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議案第140号 福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件中、都市政策部所管分 
 

１ 改正の趣旨  

長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上等のため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「法」という。）等が一部改正

されたことに伴い、所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

  福島市手数料条例「別表1の11の表」を下記のとおり改める。                        

（１）共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組み    

から、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更（住棟認定の   

導入）になったため、新たに法に規定された条項等を追加する。 

   ※次頁事務欄１～４ 

 

（２）登録住宅性能評価機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の  

 確認を併せて実施できるようになったため、評価機関が交付する 

「確認書等」を活用した場合の認定申請手数料を追加する。  

   ※次頁事務欄１、２の金額欄 

 

（３）共同住宅における長期優良住宅の認定を促進するため、市街地 

の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限の緩   

和が可能となったことにより、許可申請手数料を追加する。 

   ※次頁事務欄５ 

 

３ 条例の施行日 

令和４年２月２０日 

 

 

 

 

議案書 

P29～35 

＜資料 国土交通省＞ 

＜長期優良住宅とは＞ 

・長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造等に講じられた優良な住宅のこと。長期優良住宅の建

築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができる。 

・劣化対策、耐震性、維持管理の容易性、省エネルギー対策等の認定基準があり、認定された住宅は登録免許税の

税率引き下げ、住宅ローン減税の控除対象限度額の引き上げ、固定資産税の減免適用期間の延長など措置がある。 

－２－ 



（福島市手数料条例「別表第１の１１ 長期優良住宅普及促進法関係」の主な改正点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発建築指導課・住宅政策課 

金額 金額
事務 名称 事務 名称

１　長期優良住宅の普及

の促進に関する法律（平
成20年法律第87号。以下
この表において「法」とい
う。）第5条第1項から第4
項までの規定に基づく新
築に係る長期優良住宅建
築等計画の認定の申請に
対する審査（以下略）

新築に係る
長期優良
住宅建築
等計画等
認定申請
手数料

1　（略）
2　1の認定申請において、確認書等（住宅の品質確保
の促進等に関する法律（平成11年法律第81号。以下こ
の表において「品確法」という。）第6条の2第3項の確認
書又は同条第4項の住宅性能評価書をいう。以下この
表において同じ。）が提出された場合1件につき
(1) 1戸のもの（戸建ての場合）　13,000円
(2) 6戸未満のもの　23,000円
(3) 6戸以上11戸未満のもの　36,000円
(4)～（9）　（略）
3～6　（略）

１　長期優良住宅の普及

の促進に関する法律（平
成20年法律第87号。以下
この表において「法」とい
う。）第5条第1項から第3
項までの規定に基づく新
築に係る長期優良住宅建
築等計画の認定の申請に
対する審査（以下略）

新築に係る
長期優良
住宅建築
等計画等
認定申請
手数料

1　（略）
2　1の認定申請において、住宅の品質確保の促進等に
関する法律（平成11年法律第81号。以下この表におい
て「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（以下この表において「登録住宅性能評
価機関」という。）により、法第6条第1項各号（第3号に
掲げるものを除く。）に掲げる基準に適合すると認められ
ている場合1件につき
（1） 1戸のもの（戸建ての場合）　8千円
（2） 6戸未満のもの　14,000円
（3） 6戸以上11戸未満のもの　23,000円
(4)～（9）　（略）
3～6　（略）

２　法第5条第1項から第3

項まで及び第5項の規定
に基づく既存住宅に係る
長期優良住宅建築等計
画の認定の申請に対する
審査（以下略）

既存住宅
に係る長期
優良住宅
建築等計
画等認定
申請手数
料

1　（略）
2　1の認定申請において、確認書等が提出された場合
１件につき
(1) 1戸のもの（戸建ての場合）　19,000円
(2) 6戸未満のもの　33,000円
(3) 6戸以上11戸未満のもの　53,000円
(4)～（9）　（略）
3、4　(略）

