
3 農地土木

許可申請・届出

農地法第３条の3届出（相続） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
54 最小額 ¥3,800 最小額 ¥20,000 最小額 ¥10,000 最小額 ¥3,800

平均額 ¥35,922 平均額 ¥35,500 平均額 ¥36,236 平均額 ¥35,945
最高額 ¥100,000 最高額 ¥50,000 最高額 ¥90,000 最高額 ¥100,000

農地法第３条許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

112 最小額 ¥4,500 最小額 ¥40,000 最小額 ¥35,000 最小額 ¥4,500

平均額 ¥79,261 平均額 ¥88,304 平均額 ¥79,911 平均額 ¥74,978

最高額 ¥300,000 最高額 ¥300,000 最高額 ¥129,600 最高額 ¥150,000

農地法第４条届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

101 最小額 ¥30,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥40,000 最小額 ¥32,400

平均額 ¥62,776 平均額 ¥60,257 平均額 ¥61,393 平均額 ¥64,645

最高額 ¥180,000 最高額 ¥100,000 最高額 ¥180,000 最高額 ¥100,000

農地法第４条許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

110 最小額 ¥10,000 最小額 ¥20,000 最小額 ¥40,000 最小額 ¥10,000

平均額 ¥94,523 平均額 ¥103,679 平均額 ¥89,275 平均額 ¥93,010

最高額 ¥300,000 最高額 ¥300,000 最高額 ¥129,600 最高額 ¥180,000

農地法第５条届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

121 最小額 ¥32,400 最小額 ¥40,000 最小額 ¥45,000 最小額 ¥32,400

平均額 ¥66,100 平均額 ¥64,592 平均額 ¥62,688 平均額 ¥68,486

最高額 ¥190,000 最高額 ¥100,000 最高額 ¥125,000 最高額 ¥190,000

農地法第５条許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

147 最小額 ¥10,000 最小額 ¥60,000 最小額 ¥10,000 最小額 ¥10,000

平均額 ¥104,761 平均額 ¥110,988 平均額 ¥109,203 平均額 ¥100,328

最高額 ¥300,000 最高額 ¥300,000 最高額 ¥220,000 最高額 ¥180,000

農地法許可後の計画変更申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

67 最小額 ¥10,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥10,000

平均額 ¥87,613 平均額 ¥88,792 平均額 ¥89,257 平均額 ¥86,707

最高額 ¥200,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥129,600 最高額 ¥170,000

非農地証明申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

74 最小額 ¥1,000 最小額 ¥20,000 最小額 ¥10,000 最小額 ¥1,000

平均額 ¥71,196 平均額 ¥70,345 平均額 ¥73,100 平均額 ¥70,842

最高額 ¥130,000 最高額 ¥130,000 最高額 ¥100,000 最高額 ¥130,000

農用地除外申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

94 最小額 ¥8,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥120,000 最小額 ¥8,000

平均額 ¥167,798 平均額 ¥177,821 平均額 ¥230,000 平均額 ¥153,634

最高額 ¥500,000 最高額 ¥500,000 最高額 ¥400,000 最高額 ¥300,000
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公共用財産関係

公共用財産用途廃止申請・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

64 最小額 ¥20,000 最小額 ¥20,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥50,000

平均額 ¥143,702 平均額 ¥148,482 平均額 ¥152,900 平均額 ¥136,533

最高額 ¥350,000 最高額 ¥250,000 最高額 ¥250,000 最高額 ¥350,000

普通財産売払申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

56 最小額 ¥20,000 最小額 ¥80,000 最小額 ¥20,000 最小額 ¥20,000

平均額 ¥117,518 平均額 ¥163,378 平均額 ¥106,188 平均額 ¥110,052

最高額 ¥350,000 最高額 ¥250,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥350,000

