
9 風営法・飲食業・旅館業法営業許可関係

許可申請、営業開始届

風俗営業許可申請（１号 社交飲食店） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 30 最小額 ¥10,000 最小額 ¥10,000 最小額 ¥140,000 最小額 ¥130,000

平均額 ¥159,633 平均額 ¥153,444 平均額 ¥180,000 平均額 ¥160,000

最高額 ¥220,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥200,000

風俗営業許可申請（２号 低照度飲食店） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 4 最小額 ¥30,000 最小額 ¥200,000 最小額 - 最小額 ¥100,000

平均額 ¥120,000 平均額 ¥200,000 平均額 - 平均額 ¥125,000

最高額 ¥200,000 最高額 ¥200,000 最高額 - 最高額 ¥150,000

風俗営業許可申請（３号 区画席飲食店） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 2 最小額 ¥100,000 最小額 ¥200,000 最小額 - 最小額 ¥100,000

平均額 ¥150,000 平均額 ¥200,000 平均額 - 平均額 ¥100,000

最高額 ¥200,000 最高額 ¥200,000 最高額 - 最高額 ¥100,000

風俗営業許可申請（４号 麻雀・パチンコ等） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 8 最小額 ¥100,000 最小額 ¥200,000 最小額 ¥100,000 最小額 ¥150,000

平均額 ¥207,500 平均額 ¥200,000 平均額 ¥257,500 平均額 ¥150,000

最高額 ¥500,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥500,000 最高額 ¥150,000

風俗営業許可申請（５号 ゲームセンター等） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 5 最小額 ¥100,000 最小額 - 最小額 ¥100,000 最小額 ¥150,000

平均額 ¥206,000 平均額 - 平均額 ¥233,333 平均額 ¥150,000

最高額 ¥300,000 最高額 - 最高額 ¥300,000 最高額 ¥150,000

特定遊興飲食店営業許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 7 最小額 ¥150,000 最小額 ¥150,000 最小額 ¥160,000 最小額 ¥150,000

平均額 ¥181,429 平均額 ¥150,000 平均額 ¥170,000 平均額 ¥210,000

最高額 ¥300,000 最高額 ¥150,000 最高額 ¥180,000 最高額 ¥300,000

変更承認申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 14 最小額 ¥10,000 最小額 ¥10,000 最小額 ¥50,000 最小額 ¥35,000

平均額 ¥71,071 平均額 ¥72,500 平均額 ¥80,000 平均額 ¥61,000

最高額 ¥200,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥120,000 最高額 ¥120,000

変更届出書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 17 最小額 ¥10,000 最小額 ¥10,000 最小額 ¥15,000 最小額 ¥15,000

平均額 ¥27,647 平均額 ¥22,500 平均額 ¥24,000 平均額 ¥32,500

最高額 ¥70,000 最高額 ¥30,000 最高額 ¥30,000 最高額 ¥70,000

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部
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営業開始届出

回答数 1 最小額 ¥150,000 最小額 ¥150,000 最小額 - 最小額 -

平均額 ¥150,000 平均額 ¥150,000 平均額 - 平均額 -

最高額 ¥150,000 最高額 ¥150,000 最高額 - 最高額 -

回答数 9 最小額 ¥70,000 最小額 ¥70,000 最小額 ¥80,000 最小額 ¥100,000

平均額 ¥170,000 平均額 ¥75,000 平均額 ¥213,333 平均額 ¥100,000

最高額 ¥800,000 最高額 ¥80,000 最高額 ¥800,000 最高額 ¥100,000

映像送信型性風俗特種営業営業開始届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 1 最小額 ¥800,000 最小額 - 最小額 ¥800,000 最小額 -

平均額 ¥800,000 平均額 - 平均額 ¥800,000 平均額 -

最高額 ¥800,000 最高額 - 最高額 ¥800,000 最高額 -

回答数 0 最小額 - 最小額 - 最小額 - 最小額 -

平均額 - 平均額 - 平均額 - 平均額 -

最高額 - 最高額 - 最高額 - 最高額 -

回答数 1 最小額 ¥10,000 最小額 ¥10,000 最小額 - 最小額 -

平均額 ¥10,000 平均額 ¥10,000 平均額 - 平均額 -

最高額 ¥10,000 最高額 ¥10,000 最高額 - 最高額 -

飲食業

飲食店営業許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 32 最小額 ¥20,000 最小額 ¥20,000 最小額 ¥20,000 最小額 ¥25,000