２　法第5条第1項から第3

項までの規定に基づく既
存住宅に係る長期優良住
宅建築等計画の認定の
申請に対する審査（以下
略）

既存住宅
に係る長期
優良住宅
建築等計
画等認定
申請手数
料

1  （略）
2　1の認定申請において、登録住宅性能評価機関によ
り、法第6条第1項各号（第3号に掲げるものを除く。）に
掲げる基準に適合すると認められている場合1件につき
（1）1戸のもの（戸建ての場合）　11,000円
（2）6戸未満のもの　19,000円
（3）6戸以上11戸未満のもの　33,000円
(4)～（9）　（略）
3、4　(略）

３　法第9条第1項の規定

に基づく譲受人を決定した
場合及び同条第3項の規
定に基づく管理者等を選
任した場合における認定
を受けた長期優良住宅建
築等計画の変更の認定
の申請に対する審査

長期優良
住宅譲受
人決定等
申請手数
料

１件につき　2,000円 ３　法第9条第1項の規定

に基づく譲受人を決定した
場合における認定を受け
た長期優良住宅建築等
計画の変更の認定の申
請に対する審査

長期優良
住宅譲受
人決定申
請手数料

１件につき　2,000円

４　法第10条の規定に基

づく当該認定を受けた者
が有していた計画の認定
に基づく地位の承継の申
請に対する審査

長期優良
住宅に係る
地位の承
継申請手
数料

１件につき　2,000円 ４　法第10条の規定に基

づく認定計画実施者が有
していた計画の認定に基
づく地位の承継の申請に
対する審査

長期優良
住宅認定
計画実施
者承継申
請手数料

１件につき　2,000円

５　法第18条第1項の規

定に基づく建築物の容積
率に関する特例の許可の
申請に対する審査

建築物の
容積率の
特例許可
申請手数
料

１件につき　17万円

（新設） （新設） （新設）

改正案 現行
種類 種類

－３－ 



議案第１４６号 都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 

１ 改正の趣旨  

                                                              ○条例で定める区域等について 

近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、増大する災害リスクに対応するためには、災害  

リスクの高いエリアにおける開発抑制を行う必要があるため都市計画法（昭和 43 年法律  

第 100 号。以下「法」という。）の改正が行われ、これに関連する『都市計画法に基づく開発  

許可の基準に関する条例』（平成 15 年 3 月 28 日条例第 24 号。以下「条例」という。） 

の一部を改正する。 

 

２ 改正の内容  

 

法第 34 条 11 号及び法 34 条 12 号の区域を指定する場合及び令３６条第１項第３号  

ハの建築物や第１種特定工作物を建築する際には、都市計画法施行令第 29 条の９（昭和  

44 年政令第 158 号。以下「令」という。）に新設された危険な区域を含まないように反映  

させる。 

 

※令第２９条の９の危険な区域とは 

 

① 災害危険区域  

② 地すべり防止区域  

③ 急傾斜地崩壊危険区域                                   ①～⑤が                                                                                                                                                                                      

④ 土砂災害警戒区域                                      新たに追加  

⑤ 浸水ハザードエリアにおいて、建築物が損傷し、又は洪水し住民その他の者  

の生命又は身体に著しい危険が生ずるおそれがあると認められる区域  

⑥ 施行令第８条第１項２号ㇿから二までに掲げる土地の区域   

 ㇿ ：溢水、湛水、津波、高潮等の発生のおそれがある区域            改正前から                              

 ハ：優良な農用地として保全すべき区域                      有り 

          二：優れた自然風景を維持保全すべき区域  

 

 

 

 

議 案 書 

Ｐ５０ ～ ５１  

－４－ 

市街化を促進するおそれがない建物、又は市街化
区域において著しく建築が困難なものを言う。

周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれのある
工作物で、コンクリート・アスファルトプラントや危
険物の貯蔵、又は処理に供する工作物を言う。

