
 

 

 

 

平成 21年４月１日から、以下の行為について、手数料が必要となります。 
（手数料の額及び納付方法については、事前に県土木事務所に相談してください。） 

 

対象市域 手数料が必要となる行為 

・芦屋市 

・宝塚市 

(１) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 

(２) 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採、その他の土地の形質の変更

(３) 木竹の伐採 

(４) 水面の埋立て又は干拓 

(５) その他緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為 

 ※主として自己の居住のために行う制限行為については、対象外です。 

 

【手数料の金額】  

名 称 事務の区分 金 額 

①建築物等の新築又は増築 2,300円～71,400円新規 

許可 ②建築物等の改築 1,100円～ 35,700円

建築物等 

変更 

次に掲げる金額を合算した額 

a 制限行為の面積に応じて上欄に 1/2 を乗じて得た額（ｂのみに該当する

場合は除きます） 
許可 

b 新たに編入される制限行為の面積に応じて上欄に定める額 

（行為面積の縮小他詳細については、県土木事務所にお問合せ下さい。） 

③宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、

鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 

    ※手数料は、事務区分毎に相当する額の合算となります。 

但し、事務区分②が事務区分①と重複する場合は、①に相当する額となります。 

 

 

 

 1,800円～67,200円新規 

許可 
④木竹の伐採、水面の埋立て又は干拓等  900円～ 33,600円

建築物等 
次に掲げる金額を合算した額 

以外の宅 
a 制限行為の面積に応じて上欄に 1/10 を乗じて得た額（ｂのみに該当する

場合は除きます） 
地造成等 変更 

許可 
b 新たに編入される制限行為の面積に応じて上欄に定める額 

（行為面積の縮小他詳細については、県土木事務所にお問合せ下さい。） 

特別緑地保全地区内の制限行為許可申請を予定されている皆様へ 

【問合先】 

① 兵庫県県土整備部まちづくり局公園緑地課（管理係） 

電話 ０７８－３６２－９３０９（直通） 

② 申請書を提出する県民局の各土木事務所（管理課） 



特別緑地保全地区内における建築物等の制限行為に係る許可申請手数料

名　称 金　額

建築物等の新築、増築 制限行為に係る敷地の面積が 100m2 未満のもの 2,300 円

制限行為に係る敷地の面積が 100m2 以上 200m2 未満のもの 3,600 円

制限行為に係る敷地の面積が 200m2 以上 500m2 未満のもの 4,900 円

制限行為に係る敷地の面積が 500m2 以上 1000m2 未満のもの 7,900 円

制限行為に係る敷地の面積が 1000m2 以上 2000m2 未満のもの 10,500 円

制限行為に係る敷地の面積が 2000m2 以上 10000m2 未満のもの 25,200 円

制限行為に係る敷地の面積が 10000m2 以上 50000m2 未満のもの 39,200 円

制限行為に係る敷地の面積が 50000m2 以上のもの 71,400 円

建築物等の改築 制限行為に係る建築物等の床面積が 100m2 未満のもの 1,100 円

制限行為に係る建築物等の床面積が 100m2 以上 200m2 未満のもの 1,800 円

制限行為に係る建築物等の床面積が 200m2 以上 500m2 未満のもの 2,400 円

制限行為に係る建築物等の床面積が 500m2 以上 1000m2 未満のもの 3,900 円

制限行為に係る建築物等の床面積が 1000m2 以上 2000m2 未満のもの 5,200 円

制限行為に係る建築物等の床面積が 2000m2 以上 10000m2 未満のもの 12,600 円

制限行為に係る建築物等の床面積が 10000m2 以上 50000m2 未満のもの 19,600 円

制限行為に係る建築物等の床面積が 50000m2 以上のもの 35,700 円

制限行為に係る面積が 0.1ha 未満のもの 1,800 円

制限行為に係る面積が 0.1ha 以上 0.3ha 未満のもの 4,200 円

制限行為に係る面積が 0.3ha 以上 0.6ha 未満のもの 9,100 円

制限行為に係る面積が 0.6ha 以上 1.0ha 未満のもの 16,800 円

制限行為に係る面積が 1.0ha 以上 3.0ha 未満のもの 28,000 円

制限行為に係る面積が 3.0ha 以上 6.0ha 未満のもの 37,800 円

制限行為に係る面積が 6.0ha 以上 10.0ha 未満のもの 47,600 円

制限行為に係る面積が 10.0ha 以上のもの 67,200 円

制限行為に係る面積が 0.1ha 未満のもの 900 円

制限行為に係る面積が 0.1ha 以上 0.3ha 未満のもの 2,100 円

制限行為に係る面積が 0.3ha 以上 0.6ha 未満のもの 4,500 円

制限行為に係る面積が 0.6ha 以上 1.0ha 未満のもの 8,400 円

制限行為に係る面積が 1.0ha 以上 3.0ha 未満のもの 14,000 円

制限行為に係る面積が 3.0ha 以上 6.0ha 未満のもの 18,900 円

制限行為に係る面積が 6.0ha 以上 10.0ha 未満のもの 23,800 円

制限行為に係る面積が 10.0ha 以上のもの 33,600 円

宅地造成等、土地の開墾、
土石の採取、鉱物の掘採そ
の他の土地の形質の変更

木竹の伐採、水面の埋立又
は干拓等

事　務　区　分

（１）特別緑地保全
地区内建築物等
行為許可申請手
数料

（２）特別緑地保全
地区内宅地造成
等行為許可申請
手数料

 


