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1 令和２年２月 補正予算案農林水産局集計表

（単位：千円）

地方債 その他

　　　【注】集落排水事業特別会計及び中央卸売市場特別会計の一般財源は、一般会計からの繰入金。

局       計 16,173,88711,064,470 907,883 1,641,000 4,071,558 1,716,214 7,837,232

7,112,139 389,846

○予算議案

補　正　前　の　額　(Ａ)

一般財源
（又は繰入金）

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国県支出金

区       分

当該事業財源
特　　定　　財　　源

389,000

107,000

2,526,223

3,334 39,660107,380 369,077    

2,358,738 1,542,001

410,657 5,109,417 

歳　　出

一般会計 -

中央卸売
市       場
特別会計

歳　　入

3,325,880

7,112,139

集落排水
事 　　  業
特別会計

626,451 626,451

8,435,297

1,145,000 1,676,554
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（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

2,380,138  

7,880,032  

8,456,697       一般会計 3,325,880       

局       計

7,658,443       

11,610,774     

1,655,554  

1,695,214  4,407,862   

107,000     

1,202,000  

-              

39,660      

2,526,223   

3,334        

7,658,443       

中央卸売
市       場
特別会計

546,304         

局       計 546,304         

546,304         

1,060,483  1,698,000  

42,800      

57,000      

57,000      

152,600     

152,600     

336,304     

542,446     

389,000     

△21,000   21,400      

336,304     △21,000   

5,130,817  

369,077     

一般財源
（又は繰入金）

626,451         

補　正　後　（Ａ＋Ｂ）

歳　　出

財　　　　源　　　　内　　　　訳

当該事業財源

1,878,305   

特　　定　　財　　源
区       分

567,704         

626,451         

歳　　入

集落排水
事 　　  業
特別会計

中央卸売
市       場
特別会計

410,657     

107,380     

16,741,591     

区       分

補　正　額　(Ｂ)

歳　　入 歳　　出

財　　　　源　　　　内　　　　訳

特　　定　　財　　源
当該事業財源 一般財源

（又は繰入金）

21,400           一般会計 -                  

集落排水
事 　　  業
特別会計

-              21,400      

-                  

-              -             

-             

-             

-             -                  -              -              -             
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（１）歳出予算の補正

（　歳　出　）

６ 農林水産業費

４ 市場費 １

・

8,456,69721,4008,435,297

その他の科目　（本補正外） 6,076,559

合　　　計

6,076,559 -                    

千円千円

2,358,738      

  ２  議 案 第　１　号　  令 和 元 年 度 福 岡 市 一 般 会 計

説明書
ページ

補　正　額

中 央 卸 売 2,380,138        21,400            
市 場 費

計

千円

22

款・項

23

目 補正前の額
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○ 中央卸売市場特別会計への繰出金の追加 千円

（関連　７・８　ページ）

＜農林水産局所管分＞

補 正 予 算 案 （ 第 ４ 号 ）

説　　　　　　　明

21,400            
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～

農業用施設維持補修事業

２ 農地費 １ 農地整備費 農 業 施 設 整 備 費

109

基 盤 整 備 費

林道整備事業

３

106

６ 農林水産業費 １ 農林業費

 （２）繰越明許費の補正

説明書
ページ

款 項 目 事 業 名

農林業振興費 森 林 保 全 費

林道保全事業

法定外公共物整備事業

合 計

防災・浸水対策事業

農業用施設整備事業
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・水路等　５件

33,015       -             1,000        ・井堰　 　１件

・ため池　８件
・井堰　 　５件

578,465     -             199,645    関係者との協議に日時を要し，年度内に完了しないため。

脇山地区水路整備工事

関係者との協議に日時を要し，年度内に完了しないため。15,600      -             62,399       

林道狸穴線外３線の改良等工事12,100      -             54,899       

 

関係予算額
繰越額

工期の都合により，年度内に完了しないため。

繰 越 事 由
補 正 前 補 正 後

千円 千円 千円

5,172        124,385     -             

5,500         

14,000       -             5,172        

-             

林道平床線の防災工事

765,249     -             220,417    

3,500        

308,922     -             160,158    

62,518       -             38,487      

6



（１）歳入歳出予算の補正

（　歳　入　）

１ 事業収入

１ 事業収入 １

・

３

１ １

４

１ １

５ 財産収入

２ 財産売払収入 ２

６ 繰入金

１ １

９

１ １ 1,145,000

合　　　計 7,112,139 546,304 7,658,443

その他の科目　（本補正外） 1,411,176 -                    1,411,176

市債

市債 企 業 債 1,202,000

土地売払収入 148,000 336,304 484,304

一般会計繰入金 一般会計繰入金 2,358,738 21,400 2,380,138

県補助金 漁 港 整 備 費 32,189 12,600             
補 助 金

66

67
国庫補助金 漁 港 整 備 費 357,657 140,000           497,657

国庫支出金

補 助 金

県支出金

 ３ 議案第 ５ 号　  令和元年度福岡市中央卸売市場

説明書
ページ

款・項 目 補正前の額 補　正　額 計

中央卸売市場
事　業　収　入

1,659,379 ▲ 21,000 1,638,379

千円 千円 千円

44,789

57,000             
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〇 青果市場卸売業者市場使用料 千円
使用料の減少に伴う事業収入の減額