令第36条第1項第3号ハの
建築物とは、

第1種特定工作物とは、

市街化調整区域において、一般住宅等で既存集落
が50戸以上あり、コミュニティの維持が図られる
区域で、本市では現在13地区が指定されている。

法第34条11号区域とは、

法第34条12号区域とは、

市街化調整区域において、分家住宅や地区集会所
等で市街化を促進するおそれがないと認められ
る建築物を言うが、本市ではこの区域は定めてい
ない。

1 飯坂町平野原添地区 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7

南沢又玄場町地区

町庭坂湯町地区

仁井田中川原地区

吉倉竹ノ内地区

上鳥渡茶中地区

山口舘越地区

地　区　名　称

飯坂町平野舘屋敷地区

飯坂町平野原東地区

笹谷寺西地区

笹谷前田地区

北沢又馬除地区

南沢又西原地区

法第３４条１１号の指定地区



【条例新旧対照表】 

 

改  正  後  改  正  前  

第４条   

法第３４条第１１号の規定により条例で指定する土地の区域並びに当

該区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域

及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用

途として条例で定めるものは、次に掲げる土地の区域において市長が指

定するものとする。 

 

１ 令第２９条の９各号に掲げる土地の区域を除く区域  

 

第４条   

法第３４条第１１号の規定により条例で指定する土地の区域並びに当

該区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域

及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用

途として条例で定めるものは、次に掲げる土地の区域において市長が指

定するものとする。 

 

１ 令第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地の区域として規則で定

める土地の区域を除く区域  

第５条   

法第３４条第１２号の規定により区域、目的又は予定建築物等の用途を

限り定める開発行為は、令第２９条の９各号に掲げる土地の区域を含ま

ない土地の区域における開発行為で、次の各号に掲げるものとする。 

第５条   

法第３４条第１２号の規定により区域、目的又は予定建築物等の用途を

限り定める開発行為は、令第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地

の区域を含まない土地の区域における開発行為で、次の各号に掲げるも

のとする。 

第６条   

令第３６条第１項第３号ハの規定による建築物の新築、改築若しくは

用途の変更又は第１種特定工作物の新設（以下「新築等」という。）は、当

該新築等に係る土地の区域に令第２９条の９各号に掲げる土地の区域

が含まれていない場合に限り、前条に規定する開発行為に係る新築等と

する。 

第６条   

令第３６条第１項第３号ハの規定による建築物の新築、改築若しくは用

途の変更又は第１種特定工作物の新設（以下「新築等」という。）は、当該新

築等に係る土地の区域に第 4 条第１項第１号に規定する土地の区域が含

まれていない場合に限り、第５条に規定する開発行為に係る新築等とす

る。 

 

 

３ 条例の施行日  

   令和４年４月  １日（公布の日から周知期間を設ける） 

 

４ 条例を改正することで市民への具体的な影響  

  現在指定してしている法 34 条 11 号の１３地区は、令 29 条の９に掲げる危険区域は含まれていないので影響はない。 

 

 
都市計画課 

 

－５－ 



 
 

【議案第１３４号】 
住宅応急修理事業 

 

１ 事業目的 

令和３年福島県沖地震により、準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の被害を受けた住宅の応急修理について、申請件

数が想定を上回るため、２９，０００千円を追加補正します。 

 

２ 対象者                        

以下の要件を全て満たす方（世帯） 

（１）居住する住宅が地震により準半壊、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の被害を受けた方 

  ※全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象 

（２）自らの資力では修理できない方 

  ※大規模半壊以上の場合は資力を問わない。 

 

３ 応急修理の範囲 

   屋根、外壁、基礎等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管など日常生活に不可欠な部分 

 

４ 基準額 

半壊以上  595,000円以内 

準半壊  300,000円以内 

  