公共用財産時効取得確認申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

31 最小額 ¥75,000 最小額 ¥80,000 最小額 ¥161,000 最小額 ¥75,000

平均額 ¥191,032 平均額 ¥219,945 平均額 ¥200,429 平均額 ¥161,508

最高額 ¥350,000 最高額 ¥302,000 最高額 ¥250,000 最高額 ¥350,000

境界関係

境界確定申請（国、県） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

37 最小額 ¥50,000 最小額 ¥50,000 最小額 ¥85,000 最小額 ¥70,000

平均額 ¥231,857 平均額 ¥226,088 平均額 ¥228,333 平均額 ¥235,750

最高額 ¥800,000 最高額 ¥350,000 最高額 ¥400,000 最高額 ¥800,000

境界確定申請（市、町） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

50 最小額 ¥25,000 最小額 ¥25,000 最小額 ¥80,000 最小額 ¥25,000

平均額 ¥249,784 平均額 ¥391,015 平均額 ¥201,667 平均額 ¥199,440

最高額 ¥2,800,000 最高額 ¥2,800,000 最高額 ¥400,000 最高額 ¥500,000

道路、水路関係

道路付替許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

17 最小額 ¥15,000 最小額 ¥15,000 最小額 ¥122,000 最小額 ¥50,000

平均額 ¥179,859 平均額 ¥248,720 平均額 ¥172,800 平均額 ¥135,714

最高額 ¥400,000 最高額 ¥400,000 最高額 ¥250,000 最高額 ¥250,000

水路付替許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16 最小額 ¥15,000 最小額 ¥15,000 最小額 ¥122,000 最小額 ¥50,000

平均額 ¥181,238 平均額 ¥257,160 平均額 ¥178,500 平均額 ¥128,571

最高額 ¥400,000 最高額 ¥400,000 最高額 ¥250,000 最高額 ¥250,000

土木工事施工願 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

51 最小額 ¥10,000 最小額 ¥10,000 最小額 ¥53,704 最小額 ¥65,000

平均額 ¥115,706 平均額 ¥89,956 平均額 ¥108,900 平均額 ¥138,455

最高額 ¥700,000 最高額 ¥150,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥700,000

道路使用許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

52 最小額 ¥10,000 最小額 ¥10,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥25,000

平均額 ¥57,583 平均額 ¥52,708 平均額 ¥75,222 平均額 ¥52,810

最高額 ¥162,000 最高額 ¥127,100 最高額 ¥162,000 最高額 ¥100,000

道路位置指定

道路位置指定申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

47 最小額 ¥15,000 最小額 ¥25,000 最小額 ¥150,000 最小額 ¥15,000

平均額 ¥244,189 平均額 ¥236,146 平均額 ¥280,857 平均額 ¥223,750

最高額 ¥500,000 最高額 ¥500,000 最高額 ¥500,000 最高額 ¥500,000

回答数

県全体 東部 中部 西部

回答数

県全体 東部 中部 西部

回答数

県全体 東部 中部 西部

回答数

県全体 東部 中部 西部

回答数

県全体 東部 中部 西部

回答数

県全体 東部 中部 西部

回答数

県全体 東部 中部 西部

回答数

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

回答数

県全体 東部 中部 西部

回答数

2 / 3 ページ
平成３０年業務報酬額統計調査報告書



占用関係

道路占用許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 74 最小額 ¥30,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥30,000

平均額 ¥91,177 平均額 ¥83,476 平均額 ¥98,005 平均額 ¥92,118

最高額 ¥250,000 最高額 ¥170,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥250,000

河川占用許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 80 最小額 ¥30,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥30,000

平均額 ¥87,822 平均額 ¥84,167 平均額 ¥104,539 平均額 ¥81,800

最高額 ¥250,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥250,000

都市計画法関係・屋外広告物設置許可

土地利用承認申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 39 最小額 ¥50,000 最小額 ¥50,000 最小額 ¥400,000 最小額 ¥250,000

平均額 ¥1,053,297 平均額 ¥740,782 平均額 ¥1,383,333 平均額 ¥1,077,895

最高額 ¥4,000,000 最高額 ¥2,000,000 最高額 ¥4,000,000 最高額 ¥2,500,000

開発行為許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 38 最小額 ¥150,000 最小額 ¥266,800 最小額 ¥500,000 最小額 ¥150,000

平均額 ¥1,812,639 平均額 ¥1,598,430 平均額 ¥2,262,500 平均額 ¥1,739,800

最高額 ¥7,800,000 最高額 ¥3,500,000 最高額 ¥7,000,000 最高額 ¥7,800,000

都計法第４３条許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 96 最小額 ¥15,000 最小額 ¥15,000 最小額 ¥100,000 最小額 ¥25,000

平均額 ¥178,432 平均額 ¥216,581 平均額 ¥180,583 平均額 ¥162,761

最高額 ¥1,570,000 最高額 ¥900,000 最高額 ¥400,000 最高額 ¥1,570,000

適合証明申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 78 最小額 ¥15,000 最小額 ¥15,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥20,000

平均額 ¥100,648 平均額 ¥145,393 平均額 ¥118,473 平均額 ¥76,749

最高額 ¥300,000 最高額 ¥300,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥150,000

屋外広告物設置許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 5 最小額 ¥70,000 最小額 ¥150,000 最小額 ¥70,000 最小額 ¥80,000

平均額 ¥130,800 平均額 ¥212,000 平均額 ¥70,000 平均額 ¥80,000

最高額 ¥274,000 最高額 ¥274,000 最高額 ¥70,000 最高額 ¥80,000
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