○ 水産基盤整備事業補助金 千円

水産基盤整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の追加

補助率 ２/３

○ 水産基盤整備事業補助金 千円

福岡県漁港関係事業費補助金交付要綱に基づく補助金の追加

補助率 ６/１００

〇 土地売払収入 千円

西部市場跡地（公園用地）及び青果市場跡地（道路用地等）の土地売払収入の追加

○ 一般会計からの繰入金の追加 千円

○ 市場建設債 千円

市場施設整備事業に充当する起債の追加

336,304

140,000           

特別会計補正予算案（第３号）

説　　　　　　　明

▲ 21,000

12,600             

57,000             

21,400

484,304

計

148,000

青果市場跡地

補正前の額 30,000 118,000

補正後の額 342,427 141,877

補正額 312,427 23,877 336,304

西部市場跡地
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（　歳　出　）

１ 総務費

１ 総務管理費 ４

・

２

１ １

546,304           7,658,443        

-                    5,493,113        

7,112,139        

5,493,113        

補　正　額

1,629,251      

536,079199,775 336,304

計

210,000        

千円 千円

説明書
ページ

款・項 目 補正前の額

建設費 市 場 建 設 費 1,419,251      

合　　　計

69

その他の科目　（本補正外）

市 債 管 理

基 金

積 立 金

千円

68

建設費
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ＮＥＴ　196千円

〇 市債管理基金積立金の追加

西部市場跡地（公園用地）及び青果市場跡地（道路用地等）の売払収入の追加 千円

に伴う市債管理基金積立金の追加

関連歳入 千円

（5）　財産収入
土地売払収入

○ 市場建設事業費の追加 千円

【国の内示】

鮮魚市場高度衛生管理整備事業
国の追加内示に伴う事業費の追加

関連歳入 千円
（3）　国庫支出金

水産基盤整備事業補助金

（4）　県支出金
水産基盤整備事業補助金

（9）　市債

市場建設債

 

一般財源 千円

57,000                

400        

210,000              

補 正 前 の 額 補正額 補正後の額

説　　　　　　　明

336,304              

336,304

補 正 前 の 額 補正額 補正後の額

199,775 336,304 536,079

537,458 210,000 747,458

57,000                

336,304
336,304

12,600                

209,600              
140,000              
140,000              

12,600                

10



・

２ 建設費 １ 建設費

117

説明書
ページ

款 項 目 事 業 名

市場建設費１

鮮魚市場高度衛生管理整備事業

 （２）繰越明許費の補正

116

鮮 魚 市 場

合 計

11



1,053,391   -           649,680    

繰 越 事 由
補 正 前

高度衛生管理基本計画に基づく荷さばき所整備649,680      -             747,458     

国庫補助の内示及び工期の都合により，年度内に完了しないため。1,053,391   

補 正 後

千円 千円 千円

関係予算額
繰越額

-             649,680      
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○条例議案 

議案第 15 号 

福岡市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例案 
 

１ 改正理由 

 (1) 改正卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号。以下「改正法」という。）が令和２年６月 21日に施行
することに伴い，本市が福岡市中央卸売市場（以下「市場」という。）の開設者として農林水産大臣
から認定を受け，市場の適正かつ健全な運営を確保することにより生鮮食料品等の取引の適正化と
その生産及び流通の円滑化を図り，もって市民等の生活の安定に資するため，福岡市中央卸売市場業
務条例の一部を改正するもの。 

 
 (2) 鮮魚市場の「長浜卸売場棟の建替え」「東卸売場棟の閉鎖型卸売場への増築・改修」及び「仲卸売

場棟の空調設備等の整備」を行い，令和２年４月から供用を開始することに伴い，長浜・東卸売場棟
の「卸売業者売場使用料」及び仲卸売場棟の「仲卸業者売場使用料」「関連事業所使用料」を改定す
るもの。 

 
２ 改正内容 

 (1) 概要 

    別紙１のとおり（14～17 ページ） 
 
 (2) 改正条例案 

    別紙 2のとおり（18～42 ページ） 
 
３ 施行期日 

  令和２年６月 21日  
ただし，改正前の条例の別表第６は規則で定める日 （令和２年４月１日に施行予定） 

 

４ 新旧対照表 

    別紙３のとおり（43～100ページ） 
 
５ 参考 

(1) 「福岡市中央卸売市場の業務規程改正（案）の骨子」に対する意見募集の結果について 

    別紙 4のとおり（101ページ） 
 
 (2) 鮮魚市場施設使用料（別表第６）改定箇所 

    別紙５のとおり（102ページ） 
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２ 改正内容 

(1) 概要

第 1章 総則 

１ 目的（第１条） 

・ 福岡市中央卸売市場（以下「市場」という。）の開設者の認定を国から受けるた
めに必要な事項等を規定し，市場の適正かつ健全な運営を確保することで，市場
取引の適正化，生産・流通の円滑化を図り，もって市民生活の安定に資すること
を目的として規定

