
大阪市消防手数料条例（平成１２年大阪市条例第７２号）の一部を次のように改正する。

第２条中「消防法」を「消防法、火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）、高圧ガス

保安法（昭和２６年法律第２０４号）、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律（昭和４２年法律第１４９号。以下「液石法」という。）」に改める。

第１０条中「ついて」を「関し」に、「市長が」を「市規則で」に改め、同条を第１３

条とし、第９条を第１２条とする。

第８条中「第６条」を「第９条」に改め、同条を第１１条とし、第４条から第７条ま

でを３条ずつ繰り下げ、第３条の次に次の３条を加える。

（火薬類取締法の規定に基づく事務に係る手数料）

第４条 火薬類取締法の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該

各号に定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。

� 火薬類の製造の許可の申請に対する審査 １件につき２２０，０００円

� 火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 次に掲げる販売営業の区分に応

じ、１件につき、それぞれ次に定める額

ア 競技用紙雷管のみの販売営業 ２５，０００円

イ その他の販売営業 １１０，０００円

� 火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 １件につき７３，０００円

� 火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 １件につき８，３００円

� 火薬類の製造施設の完成検査 １件につき４１，０００円

� 火薬庫の完成検査 次に掲げる工事の区分に応じ、１件につき、それぞれ次に

定める額

ア 設置又は移転の工事 ４１，０００円

議 案 第１８５号

大阪市消防手数料条例の一部を改正する条例案

１



イ 構造又は設備の変更の工事 ２３，０００円

� 火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 １件につき１，２００円

� 火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 次に掲げる譲受けの区分に応じ、

１件につき、それぞれ次に定める額

ア 火工品のみの譲受け ２，４００円

イ その他の譲受け 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 申請に係る火薬類（火工品を除く。）の数量が２５キログラム以下の場合

３，５００円


 その他の場合 ６，９００円

� 火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、１件

につき、それぞれ次に定める額

ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が２５キログラム以下の場合 １２，０００円

イ その他の場合 ２５，０００円

� 煙火の消費の許可の申請に関する審査 １件につき７，９００円

 特定施設又は火薬庫に係る保安検査 １件につき４１，０００円

２ 前項各号（第５号、第６号及び第１１号を除く。）に掲げる事務に係る申請をする

者が国である場合にあっては、これらの規定中「許可」とあるのは、「承認」と読

み替えるものとする。

（高圧ガス保安法の規定に基づく事務に係る手数料）

第５条 高圧ガス保安法の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当

該各号に定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。

� 高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 次に掲げる当該申請を行う者の区

分に応じ、１件につき、それぞれ次に定める額

ア 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する者（イに掲げる者を除く。）

次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

２



	 処理容積（圧縮、液化その他の方法で１日に処理することができるガスの

容積をいう。以下この条において同じ。）が１０，０００，０００立方メートル以上の

設備 ５６０，０００円


 処理容積が１，０００，０００立方メートル以上１０，０００，０００立方メートル未満の設

備 ３４０，０００円

� 処理容積が５００，０００立方メートル以上１，０００，０００立方メートル未満の設備

２２０，０００円

� 処理容積が１００，０００立方メートル以上５００，０００立方メートル未満の設備

１４０，０００円

� 処理容積が２５，０００立方メートル以上１００，０００立方メートル未満の設備

１１０，０００円

� 処理容積が５，０００立方メートル以上２５，０００立方メートル未満の設備

８６，０００円

� 処理容積が１，０００立方メートル以上５，０００立方メートル未満の設備 ６８，０００

円

� 処理容積が２００立方メートル以上１，０００立方メートル未満の設備 ５４，０００円

� 処理容積が１００立方メートル以上２００立方メートル未満の設備 ３１，０００円

イ 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する者であって移動式製造設備

（高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものを

いう。以下この条において同じ。）のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 処理容積が１０，０００，０００立方メートル以上の設備 ９１，０００円