平均額 ¥46,175 平均額 ¥52,860 平均額 ¥46,250 平均額 ¥41,357

最高額 ¥200,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥50,000 最高額 ¥50,000

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 25 最小額 ¥20,000 最小額 ¥100,000 最小額 ¥20,000 最小額 ¥100,000

平均額 ¥126,800 平均額 ¥140,000 平均額 ¥112,500 平均額 ¥130,000

最高額 ¥180,000 最高額 ¥180,000 最高額 ¥150,000 最高額 ¥180,000

店舗型性風俗特種営業営業開始届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県全体 東部 中部 西部

無店舗型性風俗特種営業営業開始届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

店舗型電話異性紹介営業営業開始届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県全体 東部 中部 西部

無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部
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旅館業法に伴う許可申請・届出関係書類

旅館・ホテル業許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 4 最小額 ¥100,000 最小額 ¥100,000 最小額 ¥300,000 最小額 ¥200,000

平均額 ¥200,000 平均額 ¥150,000 平均額 ¥300,000 平均額 ¥200,000

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

簡易宿所営業許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 4 最小額 ¥100,000 最小額 ¥100,000 最小額 - 最小額 ¥150,000

平均額 ¥175,000 平均額 ¥183,333 平均額 - 平均額 ¥150,000

最高額 ¥300,000 最高額 ¥300,000 最高額 - 最高額 ¥150,000

温泉利用許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 3 最小額 ¥30,000 最小額 ¥30,000 最小額 - 最小額 ¥180,000

平均額 ¥120,000 平均額 ¥90,000 平均額 - 平均額 ¥180,000

最高額 ¥180,000 最高額 ¥150,000 最高額 - 最高額 ¥180,000

公衆浴場業許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 2 最小額 ¥50,000 最小額 ¥50,000 最小額 - 最小額 ¥180,000

平均額 ¥115,000 平均額 ¥50,000 平均額 - 平均額 ¥180,000

最高額 ¥180,000 最高額 ¥50,000 最高額 - 最高額 ¥180,000

住宅宿泊事業届出（民泊） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 3 最小額 ¥60,000 最小額 ¥60,000 最小額 ¥200,000 最小額 ¥100,000

平均額 ¥120,000 平均額 ¥60,000 平均額 ¥200,000 平均額 ¥100,000

最高額 ¥200,000 最高額 ¥60,000 最高額 ¥200,000 最高額 ¥100,000

消防法関係

防火対象物使用開始届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・

回答数 5 最小額 ¥10,000 最小額 ¥20,000 最小額 - 最小額 ¥10,000

平均額 ¥32,000 平均額 ¥60,000 平均額 - 平均額 ¥13,333

最高額 ¥100,000 最高額 ¥100,000 最高額 - 最高額 ¥30,000

消防法令適合通知書交付申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 5 最小額 ¥10,000 最小額 ¥10,000 最小額 - 最小額 ¥50,000

平均額 ¥52,000 平均額 ¥43,333 平均額 - 平均額 ¥65,000

最高額 ¥100,000 最高額 ¥100,000 最高額 - 最高額 ¥80,000

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部
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古物関係

古物商許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 37 最小額 ¥20,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥20,000

平均額 ¥52,627 平均額 ¥42,857 平均額 ¥52,432 平均額 ¥56,556

最高額 ¥100,000 最高額 ¥50,000 最高額 ¥100,000 最高額 ¥100,000

主たる営業所等届出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 16 最小額 ¥5,000 最小額 ¥5,000 最小額 ¥10,000 最小額 ¥5,000

平均額 ¥12,104 平均額 ¥11,250 平均額 ¥14,733 平均額 ¥10,714

最高額 ¥30,000 最高額 ¥20,000 最高額 ¥30,000 最高額 ¥15,000

金属くず営業許可申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

回答数 11 最小額 ¥15,000 最小額 ¥30,000 最小額 ¥20,000 最小額 ¥15,000

平均額 ¥35,909 平均額 ¥36,667 平均額 ¥33,333 平均額 ¥37,000

最高額 ¥50,000 最高額 ¥50,000 最高額 ¥50,000 最高額 ¥50,000

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部

県全体 東部 中部 西部
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