２ 市の責務（第３条） 

・ 市は，開設者として市場の集荷及び分荷，価格形成，代金決済等の調整機能（市
場機能）が発揮され，市民に生鮮食料品等を安定供給できるよう，公正かつ安定
的に市場の運営に努めること等を規定

３ 卸売業者及び仲卸業者の責務（第４条） 

・ 卸売業者と仲卸業者は，本市の市場機能が発揮されるよう，卸売業者は市場に
おいて円滑かつ安定的に卸売を行い，仲卸業者は生鮮食料品を円滑かつ安定的に
買い受けるよう努めなければならないことを規定

４ 販売時間・せり時間の設定（第８条） 

・ 卸売業者が「販売時間」と「せり時間」を定めることを規定
・ 卸売業者が「せり時間」以外に臨時のせりを行う場合は，取引参加者に対し，
事前に十分周知しなければならないこと等を規定

第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者 

１ 卸売業者の認定（第９～20条） 

・ 市長は，卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験を有しているこ
と，第 4 条の卸売業者の責務を果たすと見込まれること，一定の水準以上の純資
産を有していること等の要件を満たす法人を本市の卸売業者として認定すること
等を規定

２ せり人の届出（第 21～23条） 

・ 卸売業者がせり人を選んで市長に届け出ること，また，卸売業者が自らせり人
の指導監督，教育に努めることを規定

別紙１ 
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第２節 仲卸業者 

１ 仲卸業者の認定（第 24～31条） 

・ 市長は，仲卸の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験を有しているこ
と，第 4 条の仲卸業者の責務を果たすと見込まれること等の要件を満たす法人を，
本市の仲卸業者として認定することを規定

第３節 売買参加者 

１ 売買参加者の承認（第 32～35 条） 

・ 売買参加者（市場において卸売業者から卸売を受けようとする者（仲卸業者を
除く））になるには，市長の承認が必要であること等を規定

第３章 売買取引及び決済の方法 

１ 売買取引の原則（第 36条）  

・ 取引参加者は公正かつ効率的に売買取引しなければならないことを規定

  ２ 卸売業者による差別的取扱いの禁止（第 38条） 

・ 卸売業者は，出荷者・仲卸業者・売買参加者その他の買受人を不当に差別的に取
り扱ってはならないこと，また，省令に定める正当な理由がある場合を除き，出
荷者の販売委託を拒否してはならないことを規定

３ 卸売業者の市場外の者に対する卸売に係る報告（第３者販売の報告）（第 39条） 

・ 卸売業者が，仲卸業者・売買参加者以外の者に卸売したときは，市長に報告しな
ければならないことを規定

４ 市場外にある物品の卸売の報告（商物分離取引の報告）（第 41条） 

・ 卸売業者が，市場外にある物品を卸売した場合は，市長に報告しなければなら
ないことを規定

５ 仲卸業者の市場外からの買入れに係る報告（直荷引きの報告）（第 45条） 

・ 仲卸業者が，卸売業者以外から買い入れた物品を市場内で販売したときは，市
長に報告しなければならないことを規定

６ 売買取引条件等の公表等（第 46条） 

・ 卸売業者は，売買取引条件等（委託手数料の率，販売代金の支払期日及び支払方
法，奨励金の交付基準等）を市長に届け出るとともに，公表しなければならない
ことを規定

・ 市長は，売買取引条件等が出荷者等を不当に差別的に取り扱うものであるとき
は，卸売業者に対し変更を命じることができることを規定
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７ 卸売予定数量等の報告・公表（第 49～51条） 

・ 卸売業者は毎開場日，卸売が開始する前までにその日の卸売予定数量等を市長
に報告するとともに公表し，また，卸売終了後，速やかに卸売結果を報告・公表し
なければならないこと等を規定

・ 市長は卸売業者から卸売の予定と結果の報告を受けたときは，毎開場日，その
日の卸売予定数量等を公表し，また，前開場日の卸売結果を公表しなければなら
ないことを規定

８ 仕切り及び送金（第 52条），買受代金の即時支払義務（第 55条） 

・ 卸売業者は原則，卸売の翌日までに委託者に売買仕切金を支払うこと，また，
出荷者から物品を買い受けた場合は，原則，物品の引き渡しの翌日までに代金を支
払うこと等を規定

・ 仲卸業者等は原則，物品の引き渡しを受けた日の翌日までに卸売業者に代金を
支払うこと等を規定

第４章 市場の業務に関する物品の品質管理（第 57条）

・ 卸売業者及び仲卸業者は，食品衛生法等に即して，物品の品質管理の徹底に努
めなければならないこと等を規定

第５章 市場施設等の使用（第 58～71 条） 

・ 市長は卸売業者，仲卸業者，関連事業者等に対し，市場施設の使用を許可できる
こと等を規定

第６章 監督（第 72～75条） 

・ 市長は取引参加者等に対し，市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため，
報告及び検査，指導及び助言，改善措置命令，及び監督処分を行うこと等を規定

