るものに限る。 の規定に基づく一敷地内許 建築物を除く 。

可建築物以外の建築物の新 以下この項において同 可建築物以外の建築物の建 以下この項において同

築又は一敷地内許可建築物 じ。）の数が１である 築の じ。）の数が１である

の増築等の許可を受けよう 場 合 に あ っ て は 許可を受けよう 場 合 に あ っ て は

とする者 221,000円、建築物の とする者 221,000円、建築物の

数が２以上である場合 数が２以上である場合

にあっては221,000円 にあっては221,000円

に１を超える建築物の に１を超える建築物の

数に28,000円を乗じて 数に28,000円を乗じて

得た額を加算した額 得た額を加算した額

36～41 〔略〕 36～41 〔略〕

備考 〔略〕 備考 〔略〕

別表第５ 〔略〕 別表第５ 〔略〕