 処理容積が５，０００，０００立方メートル以上１０，０００，０００立方メートル未満の設

備 ７５，０００円

� 処理容積が１，０００，０００立方メートル以上５，０００，０００立方メートル未満の設備

３



６０，０００円

� 処理容積が５００，０００立方メートル以上１，０００，０００立方メートル未満の設備

４４，０００円

� 処理容積が１００，０００立方メートル以上５００，０００立方メートル未満の設備

２７，０００円

� 処理容積が２５，０００立方メートル以上１００，０００立方メートル未満の設備

２１，０００円

� 処理容積が５，０００立方メートル以上２５，０００立方メートル未満の設備

１６，０００円

� 処理容積が１，０００立方メートル以上５，０００立方メートル未満の設備 １３，０００

円

� 処理容積が２００立方メートル以上１，０００立方メートル未満の設備 １１，０００円

� 処理容積が１００立方メートル以上２００立方メートル未満の設備 ７，４００円

ウ 高圧ガス保安法第５条第１項第２号に該当する者 次に掲げる設備の区分に

応じ、それぞれ次に定める額

	 冷凍能力が３，０００トン以上の設備 １１０，０００円


 冷凍能力が１，０００トン以上３，０００トン未満の設備 ８７，０００円

� 冷凍能力が３００トン以上１，０００トン未満の設備 ６８，０００円

� 冷凍能力が１００トン以上３００トン未満の設備 ５４，０００円

� 冷凍能力が２０トン以上１００トン未満の設備 ３６，０００円

� 高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造

をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 次

に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、１件につき、それぞれ次に定める額

ア 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者（イに

掲げる者を除く。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

４



	 変更後の処理容積が変更前の処理容積（当該変更が設備の全部又は一部を

撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合に

あっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除し

た容積。以下この号において同じ。）に比して１０，０００，０００立方メートル以上

増加する場合 ３７０，０００円


 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１，０００，０００立方メートル以

上１０，０００，０００立方メートル未満増加する場合 ２２０，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して５００，０００立方メートル以上

１，０００，０００立方メートル未満増加する場合 １５０，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１００，０００立方メートル以上

５００，０００立方メートル未満増加する場合 ９３，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２５，０００立方メートル以上

１００，０００立方メートル未満増加する場合 ６９，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して５，０００立方メートル以上

２５，０００立方メートル未満増加する場合 ６１，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１，０００立方メートル以上

５，０００立方メートル未満増加する場合 ５７，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２００立方メートル以上１，０００

立方メートル未満増加する場合 ３９，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２００立方メートル未満増加

する場合 ２６，０００円

� その他の場合 １６，０００円

イ 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者であっ

て移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

５



	 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１０，０００，０００立方メートル以

上増加する場合 ６５，０００円


 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して５，０００，０００立方メートル以

上１０，０００，０００立方メートル未満増加する場合 ５３，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１，０００，０００立方メートル以

上５，０００，０００立方メートル未満増加する場合 ４４，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して５００，０００立方メートル以上

１，０００，０００立方メートル未満増加する場合 ３１，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１００，０００立方メートル以上

５００，０００立方メートル未満増加する場合 １８，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２５，０００立方メートル以上

１００，０００立方メートル未満増加する場合 １４，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して５，０００立方メートル以上

２５，０００立方メートル未満増加する場合 １２，０００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１，０００立方メートル以上

５，０００立方メートル未満増加する場合 ９，２００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２００立方メートル以上１，０００

立方メートル未満増加する場合 ８，２００円

� 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２００立方メートル未満増加

する場合 ５，１００円

� その他の場合 ３，２００円

ウ 高圧ガス保安法第５条第１項第２号に該当する同項の許可を受けた者 次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力（当該変更が設備の全部又は一部を

撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合に

６



あっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除し

た能力。以下この号において同じ。）に比して３，０００トン以上増加する場合

６９，０００円


 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して１，０００トン以上３，０００トン未

満増加する場合 ６２，０００円

� 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して３００トン以上１，０００トン未満

増加する場合 ５５，０００円

� 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して１００トン以上３００トン未満増

加する場合 ３８，０００円

� 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して１００トン未満増加する場合

３０，０００円

� その他の場合 １６，０００円

� 高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 １件につき２５，０００円

� 第１種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

次に掲げる場合の区分に応じ、１件につき、それぞれ次に定める額

ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 １４，０００円

イ その他の場合 １１，０００円

� 高圧ガス保安法第２０条第１項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完

成検査 第１号アからウまでに掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者並び

に同号ア	から�まで、同号イ	から�まで及び同号ウ	から�までに掲げる設

備の区分に応じ、１件につき、それぞれ同号に定める手数料の額の４分の３に相

当する額（高圧ガス保安法第５条第１項の許可に係る液化石油ガスの製造のため

の施設であって、液石法第３７条の３第１項の完成検査を受け、液石法第３７条の技

術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、６，１００円）

� 高圧ガス保安法第２０条第１項の規定に基づく第１種貯蔵所の完成検査 １件に

７



つき１８，７５０円

� 高圧ガス保安法第２０条第３項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完

成検査 第２号アからウまでに掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造

若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の

変更の許可の申請を行う者並びに同号ア	から�まで、同号イ	から�まで及び

同号ウ	から�までに掲げる場合の区分に応じ、１件につき、それぞれ同号に定

める手数料の額の４分の３に相当する額（高圧ガス保安法第１４条第１項の許可に

係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液石法第３７条の３第１項の完成

検査を受け、液石法第３７条の技術上の基準に適合していると認められたものの完

成検査にあっては、６，１００円）

� 高圧ガス保安法第２０条第３項の規定に基づく第１種貯蔵所の完成検査 第４号

ア及びイに掲げる場合の区分に応じ、１件につき、それぞれ同号に定める手数料

の額の４分の３に相当する額

� 輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 次に掲げる検査の区分に応じ、１件

につき、それぞれ次に定める額

ア 容積１，０００立方メートル以上（液化ガスにあっては、質量１０トン以上）の高

圧ガスに係る検査 ２７，０００円

イ 容積３００立方メートル以上１，０００立方メートル未満（液化ガスにあっては、質

量３トン以上１０トン未満）の高圧ガスに係る検査 ２１，０００円

ウ 容積３００立方メートル未満（液化ガスにあっては、質量３トン未満）の高圧

ガスに係る検査 １３，０００円

� 特定施設の保安検査 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、１件につき、

それぞれ次に定める額

ア 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者（イに

掲げる者を除く。） 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

８



	 処理容積が１０，０００，０００立方メートル以上の設備 ６１０，０００円


 処理容積が１，０００，０００立方メートル以上１０，０００，０００立方メートル未満の設

備 ３７０，０００円

� 処理容積が５００，０００立方メートル以上１，０００，０００立方メートル未満の設備

２５０，０００円

� 処理容積が１００，０００立方メートル以上５００，０００立方メートル未満の設備

１５０，０００円

� 処理容積が２５，０００立方メートル以上１００，０００立方メートル未満の設備

１２０，０００円

� 処理容積が５，０００立方メートル以上２５，０００立方メートル未満の設備

９５，０００円

� 処理容積が１，０００立方メートル以上５，０００立方メートル未満の設備 ７５，０００

円

� 処理容積が２００立方メートル以上１，０００立方メートル未満の設備 ６０，０００円

� 処理容積が１００立方メートル以上２００立方メートル未満の設備 ３３，０００円

イ 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者であっ

て移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 処理容積が１０，０００，０００立方メートル以上の設備 ９５，０００円


 処理容積が５，０００，０００立方メートル以上１０，０００，０００立方メートル未満の設

備 ８０，０００円

� 処理容積が１，０００，０００立方メートル以上５，０００，０００立方メートル未満の設備

６４，０００円

� 処理容積が５００，０００立方メートル以上１，０００，０００立方メートル未満の設備

４７，０００円

９



� 処理容積が１００，０００立方メートル以上５００，０００立方メートル未満の設備

３１，０００円

� 処理容積が２５，０００立方メートル以上１００，０００立方メートル未満の設備

２２，０００円

� 処理容積が５，０００立方メートル以上２５，０００立方メートル未満の設備

２０，０００円

� 処理容積が１，０００立方メートル以上５，０００立方メートル未満の設備 １５，０００

円

� 処理容積が２００立方メートル以上１，０００立方メートル未満の設備 １２，０００円

� 処理容積が１００立方メートル以上２００立方メートル未満の設備 ７，７００円

ウ 高圧ガス保安法第５条第１項第２号に該当する同項の許可を受けた者 次に

掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 冷凍能力が３，０００トン以上の設備 １２０，０００円


 冷凍能力が１，０００トン以上３，０００トン未満の設備 ９５，０００円

� 冷凍能力が３００トン以上１，０００トン未満の設備 ７６，０００円

� 冷凍能力が１００トン以上３００トン未満の設備 ６０，０００円

� 冷凍能力が２０トン以上１００トン未満の設備 ４２，０００円

 容器検査 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 温度零下５０度以下の液化ガスを充�するための容器に係る容器検査 次に掲

げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 内容積５００リットルの容器 １個につき１６，０００円


 内容積５００リットル未満の容器 １個につき６，６００円

イ 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器（ア

に規定する容器を除く。）に係る容器検査 次に掲げる容器の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額
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	 内容積１５０リットル以上５００リットル以下の容器 １個につき３２０円に１０

リットル又は１０リットルに満たない端数を増すごとに５７円を加えた額


 内容積３０リットル以上１５０リットル未満の容器 １個につき３２０円

� 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき２６０円

� 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１８０円

� 内容積１リットル未満の容器 １個につき１５０円

ウ 高強度鋼容器（ア又はイに規定する容器を除く。）に係る容器検査 次に掲

げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 内容積３０リットル以上５００リットル以下の容器 １個につき２２０円に１０リッ

トル又は１０リットルに満たない端数を増すごとに４円を加えた額


 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき２２０円

� 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１６０円

� 内容積１リットル未満の容器 １個につき１４０円

エ その他の容器に係る容器検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に

定める額

	 内容積５００リットルの容器 １個につき７，１００円


 内容積１５０リットル以上５００リットル未満の容器 １個につき８００円

� 内容積３０リットル以上１５０リットル未満の容器 １個につき２１０円

� 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき１７０円

� 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１１０円

� 内容積１リットル未満の容器 １個につき９０円

� 容器再検査 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 温度零下５０度以下の液化ガスを充�するための容器に係る容器再検査 次に

掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 内容積１，０００リットル以上の容器 １個につき１６，０００円に１，０００リットル又
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は１，０００リットルに満たない端数を増すごとに１，６００円を加えた額