第７章 市場開設運営協議会及び中央卸売市場市場取引委員会 

１ 市場開設運営協議会（第 76～84条） 

・ 市場の業務運営に関し必要な事項を調査審議するために市場開設運営協議会を
設置すること等を規定

２ 中央卸売市場市場取引委員会（第 85～90条） 

・ 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議するために市場取引委員会
を設置すること等を規定
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第８章 雑則（第 91～97条） 

１ 卸売業務の代行（第 91条） 

・ 市長は，卸売業者に卸売を行わせることができない場合，他の卸売業者に卸売
を行われること等を規定

２ 災害時の生鮮食料品等の確保（第 92条） 

・ 市長は，災害発生時に卸売業者等に対し，生鮮食料品の確保のために必要な指示
ができることを規定

別表 

・ 改正前の条例の別表第６（鮮魚市場施設使用料）の長浜・東卸売場棟の卸売業者
売場使用料及び仲卸売場棟の仲卸業者売場使用料等を改定

種別 単位 金額 ※ 参考
（改定前）

卸売業者 
売場使用料 

長浜卸売場棟及び 
東卸売場棟の 
卸売業者売場 

1 月 1平方 
メートルにつき

260 円 170 円 

仲卸売場棟 
使用料 

仲卸業者 
売場使用料 

1 月 1平方 
メートルにつき

1,410円 1,250円 

関連事業所使用料 1 月 1平方 
メートルにつき

1,560円 1,400円 

附則 

１ 施行期日 

・ 令和 2 年 6月 21 日
（ただし，別表第６は規則に定める日（令和２年４月１日施行予定））

２ 経過措置 

・ 改正前の条例の規定による許可，承認，指定等は，改正後のこれに相当する認
定，許可，承認等と見なすことを規定
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福岡市中央卸売市場業務条例改正案 

目次 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者（第９条―第 23条） 

第２節 仲卸業者（第 24条―第 31条） 

第３節 売買参加者（第 32 条―第 35条） 

第３章 売買取引及び決済の方法（第 36条―第 56条） 

第４章 市場の業務に関する物品の品質管理（第 57条） 

第５章 市場施設等の使用（第 58条―第 71条） 

第６章 監督（第 72条―第 75 条） 

第７章 市場開設運営協議会及び中央卸売市場市場取引委員会（第 76条―第 90条） 

第８章 雑則（第 91条―第 97 条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，福岡市中央卸売市場（以下「市場」という。）が生鮮食料品等の安定供給に重要
な役割を果たしていることに鑑み，市場に係る卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号。以下「法」と
いう。）第４条第４項に規定する事項，施設の管理その他必要な事項について定め，その適正かつ健
全な運営を確保することにより生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り，
もつて市民等の生活の安定に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 卸売業者 法第２条第４項に規定する卸売業者であつて，第９条第１項の認定を受けたものを
いう。

(2) 仲卸業者 法第２条第５項に規定する仲卸業者であつて，第 24 条第１項の認定を受けたもの
をいう。

(3) 売買参加者 第 32 条第１項の承認を受け，その承認に係る市場において卸売業者から卸売を
受ける者をいう。

(4) 関連事業者 第 58 条第２項の規定により市場施設（市場内の用地及び建物その他の施設をい
う。以下同じ。）の使用の許可を受け，同項各号に掲げる業務を営む者をいう。

(5) 取引参加者 卸売業者，仲卸業者，売買参加者その他の市場において売買取引を行う者をいう。 
（市の責務） 

第３条 市は，開設者として市場の集荷及び分荷，価格形成，代金決済等の調整機能（以下「市場機能」
という。）を発揮させ，市民に生鮮食料品等を安定供給できるよう，公正かつ安定的な市場の業務の
運営に努めるものとする。 

別紙２ 
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２ 市は，市場の業務の運営に関し，取引参加者に対して，不当に差別的な取扱いをしてはならない。 
（卸売業者及び仲卸業者の責務） 

第４条 卸売業者は，市場機能が発揮されるよう，生鮮食料品等を安定的に集荷し，市場において円滑
かつ安定的に卸売をするよう努めなければならない。 

２ 仲卸業者は，市場機能が発揮されるよう，卸売業者から生鮮食料品等を円滑かつ安定的に買い受
けるよう努めなければならない。 

（市場の名称及び位置） 

第５条 市場の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名称 位置 

福岡市中央卸売市場青果市場 福岡市東区みなと香椎三丁目 

福岡市中央卸売市場鮮魚市場 福岡市中央区長浜三丁目 

福岡市中央卸売市場食肉市場 福岡市東区東浜二丁目 

（取扱品目） 

第６条 取扱品目は，市場及び取扱品目の部類ごとに次に掲げる物品とする。 
福岡市中央卸売市場青果市場（以下「青果市場」という。） 
青果部 野菜，果実及びこれらの加工品並びに鳥卵 

