
ページ名・URL

（全般）
建築物省エネ法（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律）

（様式）
建築物省エネ法関係

（細則）
滋賀県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

（届出・適判）
建築物省エネ法の適合性判定・届出について

（細則）
大津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

（届出・適判）
建築物省エネ法の適合判定・届出について

（細則）
草津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

（届出・適判）
建築物省エネ法

（細則）
彦根市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

（全般）
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）

（様式）
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）に関すること

（細則）
近江八幡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

（届出・適判）
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）について

（細則）
守山市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

滋賀県内

行政庁名

1 滋賀県

2 大津市

3 草津市

4 彦根市

5 近江八幡市

6 守山市

http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kenchiku/kenchikushidoushitu/shidou/syouene/syouene.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kenchiku/kenchikushidoushitu/shidou/syouene/syouene.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kenchiku/kenchikushidoushitu/youshiki/kenchikusyouene.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kenchiku/kenchikushidoushitu/youshiki/kenchikusyouene.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00000924.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00000924.html
http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1309/g/kenchiku/kentiku_kyoninka/1490265943761.html
http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1309/g/kenchiku/kentiku_kyoninka/1490265943761.html
http://www1.g-reiki.net/city.otsu/reiki_honbun/x400RG00001377.html
http://www1.g-reiki.net/city.otsu/reiki_honbun/x400RG00001377.html
http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sangyobusiness/kaihatsu/kenchiku/kenchikusyouene.html
http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sangyobusiness/kaihatsu/kenchiku/kenchikusyouene.html
http://www1.g-reiki.net/kusatsu/reiki_honbun/k007RG00001854.html
http://www1.g-reiki.net/kusatsu/reiki_honbun/k007RG00001854.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000010035.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000010035.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/reiki_int/act/frame/frame110002377.htm
http://www.city.hikone.shiga.jp/reiki_int/act/frame/frame110002377.htm
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=10573
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=10573
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=10576
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=10576
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/r389RG00001429.html
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/r389RG00001429.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/kenchiku/kenchikubutusyouene_inin.html
https://www.city.moriyama.lg.jp/kenchiku/kenchikubutusyouene_inin.html
http://www.city.moriyama.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i400RG00002146.html
http://www.city.moriyama.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i400RG00002146.html
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（届出・適判）
建築物省エネ法

（細則）
長浜市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

（全般）
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）

（細則）
東近江市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

ページ名・URL

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）について

京都府建築物エネルギー消費性能確保計画等の判定等に関する要綱

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

京都市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく
適合性判定等に関する要綱及び関係告示

3 宇治市 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

ページ名・URL

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）

大阪府建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

【省エネ適合性判定】「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（建築物省エネ法）
に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

大阪市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱

建築物省エネ法に基づく届出

3 豊中市 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）について

7 長浜市

8 東近江市

京都府内

行政庁名

1 京都府

2 京都市

大阪府内

行政庁名

1 大阪府

2 大阪市

http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002479.html
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002479.html
http://www.city.nagahama.lg.jp/reiki/H428902100069/H428902100069.html
http://www.city.nagahama.lg.jp/reiki/H428902100069/H428902100069.html
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/soshiki/8-7-0-0-0_4.html
https://www.city.higashiomi.shiga.jp/soshiki/8-7-0-0-0_4.html
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/r151RG00001693.html
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/r151RG00001693.html
http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/kenchiku-syouene-home.html
http://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/documents/yokohonbun.pdf
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000213926.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000213932.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000213932.html
http://www.city.uji.kyoto.jp/0000005640.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/bldg_energysaving/
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001966.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000390774.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000390774.html
http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000390/390774/tekihan_yoko_1704.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/sangyo/category/3036-2-4-0-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/kenchiku_kaihatsu/ksyouene.html