 内容積５００リットル以上１，０００リットル未満の容器 １個につき１６，０００円

� 内容積５００リットル未満の容器 １個につき６，６００円

イ 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器（ア

に規定する容器を除く。）に係る容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、

それぞれ次に定める額

	 内容積１５０リットル以上の容器 １個につき３２０円に１０リットル又は１０リッ

トルに満たない端数を増すごとに５７円を加えた額


 内容積３０リットル以上１５０リットル未満の容器 １個につき３２０円

� 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき２６０円

� 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１８０円

� 内容積１リットル未満の容器 １個につき１５０円

ウ 高強度鋼容器（ア又はイに規定する容器を除く。）に係る容器再検査 次に

掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 内容積３０リットル以上の容器 １個につき２２０円に１０リットル又は１０リッ

トルに満たない端数を増すごとに４円を加えた額


 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき２２０円

� 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１６０円

� 内容積１リットル未満の容器 １個につき１４０円

エ その他の容器に係る容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次

に定める額

	 内容積１，０００リットル以上の容器 １個につき７，１００円に１，０００リットル又

は１，０００リットルに満たない端数を増すごとに３８０円を加えた額


 内容積５００リットル以上１，０００リットル未満の容器 １個につき７，１００円

� 内容積１５０リットル以上５００リットル未満の容器 １個につき８００円
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� 内容積３０リットル以上１５０リットル未満の容器 １個につき２１０円

� 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき１７０円

� 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１１０円

� 内容積１リットル未満の容器 １個につき９０円

� 附属品検査 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧

縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査 次に掲げる容

器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 内容積１５０リットル以上５００リットル以下の容器 １個につき３１円


 内容積１５０リットル未満の容器 １個につき２４円

イ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査 次に掲げる容器の区分

に応じ、それぞれ次に定める額

	 内容積５００リットルの容器 １個につき５４０円


 内容積５００リットル未満の容器 １個につき２１円

� 附属品再検査 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧

縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品再検査 次に掲げる

容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	 内容積１５０リットル以上の容器 １個につき３１円


 内容積１５０リットル未満の容器 １個につき２４円

イ その他の容器に装置される附属品に係る附属品再検査 次に掲げる容器の区

分に応じ、それぞれ次に定める額

	 内容積１，０００リットル以上の容器 １個につき１，１００円


 内容積５００リットル以上１，０００リットル未満の容器 １個につき５４０円

� 内容積５００リットル未満の容器 １個につき２１円
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� 容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 １件につき１６，０００円

� 容器に充�する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 １件につき

１，４００円

２ 前項第１号から第４号までに掲げる事務に係る申請をする者が国である場合に

あっては、これらの規定中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

（液石法の規定に基づく事務に係る手数料）

第６条 液石法の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に

定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。

� 液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 １件につき３１，０００円

� 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 １通につき６３０円

� 液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 １回につき４６０円

� 保安機関の認定の申請に対する審査 １件につき３４，０００円と６，９００円に新たに

行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

� 保安機関の認定の更新の申請に対する審査 １件につき１４，０００円と６，９００円に

保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

� 保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

１件につき２０，０００円と６，９００円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

� 保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 次に掲げる場

合の区分に応じ、１件につき、それぞれ次に定める額

ア 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が１，０００戸未

満の場合 ５５，０００円

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が１，０００戸以

上１０，０００戸未満の場合 ８０，０００円

ウ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が１０，０００戸以

上の場合 １１０，０００円
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� 貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 １件につき

２１，０００円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

� 貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設

備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 １件につき１７，０００円に変更に

係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

� 液石法第３６条第１項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 １件

につき３１，０００円に貯蔵施設又は特定供給設備（高圧ガス保安法第２０条第１項又は

第３項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第８条第１号の技術

上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設（以下この条にお

いて「完成検査合格施設」という。）であるものを除く。）の数を乗じて得た数と

５，８００円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た

額との合計額

 液石法第３７条の２第１項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

１件につき２４，０００円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備（完成検査合格施設

であるものを除く。）の数を乗じて得た額と５，８００円に完成検査合格施設である変

更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

� 充�設備による液化石油ガスの充�の許可の申請に対する審査 １件につき

２８，０００円に充�設備の数を乗じて得た額

� 充�設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 １

件につき１９，０００円に変更に係る充�設備の数を乗じて得た額

� 液石法第３７条の４第１項の許可に係る充�設備の完成検査 １件につき３６，０００

円に充�設備の数を乗じて得た額

� 液石法第３７条の４第３項において準用する液石法第３７条の２第１項の許可に係

る充�設備の完成検査 １件につき２７，０００円に変更に係る充�設備の数を乗じて

得た額
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� 充�設備の保安検査 １件につき２７，０００円に検査に係る充�設備の数を乗じて

得た額

附 則

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

平成２５年３月 １ 日提出

大阪市長 橋 下 徹

説 明

火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

に基づく事務に係る手数料を定めるため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出

する次第である。
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（定 義）

第２条 この条例における用語の意義は、消防法、火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）、高圧

ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法

律（昭和４２年法律第１４９号。以下「液石法」という。）、石油コンビナート等災害防止法（昭和

５０年法律第８４号）及びこれらの法律に基づく命令の例による。

（消防法の規定に基づく事務に係る手数料）

第３条 省 略

（火薬類取締法の規定に基づく事務に係る手数料）

第４条 火薬類取締法の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定め

る額の手数料をその申請をする者から徴収する。

� 火薬類の製造の許可の申請に対する審査 １件につき２２０，０００円

� 火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 次に掲げる販売営業の区分に応じ、１件に

つき、それぞれ次に定める額

ア 競技用紙雷管のみの販売営業 ２５，０００円

イ その他の販売営業 １１０，０００円

� 火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 １件につき７３，０００円

� 火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 １件につき８，３００円

� 火薬類の製造施設の完成検査 １件につき４１，０００円

� 火薬庫の完成検査 次に掲げる工事の区分に応じ、１件につき、それぞれ次に定める額

ア 設置又は移転の工事 ４１，０００円

イ 構造又は設備の変更の工事 ２３，０００円

� 火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 １件につき１，２００円

� 火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 次に掲げる譲受けの区分に応じ、１件につき、

それぞれ次に定める額

ア 火工品のみの譲受け ２，４００円

イ その他の譲受け 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 申請に係る火薬類（火工品を除く。）の数量が２５キログラム以下の場合 ３，５００円

	イ その他の場合 ６，９００円

（参 照） 傍線は削除

�
�太字は改正

大阪市消防手数料条例（抄）
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 火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、１件につき、そ

れぞれ次に定める額

ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が２５キログラム以下の場合 １２，０００円

イ その他の場合 ２５，０００円

� 煙火の消費の許可の申請に関する審査 １件につき７，９００円

� 特定施設又は火薬庫に係る保安検査 １件につき４１，０００円

２ 前項各号（第５号、第６号及び第１１号を除く。）に掲げる事務に係る申請をする者が国であ

る場合にあっては、これらの規定中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

（高圧ガス保安法の規定に基づく事務に係る手数料）

第５条 高圧ガス保安法の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定

める額の手数料をその申請をする者から徴収する。

� 高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、

１件につき、それぞれ次に定める額

ア 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する者（イに掲げる者を除く。） 次に掲げる

設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 処理容積（圧縮、液化その他の方法で１日に処理することができるガスの容積をいう。

以下この条において同じ。）が１０，０００，０００立方メートル以上の設備 ５６０，０００円

	イ 処理容積が１，０００，０００立方メートル以上１０，０００，０００立方メートル未満の設備 ３４０，０００

円

	ウ 処理容積が５００，０００立方メートル以上１，０００，０００立方メートル未満の設備 ２２０，０００円

	エ 処理容積が１００，０００立方メートル以上５００，０００立方メートル未満の設備 １４０，０００円

	オ 処理容積が２５，０００立方メートル以上１００，０００立方メートル未満の設備 １１０，０００円

	カ 処理容積が５，０００立方メートル以上２５，０００立方メートル未満の設備 ８６，０００円

	キ 処理容積が１，０００立方メートル以上５，０００立方メートル未満の設備 ６８，０００円

	ク 処理容積が２００立方メートル以上１，０００立方メートル未満の設備 ５４，０００円

	ケ 処理容積が１００立方メートル以上２００立方メートル未満の設備 ３１，０００円

イ 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する者であって移動式製造設備（高圧ガスの

製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この条におい

て同じ。）のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額
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	ア 処理容積が１０，０００，０００立方メートル以上の設備 ９１，０００円

	イ 処理容積が５，０００，０００立方メートル以上１０，０００，０００立方メートル未満の設備 ７５，０００

円

	ウ 処理容積が１，０００，０００立方メートル以上５，０００，０００立方メートル未満の設備 ６０，０００円

	エ 処理容積が５００，０００立方メートル以上１，０００，０００立方メートル未満の設備 ４４，０００円

	オ 処理容積が１００，０００立方メートル以上５００，０００立方メートル未満の設備 ２７，０００円

	カ 処理容積が２５，０００立方メートル以上１００，０００立方メートル未満の設備 ２１，０００円

	キ 処理容積が５，０００立方メートル以上２５，０００立方メートル未満の設備 １６，０００円

	ク 処理容積が１，０００立方メートル以上５，０００立方メートル未満の設備 １３，０００円

	ケ 処理容積が２００立方メートル以上１，０００立方メートル未満の設備 １１，０００円

	コ 処理容積が１００立方メートル以上２００立方メートル未満の設備 ７，４００円

ウ 高圧ガス保安法第５条第１項第２号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額

	ア 冷凍能力が３，０００トン以上の設備 １１０，０００円

	イ 冷凍能力が１，０００トン以上３，０００トン未満の設備 ８７，０００円

	ウ 冷凍能力が３００トン以上１，０００トン未満の設備 ６８，０００円

	エ 冷凍能力が１００トン以上３００トン未満の設備 ５４，０００円

	オ 冷凍能力が２０トン以上１００トン未満の設備 ３６，０００円

� 高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧

ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 次に掲げる当該申請を行

う者の区分に応じ、１件につき、それぞれ次に定める額

ア 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者（イに掲げる者を

除く。） 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積（当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当