福岡市中央卸売市場鮮魚市場（以下「鮮魚市場」という。） 
水産物部 生鮮水産物及びその加工品 

福岡市中央卸売市場食肉市場（以下「食肉市場」という。） 
食肉部 肉類及びその加工品 

２ 取扱品目の部類に疑いがあるときは，市長がこれを決定する。 
（開場の期日） 

第７条 市場は，規則で定める休日（以下「休日」という。）を除き，毎日開場するものとする。  
２ 市長は，前項の規定にかかわらず，出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認
めるときは休日に開場し，又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは休日以外の日に開場
しないことができる。 

３ 市長は，前項の規定により休日に開場し，又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場
合には，取扱品目に係る生産出荷の事情，小売商の貯蔵販売能力，消費者の食習慣，購買慣習等を十
分考慮してするものとする。 

（開場の時間） 

第８条 開場の時間は，規則で定める。 
２ 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻（以下「販売時間」という。）並びに
せり開始時刻及びせり終了時刻（以下「せり時間」という。）は，前項の開場の時間の範囲内で当該
卸売業者が定める。 

３ せり時間以外にせり売により卸売をしようとする卸売業者は，その卸売に係るせり開始時刻をあ
らかじめ卸売場の見やすい場所に掲示する等の方法により，取引参加者に十分に周知しなければな
らない。 

４ 市長は，市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは，販売時間
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及びせり時間を臨時に変更するよう命じることができる。 
第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者 

（卸売業者の認定） 

第９条 市場において卸売の業務を行おうとする者は，市長の認定を受けなければならない。 
２ 前項の認定は，市場及び取扱品目の部類ごとに行う。 
３ 第１項の認定を受けようとする者は，規則で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した認
定申請書を市長に提出しなければならない。 
(1) 名称及び住所
(2) 代表者及び役員の氏名
(3) 第１項の認定を受けて卸売の業務を行おうとする市場及び取扱品目

４ 市長は，第１項の認定の申請が次の各号のいずれにも該当するときは，同項の認定をすることが
できる。 
(1) 申請者が法人であるとき。
(2) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験を有しているとき。
(3) 申請者が生鮮食料品等を安定的に集荷し，市場において円滑かつ安定的に卸売をすると見込ま
れるとき。

(4) 申請者の純資産額が次条第１項に定める純資産基準額を上回つているとき。
(5) 申請者が卸売市場に関する法令，この条例及びこの条例に基づく規則の規定その他市長が定め
る事項を遵守すると認められるとき。

５ 市長は，前項の規定にかかわらず，第１項の認定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは，
同項の認定をしてはならない。 
(1) 申請者が法の規定により罰金の刑に処せられた者で，その刑の執行を終わり，又はその刑の執
行を受けることがなくなつた日から起算して３年を経過しないものであるとき。

(2) 申請者が第 15 条又は第 75 条第１項の規定による認定の取消しを受け，その取消しの日から起
算して３年を経過しない者であるとき。

(3) 申請者の役員が次のいずれかに該当する者であるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で，その刑の執行
を終わり，又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して３年を経過しないもの

ウ 第 15 条又は第 75 条第１項の規定による認定の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因
となつた事項が発生した当時その法人の役員として在任していた者（当該事項の発生を防止す
るため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。）で，その処分の日から起算して３
年を経過しないもの

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団対策
法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日か
ら５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

(4) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ，又はその業務の補助者として使用しているとき。 
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 (5) 申請者がその業務活動について暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」
という。）及び暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。 

(6) 申請者が市税に係る徴収金を滞納しているとき。 
６ 第１項の認定の有効期間は，規則で定める。 
（純資産額） 

第 10 条 卸売業者に係る純資産基準額は，取扱品目の部類ごとに規則で定める。 
２ 市長は，卸売業者の純資産額が，その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類について前項の規定
により定められた純資産基準額（その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が２以上ある場合にあ
つては，その各取扱品目の部類について定められた純資産基準額を合算した額）を下つていること
が明らかとなつたときは，当該卸売業者に対し，市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を
命じることができる。 

３ 市長は，前項の規定による処分の日から起算して６月以内に，当該処分を受けた者から，規則で定
めるところにより，その純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となつた旨の申出があつ
た場合において，その申出を相当と認めるときは，遅滞なくその処分を取り消さなければならない。 

４ 市長は，第２項の規定による処分をした場合において，その処分を受けた者から前項の期間内に
同項の申出がないとき，又は当該期間内に当該申出があつても市長がこれを相当と認めることがで
きないとき（当該期間内に２以上の申出があつたときは，その申出の全てについて市長が相当と認
めることができないとき）は，当該期間経過後遅滞なくその者に係る第９条第１項の認定を取り消
さなければならない。 

５ 卸売業者は，規則で定めるところにより，毎年２回，市長に対し，その純資産額を報告しなければ
ならない。 

６ 卸売業者は，規則で定めるところにより，市長が定める期間ごとに，市長に対し，財産の状況を記
載した書類を提出しなければならない。 

（保証金の預託） 

第 11 条 卸売業者は，規則で定めるところにより，保証金を市長に預託しなければならない。 
２ 卸売業者は，保証金を預託した後でなければ卸売の業務を開始してはならない。 
（保証金の追加預託） 