補正予算説明書 

歳入 P28～29 

歳出 P34～35 

住宅政策課 

年度
地方債 その他 一般財源

住宅応急修理費 令和３年度 244,000 29,000 273,000 県 29,000 ― ― ―

（参考） 令和２年度 196,000

合計 469,000

補正前の額 補正額 計

（単位：千円）

国県支出金

補正額の財源内訳
特定財源

－６－ 



１　事業目的

２　事業内容、事業費

（１）暫定自転車駐車場整備工事

・暫定自転車駐車場施設２ヵ所の整備費

（区画線・看板・転倒防止柵等設置費） 事業費：   ６,２００千円

（２）暫定自転車駐車場土地賃貸借

・暫定自転車駐車場用地となる土地借上費

【さんかく広場前南側駐車場（有償）・ＭＡＸふくしま北側広場（無償）】 事業費：　 ６,０００千円

（３）福島駅東口周辺放置自転車対策業務等

・放置禁止区域内の放置自転車撤去・運搬費等 事業費：　 　 ３００千円

事業費計：１２，５００千円

　福島駅東口北自転車駐車場の賃貸借契約が土地所有者の意向により、令和４年３月３１日で終了となるため、代

替えとなる暫定自転車駐車場を設置し、駐輪施設利用者が支障なく使えるよう実施するものである。

　なお、代替となる候補地は現在有料駐車場、広場を予定しており、令和４年２月より土地賃貸借契約等を締結し、暫

定自転車駐車場の整備を行い、令和４年２月中旬からの供用開始を予定するものである。

交通政策課

自転車利用促進事業費
補正予算説明書
Ｐ．３６・３７

－７－【議案第１３４号】



３　暫定駐輪施設等位置図

交通政策課

【R4.2月中旬（予定）】

暫定自転車駐車場

（MAXふくしま北側広場）

・駐輪台数：約３００台（想定）

【R4.2月中旬（予定）】

暫定自転車駐車場

（さんかく広場前南側駐車場）

・駐輪台数：約８００台（想定）

【契約終了：令和4年3月末】

福島駅東口北自転車駐車場

【既設】

あづま陸橋下自転車駐車場

・駐輪台数：900台

ＪＲ福島駅

東口

県道 福島・飯坂線

ＭＡＸふくしま

ＡＸＣ 福島第四

小学校

吾
妻
通
り

福島県立

医科大学

保健科学部

東
北
電
力

福
島
営
業
所

国道１３号

東口北自転車駐車場

さんかく広場前南側駐車場 MAXふくしま北側広場

再開発

計画地区

－８－



 
  議案第147号 民事調停申立ての件 

 

 １．申立件名 福島市営住宅に係る滞納家賃等の支払いに関する調停申立て       

 

２．民事調停対象者 ３名 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

番号 家賃等の滞納額 
滞納月数 

家賃 駐車場 

1 ７１３，４００円 １７月 １６月 

2 ６８１，３００円 １３月 ―  

3 ２６８，０００円 １０月 １０月 

○民事調停申立ての趣旨 

 市営住宅に係る家賃等の滞納者を放置すれば、滞納の増加を招くことから、法的措置により滞納解消を図るものである。入居を継続し

たまま、市営住宅に係る滞納家賃等の支払いを求める。 

〇民事調停不成立等の場合の訴えの提起の正当性 

 公営住宅法第32条第1項第2号及び福島市営住宅等条例第43条第1項第2号の規定に基づき、入居者が3月以上滞納したときは、明渡しを

請求することができる。 

議 案 書 

Ｐ52 

住 宅 政 策 課  

法 的 措 置 選 定 基 準 
平成5年10月1日市長決裁発議：福島市法的措置（明渡し請求訴訟等）対象者を選定するための基準 

 
（１）６か月以上又は１０万円以上の滞納者 

（２）再三の納付指導にもかかわらず、誠意を示さない者のうちから、特に悪質と認められる者 

① 生活保護受給者で住宅扶助費の支給を受けているにも拘らず納付しない者 

② 臨戸訪問、文書催告等による納付指導に長期に渡り応じない者 

③ 納付指導による分割納付誓約を履行しない者 

ただし、入居者または同居親族が傷病等で長期の療養を要し、多額の出費を余儀なくされたとき、主たる生計維持者が死亡したとき、不慮の災害に

あったときで、いずれも住宅扶助を受けていないときは考慮する。 

（３）法令等に違反して不正に住宅を使用し、再三の指導に従わない者。 

（４）連帯保証人としての債務弁済能力がありながら、債務清算に応じない者。 

 

（令和３年１１月１日現在） 

 

－９－ 