該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処

理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この号において同

じ。）に比して１０，０００，０００立方メートル以上増加する場合 ３７０，０００円

	イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１，０００，０００立方メートル以上

１０，０００，０００立方メートル未満増加する場合 ２２０，０００円

	ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して５００，０００立方メートル以上１，０００，０００立
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方メートル未満増加する場合 １５０，０００円

	エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１００，０００立方メートル以上５００，０００立方

メートル未満増加する場合 ９３，０００円

	オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２５，０００立方メートル以上１００，０００立方

メートル未満増加する場合 ６９，０００円

	カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して５，０００立方メートル以上２５，０００立方

メートル未満増加する場合 ６１，０００円

	キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１，０００立方メートル以上５，０００立方メー

トル未満増加する場合 ５７，０００円

	ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２００立方メートル以上１，０００立方メート

ル未満増加する場合 ３９，０００円

	ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２００立方メートル未満増加する場合

２６，０００円

	コ その他の場合 １６，０００円

イ 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製

造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額

	ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１０，０００，０００立方メートル以上増加する

場合 ６５，０００円

	イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して５，０００，０００立方メートル以上

１０，０００，０００立方メートル未満増加する場合 ５３，０００円

	ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１，０００，０００立方メートル以上５，０００，０００

立方メートル未満増加する場合 ４４，０００円

	エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して５００，０００立方メートル以上１，０００，０００立

方メートル未満増加する場合 ３１，０００円

	オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１００，０００立方メートル以上５００，０００立方

メートル未満増加する場合 １８，０００円

	カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２５，０００立方メートル以上１００，０００立方

メートル未満増加する場合 １４，０００円

	キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して５，０００立方メートル以上２５，０００立方

２０



メートル未満増加する場合 １２，０００円

	ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して１，０００立方メートル以上５，０００立方メー

トル未満増加する場合 ９，２００円

	ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２００立方メートル以上１，０００立方メート

ル未満増加する場合 ８，２００円

	コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して２００立方メートル未満増加する場合

５，１００円

	サ その他の場合 ３，２００円

ウ 高圧ガス保安法第５条第１項第２号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力（当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当

該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷

凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この号において同

じ。）に比して３，０００トン以上増加する場合 ６９，０００円

	イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して１，０００トン以上３，０００トン未満増加する

場合 ６２，０００円

	ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して３００トン以上１，０００トン未満増加する場

合 ５５，０００円

	エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して１００トン以上３００トン未満増加する場合

３８，０００円

	オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して１００トン未満増加する場合 ３０，０００円

	カ その他の場合 １６，０００円

� 高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 １件につき２５，０００円

� 第１種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 次に掲げる

場合の区分に応じ、１件につき、それぞれ次に定める額

ア 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 １４，０００円

イ その他の場合 １１，０００円

� 高圧ガス保安法第２０条第１項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 第

１号アからウまでに掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者並びに同号ア	アから	ケまで、

同号イ	アから	コまで及び同号ウ	アから	オまでに掲げる設備の区分に応じ、１件につき、それ

２１



ぞれ同号に定める手数料の額の４分の３に相当する額（高圧ガス保安法第５条第１項の許可

に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液石法第３７条の３第１項の完成検査を受

け、液石法第３７条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、

６，１００円）

� 高圧ガス保安法第２０条第１項の規定に基づく第１種貯蔵所の完成検査 １件につき１８，７５０

円

� 高圧ガス保安法第２０条第３項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 第

２号アからウまでに掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の

工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者並びに

同号ア	アから	コまで、同号イ	アから	サまで及び同号ウ	アから	カまでに掲げる場合の区分に応

じ、１件につき、それぞれ同号に定める手数料の額の４分の３に相当する額（高圧ガス保安

法第１４条第１項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液石法第３７条の３

第１項の完成検査を受け、液石法第３７条の技術上の基準に適合していると認められたものの

完成検査にあっては、６，１００円）

� 高圧ガス保安法第２０条第３項の規定に基づく第１種貯蔵所の完成検査 第４号ア及びイに

掲げる場合の区分に応じ、１件につき、それぞれ同号に定める手数料の額の４分の３に相当

する額

 輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 次に掲げる検査の区分に応じ、１件につき、そ

れぞれ次に定める額

ア 容積１，０００立方メートル以上（液化ガスにあっては、質量１０トン以上）の高圧ガスに係

る検査 ２７，０００円

イ 容積３００立方メートル以上１，０００立方メートル未満（液化ガスにあっては、質量３トン以

上１０トン未満）の高圧ガスに係る検査 ２１，０００円

ウ 容積３００立方メートル未満（液化ガスにあっては、質量３トン未満）の高圧ガスに係る

検査 １３，０００円

� 特定施設の保安検査 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、１件につき、それぞれ

次に定める額

ア 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者（イに掲げる者を

除く。） 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 処理容積が１０，０００，０００立方メートル以上の設備 ６１０，０００円