第 12 条 保証金について差押，仮差押又は仮処分の命令の送達があつたとき，国税滞納処分又はその
例による差押があつたとき，預託すべき保証金の額が増額されたとき，その他保証金に不足を生じ
たときは，卸売業者は，市長の指定する期間内に，処分された金額又は不足金額に相当する金額を追
加して預託しなければならない。 

（保証金の充当） 

第 13 条 市長は，卸売業者が使用料，保管料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠つた
ときは，保証金をこれに充てることができる。 

（保証金の返還） 

第 14条 保証金は，第９条第１項の認定を取り消した日から起算して 60日を経過した後でなければ，
これを返還しない。 

２ 預託すべき保証金の額が減額されたとき，その他既納の保証金の額が預託すべき保証金の額を超
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えるときは，その差額に相当する額を返還するものとする。 
（卸売業者の認定の取消し） 

第 15条 市長は，卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは，その認定を取り消すものとする。 
(1) 第９条第４項各号（第１号を除く。）のいずれかに該当しないこととなつたとき。
(2) 第９条第５項各号（第２号を除く。）のいずれかに該当することとなつたとき。
(3) 第 11 条第１項に規定する保証金を預託しないとき。

２ 市長は，卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは，その認定を取り消すことができる。 
(1) 正当な理由がないのに第９条第１項の認定の通知を受けた日から起算して１月以内にその業
務を開始しないとき。

(2) 正当な理由がないのに引き続き１月以上その業務を休止したとき。
(3) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。

（卸売業者の認定の更新） 

第 16 条 第９条第６項の有効期間の満了後引き続き市場において卸売の業務を行おうとする者は，規
則で定めるところにより，認定の更新を受けなければならない。 

２ 第９条第４項から第６項までの規定は，前項の認定の更新について準用する。 
（卸売業者の地位の承継） 

第 17 条 卸売業者が事業（市場における卸売の業務に係るものに限る。）の譲渡しをする場合におい
て，譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは，譲受人は卸売業者
の地位を承継する。 

２ 卸売業者たる法人の合併の場合（卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者た
る法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。）
において，当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは，合併後存続する法人若しくは合
併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は卸売業者の地位を承継する。 

３ 前２項の認可を受けようとする者は，規則で定めるところにより，認可申請書を市長に提出しな
ければならない。 

４ 第９条第４項及び第５項の規定は，第１項又は第２項の認可について準用する。 
５ 第１項又は第２項の規定による卸売業者の地位の承継については，譲渡人又は合併若しくは分割
前の法人が第 58 条第１項の規定により受けていた市場施設の使用の許可に係るものは含まないも
のとする。 

（名称変更等の届出） 

第 18 条 卸売業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，遅滞なくその旨を市長に届け出なけれ
ばならない。 
(1) 第９条第１項の認定に係る卸売の業務を開始し，休止し，再開し，又は廃止したとき。
(2) 第９条第３項第１号又は第２号に掲げる事項を変更したとき。

２ 卸売業者が解散したときは，当該卸売業者の清算人は，遅滞なくその旨を市長に届け出なければ
ならない。 

（事業年度） 

第 19 条 卸売業者の事業年度は，毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする。 
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（事業報告書の提出等） 

第 20 条 卸売業者は，卸売市場法施行規則（昭和 46 年農林省令第 52 号。以下「省令」という。）第
７条に定めるところにより事業報告書を作成し，提出し，又は閲覧させなければならない。 

（せり人の届出等） 

第 21 条 卸売業者は，規則で定めるところにより，市場において行う卸売のせり人を市長に届け出な
ければならない。 

２ 卸売業者は，せり人がその業務を適確に遂行するよう，指導監督，教育等に努めなければならな
い。 

（せり人の責務） 

第 22 条 せり人は，誠実，公正かつ迅速にその業務を処理しなければならない。 
（せり人に係る措置命令） 

第 23 条 市長は，せり人が次の各号のいずれかに該当するときは，当該せり人を届け出た卸売業者に
対し，当該せり人をせりに従事させない等の措置を講じるよう命じることができる。 
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で，その刑の執行を
終わり，又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して３年を経過しないもの

(2) 売買参加者又は仲卸業者若しくは売買参加者の役員若しくは使用人であるもの
(3) せりを遂行するのに必要な能力を有していない者
(4) 暴力団員等

第２節 仲卸業者

（仲卸業者の認定） 

第 24 条 市場において仲卸の業務を行おうとする者は，市長の認定を受けなければならない。 
２ 前項の認定は，市場及び取扱品目の部類ごとに行う。 
３ 第１項の認定を受けようとする者は，規則で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した認
定申請書を市長に提出しなければならない。 
(1) 名称及び住所
(2) 代表者及び役員の氏名
(3) 第１項の認定を受けて仲卸の業務を行おうとする市場及び取扱品目

４ 市長は，第１項の認定の申請が次の各号のいずれにも該当するときは，同項の認定をすることが
できる。 
(1) 申請者が法人であるとき。
(2) 申請者が仲卸の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力信用を有している
とき。