建築物省エネ法の届出について

建築物省エネ法の適合性判定について

5 東大阪市 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

吹田市建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律事務取扱要領

7 高槻市 建築物省エネ法について

建築物省エネ法に基づく手続き（判定・届出）

枚方市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

建築物省エネ法について

守口市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）について

八尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

11 寝屋川市 省エネ法に基づく届出等

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

13 岸和田市 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

14 門真市 建築物省エネ法に係る適合性判定、届出、認定など

15 箕面市 建築物省エネ法に関するページ

16 和泉市 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）について

4 堺市

6 吹田市

8 枚方市

9 守口市

10 八尾市

12 茨木市

http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/kenchiku/shidou/kenchiku/kensyoutodoke.html
http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/kenchiku/shidou/kenchiku/kensyoutekihan.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000019410.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshikeikaku/kaihatsushinsa/_81699.html
http://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0151/8518/youryou.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/shinsasi/gyomuannai/shouene/index.html
https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000010651.html
http://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001248.html
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifeinfo/kakukanoannai/toshiseibibu/kenchikushidoka/shinsa/1491984147377.html
http://www3.e-reikinet.jp/moriguchi/d1w_reiki/H429902100011/H429902100011.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000042665.html
https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/yao/D1W_resdata.exe?PROCID=-843179069&CALLTYPE=1&RESNO=41&UKEY=1535069568601
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/machi_seisaku/machi_shidoka/kenchiku/1377650770931.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/shinsashido/menu/kyoka_kakunin/1460705691757.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/office/hobun/reiki_int/reiki_honbun/k213RG00000984.html
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/45/kentikubutusyouenehou-tesuuryou.html
http://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri/kensetsu/kenchiku/kenchiku_shoene.html
http://www.city.minoh.lg.jp/sidou/syouenehou_h290401.html
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/dezainbu/kentikukaihatu/gyoumu_kentiku/kakushutodokede/1323339180642.html


17 池田市 建築物省エネ法に基づく手続きについて

羽曳野市建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律 施行細則【平成29年4月1日改正
版】

羽曳野市建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律 （様式）

ページ名・URL

1 兵庫県 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について

2 神戸市 建築物省エネ法の適合義務又は届出

3 尼崎市 建築物省エネ法の適合性判定・届出について

4 姫路市 建築物省エネ法の規制措置について

5 西宮市 建築物省エネルギー法による基準適合義務等について

建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物省エネ法の届出

7 明石市 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）について

8 加古川市 建築物省エネ法

9 宝塚市 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

10 川西市 建築物省エネ法

11 三田市 建築物省エネ法について

12 芦屋市 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行について

13 高砂市 建築物省エネ法に基づく適合性判定の業務の委任について

18 羽曳野市

兵庫県内

行政庁名

6 伊丹市

http://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/toshikensetsu/sinsashido/gyomu/shouene/1460971437726.html
https://www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/47/kennsyouenesekousaisoku20170401.pdf
https://www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/47/kennsyouenesekousaisoku20170401.pdf
https://www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/47/Web-kennsyoueneyousiki.pdf
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/wd30_000000029.html
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/procedure/otherreport/ksyouene-tekigogimu.html
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/tosi_seibi/kentiku/077_shouene_casbee/077shoene.html
http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212544/_8722/_39164.html
https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/kenchiku/kakuninshinseito/tekigogimu.html
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/KENTIKUSIDO/KENTIKU_ECO/kenchikubutsu_shoene/1490329022424.html
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/KENTIKUSIDO/KENTIKU_ECO/kenchikubutsu_shoene/1490329058376.html
http://www.city.akashi.lg.jp/tosei/ken_anzen_ka/machizukuri/kenchiku/kakunin/mokuji/hore.html#kenchikubutusyoene
http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/tosi_kekaku/kenchikushidoka/kakushushinseisho/chokiyuryo_teitansojutaku_shoenekanren/kentikubutu_syouenehou/index.html
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/anzen/1009509/kaihatsu/1027250.html
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/business/kaihatu/1004316/1004332.html
http://www.city.sanda.lg.jp/kenchiku/2017kenchiku_kenchikubutsushouenehou.html
http://www.city.ashiya.lg.jp/kenchikushidou/sho-energy.html
http://www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/19,54178,196,962,html


ページ名・URL

1 奈良県 建築物のエネルギー消費性能適合性判定及び届出について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）

大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務（建築物省エネ法）

中規模以上の建築物に対する届出義務（建築物省エネ法）

3 橿原市 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

4 生駒市 建築物のエネルギー消費性能適合性判定について

ページ名・URL

1 和歌山県
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）に係る認定制度につい
て

2 和歌山市 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）

行政庁名

奈良県内

行政庁名

2 奈良市

和歌山県内

http://www.pref.nara.jp/3916.htm
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1491471000005/index.html
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1502856497684/index.html
http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1502857249061/index.html
http://www.city.kashihara.nara.jp/kshido/kentikusido/kenntikubutushouenehou.htmlhttp:/www.city.kashihara.nara.jp/kshido/kentikusido/kenntikubutushouenehou.html
http://www.city.ikoma.lg.jp/0000010650.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/d00154802.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/d00154802.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/sumai_jyougesuidou/1001110/1010370/1015792/1015785.html

	滋賀県内
	京都府内
	大阪府内
	兵庫県内
	奈良県内
	和歌山県内