２２



	イ 処理容積が１，０００，０００立方メートル以上１０，０００，０００立方メートル未満の設備 ３７０，０００

円

	ウ 処理容積が５００，０００立方メートル以上１，０００，０００立方メートル未満の設備 ２５０，０００円

	エ 処理容積が１００，０００立方メートル以上５００，０００立方メートル未満の設備 １５０，０００円

	オ 処理容積が２５，０００立方メートル以上１００，０００立方メートル未満の設備 １２０，０００円

	カ 処理容積が５，０００立方メートル以上２５，０００立方メートル未満の設備 ９５，０００円

	キ 処理容積が１，０００立方メートル以上５，０００立方メートル未満の設備 ７５，０００円

	ク 処理容積が２００立方メートル以上１，０００立方メートル未満の設備 ６０，０００円

	ケ 処理容積が１００立方メートル以上２００立方メートル未満の設備 ３３，０００円

イ 高圧ガス保安法第５条第１項第１号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製

造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額

	ア 処理容積が１０，０００，０００立方メートル以上の設備 ９５，０００円

	イ 処理容積が５，０００，０００立方メートル以上１０，０００，０００立方メートル未満の設備 ８０，０００

円

	ウ 処理容積が１，０００，０００立方メートル以上５，０００，０００立方メートル未満の設備 ６４，０００円

	エ 処理容積が５００，０００立方メートル以上１，０００，０００立方メートル未満の設備 ４７，０００円

	オ 処理容積が１００，０００立方メートル以上５００，０００立方メートル未満の設備 ３１，０００円

	カ 処理容積が２５，０００立方メートル以上１００，０００立方メートル未満の設備 ２２，０００円

	キ 処理容積が５，０００立方メートル以上２５，０００立方メートル未満の設備 ２０，０００円

	ク 処理容積が１，０００立方メートル以上５，０００立方メートル未満の設備 １５，０００円

	ケ 処理容積が２００立方メートル以上１，０００立方メートル未満の設備 １２，０００円

	コ 処理容積が１００立方メートル以上２００立方メートル未満の設備 ７，７００円

ウ 高圧ガス保安法第５条第１項第２号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 冷凍能力が３，０００トン以上の設備 １２０，０００円

	イ 冷凍能力が１，０００トン以上３，０００トン未満の設備 ９５，０００円

	ウ 冷凍能力が３００トン以上１，０００トン未満の設備 ７６，０００円

	エ 冷凍能力が１００トン以上３００トン未満の設備 ６０，０００円

	オ 冷凍能力が２０トン以上１００トン未満の設備 ４２，０００円
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� 容器検査 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 温度零下５０度以下の液化ガスを充�するための容器に係る容器検査 次に掲げる容器の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 内容積５００リットルの容器 １個につき１６，０００円

	イ 内容積５００リットル未満の容器 １個につき６，６００円

イ 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器（アに規定する

容器を除く。）に係る容器検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 内容積１５０リットル以上５００リットル以下の容器 １個につき３２０円に１０リットル又は

１０リットルに満たない端数を増すごとに５７円を加えた額

	イ 内容積３０リットル以上１５０リットル未満の容器 １個につき３２０円

	ウ 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき２６０円

	エ 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１８０円

	オ 内容積１リットル未満の容器 １個につき１５０円

ウ 高強度鋼容器（ア又はイに規定する容器を除く。）に係る容器検査 次に掲げる容器の

区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 内容積３０リットル以上５００リットル以下の容器 １個につき２２０円に１０リットル又は１０

リットルに満たない端数を増すごとに４円を加えた額

	イ 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき２２０円

	ウ 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１６０円

	エ 内容積１リットル未満の容器 １個につき１４０円

エ その他の容器に係る容器検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 内容積５００リットルの容器 １個につき７，１００円

	イ 内容積１５０リットル以上５００リットル未満の容器 １個につき８００円

	ウ 内容積３０リットル以上１５０リットル未満の容器 １個につき２１０円

	エ 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき１７０円

	オ 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１１０円

	カ 内容積１リットル未満の容器 １個につき９０円

� 容器再検査 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 温度零下５０度以下の液化ガスを充�するための容器に係る容器再検査 次に掲げる容器

の区分に応じ、それぞれ次に定める額
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	ア 内容積１，０００リットル以上の容器 １個につき１６，０００円に１，０００リットル又は１，０００

リットルに満たない端数を増すごとに１，６００円を加えた額

	イ 内容積５００リットル以上１，０００リットル未満の容器 １個につき１６，０００円

	ウ 内容積５００リットル未満の容器 １個につき６，６００円

イ 繊維強化プラスチック複合容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器（アに規定する

容器を除く。）に係る容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 内容積１５０リットル以上の容器 １個につき３２０円に１０リットル又は１０リットルに満た

ない端数を増すごとに５７円を加えた額

	イ 内容積３０リットル以上１５０リットル未満の容器 １個につき３２０円

	ウ 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき２６０円

	エ 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１８０円

	オ 内容積１リットル未満の容器 １個につき１５０円

ウ 高強度鋼容器（ア又はイに規定する容器を除く。）に係る容器再検査 次に掲げる容器

の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 内容積３０リットル以上の容器 １個につき２２０円に１０リットル又は１０リットルに満た