(3) 申請者が卸売業者から生鮮食料品等を円滑かつ安定的に買い受けると見込まれるとき。
(4) 申請者が卸売市場に関する法令，この条例及びこの条例に基づく規則の規定その他市長が定め
る事項を遵守すると認められるとき。

５ 市長は，前項の規定にかかわらず，第１項の認定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは，
同項の認定をしてはならない。 
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(1) 申請者が法の規定により罰金の刑に処せられた者で，その刑の執行を終わり，又はその刑の執
行を受けることがなくなつた日から起算して３年を経過しないものであるとき。 

(2) 申請者が第 26 条又は第 75 条第２項の規定による認定の取消しを受け，その取消しの日から起
算して３年を経過しない者であるとき。 

(3) 申請者の役員が次のいずれかに該当する者であるとき。 
   ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
   イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で，その刑の執行

を終わり，又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して３年を経過しないもの 
   ウ 第 26 条又は第 75 条第２項の規定による認定の取消しを受けた法人のその処分を受ける原

因となつた事項が発生した当時その法人の役員として在任していた者（当該事項の発生を防止
するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。）で，その処分の日から起算して
３年を経過しないもの 

   エ 暴力団員等  
(4) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ，又はその業務の補助者として使用しているとき。 

 (5) 申請者がその業務活動について暴力団及び暴力団員等により支配を受けていると認められる
とき。 

(6) 申請者が市税に係る徴収金を滞納しているとき。 
６ 第１項の認定の有効期間は，規則で定める。 
（保証金の預託） 

第 25 条 仲卸業者は，規則で定めるところにより，保証金を市長に預託しなければならない。 
２ 仲卸業者は，保証金を預託した後でなければ，その業務を開始してはならない。 
３ 第 12 条から第 14 条までの規定は，第１項の保証金について準用する。 
（仲卸業者の認定の取消し） 

第 26条 市長は，仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは，その認定を取り消すものとする。 
(1) 第 24 条第４項各号（第１号を除く。）のいずれかに該当しなくなつたとき。 
(2) 第 24 条第５項各号（第２号を除く。）のいずれかに該当することとなつたとき。 
(3) 前条第１項に規定する保証金を預託しないとき。 

２ 市長は，仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは，その認定を取り消すことができる。 
(1) 正当な理由がないのに第 24 条第１項の認定の通知を受けた日から起算して１月以内にその業
務を開始しないとき。 

(2) 正当な理由がないのに引き続き１月以上その業務を休止したとき。 
(3) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。 

（仲卸業者の認定の更新） 

第 27 条 第 24 条第６項の有効期間の満了後引き続き市場において仲卸の業務を行おうとする者は，
規則で定めるところにより，認定の更新を受けなければならない。 

２ 第 24 条第４項から第６項までの規定は，前項の認定の更新について準用する。 
（仲卸業者の地位の承継） 

第 28 条 仲卸業者が事業（市場における仲卸の業務に係るものに限る。）の譲渡しをする場合におい

24



て，譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは，譲受人は仲卸業者の
地位を承継する。 
２ 仲卸業者たる法人の合併の場合（仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者た
る法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（市場における仲卸 の業務を承継させる場合に限
る。）において，当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは，合併後存続する法人若しく
は合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は仲卸業者の地位を承継する。 

３ 前２項の認可を受けようとする者は，規則で定めるところにより，認可申請書を市長に提出しな
ければならない。 

４ 第 24 条第４項及び第５項の規定は，第１項又は第２項の認可について準用する。 
５ 第１項又は第２項の規定による仲卸業者の地位の承継については，譲渡人又は合併若しくは分割
前の法人が第 58 条第１項の規定により受けていた市場施設の使用の許可に係るものは含まないも
のとする。 

（名称変更等の届出） 

第 29 条 仲卸業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，遅滞なくその旨を市長に届け出なけれ
ばならない。 
(1) 第 24 条第１項の認定に係る仲卸の業務を開始し，休止し，再開し，又は廃止したとき。
(2) 第 24 条第３項第１号又は第２号に掲げる事項を変更したとき。

２ 仲卸業者が解散したときは，当該仲卸業者の清算人は，遅滞なくその旨を市長に届け出なければ
ならない。 

（事業年度） 

第 30 条 仲卸業者の事業年度は，毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする。 
（事業報告書の提出） 

第 31 条 仲卸業者は，事業年度ごとに，規則で定めるところにより作成した事業報告書を毎事業年度
経過後 90 日以内に市長に提出しなければならない。 
  第３節 売買参加者 

（売買参加者の承認） 

第 32 条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者（仲卸業者を除く。）は，市長の承認を
受けることができる。 

２ 前項の承認は，市場及び取扱品目の部類ごとに行う。 
３ 第１項の承認を受けようとする者は，規則で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した承
認申請書を市長に提出しなければならない。 
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 個人の場合にあつては商号
(3) 法人の場合にあつては役員の氏名
(4) 第１項の承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする市場及び取扱品目の部類

４ 市長は，第１項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き，同項の承認をするも
のとする。 
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
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(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(3) 申請者が当該申請に係る市場の卸売業者若しくは仲卸業者又はこれらの役員若しくは使用人
であるとき。