ない端数を増すごとに４円を加えた額

	イ 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき２２０円

	ウ 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１６０円

	エ 内容積１リットル未満の容器 １個につき１４０円

エ その他の容器に係る容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

	ア 内容積１，０００リットル以上の容器 １個につき７，１００円に１，０００リットル又は１，０００リッ

トルに満たない端数を増すごとに３８０円を加えた額

	イ 内容積５００リットル以上１，０００リットル未満の容器 １個につき７，１００円

	ウ 内容積１５０リットル以上５００リットル未満の容器 １個につき８００円

	エ 内容積３０リットル以上１５０リットル未満の容器 １個につき２１０円

	オ 内容積５リットル以上３０リットル未満の容器 １個につき１７０円

	カ 内容積１リットル以上５リットル未満の容器 １個につき１１０円

	キ 内容積１リットル未満の容器 １個につき９０円

� 附属品検査 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送
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自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額

	ア 内容積１５０リットル以上５００リットル以下の容器 １個につき３１円

	イ 内容積１５０リットル未満の容器 １個につき２４円

イ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査 次に掲げる容器の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額

	ア 内容積５００リットルの容器 １個につき５４０円

	イ 内容積５００リットル未満の容器 １個につき２１円

� 附属品再検査 次に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送

自動車用容器に装置される附属品に係る附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、そ

れぞれ次に定める額

	ア 内容積１５０リットル以上の容器 １個につき３１円

	イ 内容積１５０リットル未満の容器 １個につき２４円

イ その他の容器に装置される附属品に係る附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、

それぞれ次に定める額

	ア 内容積１，０００リットル以上の容器 １個につき１，１００円

	イ 内容積５００リットル以上１，０００リットル未満の容器 １個につき５４０円

	ウ 内容積５００リットル未満の容器 １個につき２１円

� 容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 １件につき１６，０００円

� 容器に充�する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 １件につき１，４００円

２ 前項第１号から第４号までに掲げる事務に係る申請をする者が国である場合にあっては、こ

れらの規定中「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

（液石法の規定に基づく事務に係る手数料）

第６条 液石法の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の

手数料をその申請をする者から徴収する。

� 液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 １件につき３１，０００円

� 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 １通につき６３０円

� 液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 １回につき４６０円

� 保安機関の認定の申請に対する審査 １件につき３４，０００円と６，９００円に新たに行う保安業
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務区分の数を乗じて得た額との合計額

� 保安機関の認定の更新の申請に対する審査 １件につき１４，０００円と６，９００円に保安業務区

分の数を乗じて得た額との合計額

� 保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 １件につ

き２０，０００円と６，９００円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

� 保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に

応じ、１件につき、それぞれ次に定める額

ア 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が１，０００戸未満の場合

５５，０００円

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が１，０００戸以上１０，０００戸

未満の場合 ８０，０００円

ウ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が１０，０００戸以上の場合

１１０，０００円

� 貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 １件につき２１，０００円に貯蔵

施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額

 貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは

装置の変更の許可の申請に対する審査 １件につき１７，０００円に変更に係る貯蔵施設又は特定

供給設備の数を乗じて得た額

� 液石法第３６条第１項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 １件につき

３１，０００円に貯蔵施設又は特定供給設備（高圧ガス保安法第２０条第１項又は第３項の規定に基

づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第８条第１号の技術上の基準に適合していると認

められた液化石油ガスに係る施設（以下この条において「完成検査合格施設」という。）で

あるものを除く。）の数を乗じて得た数と５，８００円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特

定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

� 液石法第３７条の２第１項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 １件につき

２４，０００円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備（完成検査合格施設であるものを除く。）

の数を乗じて得た額と５，８００円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給

設備の数を乗じて得た額との合計額

� 充�設備による液化石油ガスの充�の許可の申請に対する審査 １件につき２８，０００円に充

�設備の数を乗じて得た額
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� 充�設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 １件につき

１９，０００円に変更に係る充�設備の数を乗じて得た額

� 液石法第３７条の４第１項の許可に係る充�設備の完成検査 １件につき３６，０００円に充�設

備の数を乗じて得た額

� 液石法第３７条の４第３項において準用する液石法第３７条の２第１項の許可に係る充�設備

の完成検査 １件につき２７，０００円に変更に係る充�設備の数を乗じて得た額

� 充�設備の保安検査 １件につき２７，０００円に検査に係る充�設備の数を乗じて得た額

第４条
第７条

－第７条
第１０条

省 略

（減 免）

第８条
第１１条

市長は、特別の事由があると認めるときは、第３条から第６条
第９条

までの規定による手数料

を減額し、又は免除することができる。

（還 付）

第９条
第１２条

省 略

（施行の細目）

第１０条
第１３条

この条例の施行について
関し

必要な事項は、市長が
市規則で

定める。

２８


	40522-01
	40522-02


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