(4) 申請者が第 35 条又は第 75 条第３項の規定による承認の取消しを受け，その取消しの日から起
算して３年を経過しない者であるとき。

(5) 申請者（申請者が法人である場合にあつては，その役員）が暴力団員等であるとき。
(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ，又はその業務の補助者として使用しているとき。 
(7) 申請者がその業務活動について暴力団及び暴力団員等により支配を受けていると認められる
とき。

５ 第１項の承認の有効期間は，規則で定める。 
（売買参加者の承認の更新） 

第 33 条 前条第５項の有効期間の満了後引き続き市場において売買参加者になろうとする者は，規則
で定めるところにより，承認の更新を受けなければならない。 

２ 前条第４項及び第５項の規定は，前項の承認の更新について準用する。 
（名称変更等の届出） 

第 34 条 売買参加者は，次の各号のいずれかに該当する場合には，遅滞なくその旨を市長に届け出な
ければならない。 
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(2) 商号を変更したとき。
(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

２ 売買参加者が死亡又は解散したときは，当該売買参加者の相続人又は清算人は，遅滞なくその旨
を市長に届け出なければならない。 

（売買参加者の承認の取消し） 

第 35 条 市長は，売買参加者が第 32 条第４項各号（第４号を除く。）のいずれかに該当することとな
つたとき，又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは，その承認を
取り消すものとする。 

第３章 売買取引及び決済の方法 

（売買取引の原則） 

第 36 条 取引参加者は，公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。 
（売買取引の方法） 

第 37 条 卸売業者は，市場において行う卸売については，規則で定めるところにより，せり売又は相
対による取引（一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい，以下「相対取
引」という。）によらなければならない。 

（卸売業者による差別的取扱いの禁止等） 

第 38 条 卸売業者は，市場における卸売の業務に関し，出荷者又は仲卸業者，売買参加者その他の買
受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。 

２ 卸売業者は，その認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について市場における卸売の
ための販売の委託の申込みがあつた場合には，省令第６条に規定する正当な理由がある場合を除き，
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その引受けを拒んではならない。 
（卸売業者の市場外の者に対する卸売に係る報告） 

第 39 条 卸売業者は，市場における卸売の業務について，仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して
卸売をしたときは，規則で定めるところにより，品目ごとの卸売の数量，主要な産地並びに省令第３
条第２項に規定する高値，中値及び安値に区分した卸売価格（当該卸売をした物品の単価に消費税
額（消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により課税される消費税に相当する額をいう。以下
同じ。）及び地方消費税額（地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定により課税される地方消費
税に相当する額をいう。以下同じ。）を加えて得た額をいう。以下同じ。）（以下「区分卸売価格」と
いう。）を記載した報告書を市長に提出しなければならない。 

（家畜の解体販売の委託） 

第 40条 食肉部の卸売業者は，家畜を解体し，枝肉として販売することの委託を受けることができる。 
（市場外にある物品の卸売の報告） 

第 41 条 卸売業者は，市場における卸売の業務として，市場外にある物品の卸売をした場合は，規則
で定めるところにより，市長に報告しなければならない。  

２ 卸売業者は，前項に規定する卸売を行うため市場外に保管場所を設置しようとするときは，規則
で定めるところにより，その保管場所について市長の指定を受けることができる。 

３ 前項の規定による場所の指定を受けた卸売業者は，その指定を必要としなくなつたときは，その
旨を市長に届け出なければならない。 

（受託契約約款の届出） 

第 42 条 卸売業者は，市場における卸売のための販売の委託の引受けについてこの条例又はこの条例
に基づく規則の規定その他市長が定める事項を記載した受託契約約款を定め，市長に届け出なけれ
ばならない。届け出た事項を変更したときも，また同様とする。 

２ 前項に規定する届出は，第９条第１項の認定を受けた日（届け出た事項を変更した場合にあつて
は，当該変更した日）から起算して１月以内に行わなければならない。 

３ 市長は，第１項の規定により届出のあつた受託契約約款が委託者に対して不当に差別的な取扱い
をするものであるときは，卸売業者に対し，受託契約約款の変更その他必要な改善措置をとるべき
旨を命じることができる。 

４ 卸売業者は，第１項の規定により届け出た受託契約約款を，主たる事務所等に掲示し，又は備え付
ける等により，委託者に周知しなければならない。 

（受託物品の検収） 

第 43 条 卸売業者は，受託物品の受領に当たつては，検収を確実に行い，受託物品の種類，数量，等
級，品質等について異状を認めたときは，規則で定めるところにより，市長の指定する検査員の確認
を受け，その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし，次の各号の
いずれかに該当するときは，この限りでない。 
(1) 市場外（第 41 条第２項の規定により市長が指定した市場外の保管場所を含む。）にある受託
物品の卸売をするとき。

(2) 受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会つていてその了承が得られたとき。
２ 卸売業者は，受託物品の異状については，前項各号に規定する場合を除き，同項の確認を受け，そ
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の証明を得なければ委託者に対抗することができない。 
（卸売をした物品の相手方の明示及び引取り） 

第 44 条 卸売業者は，その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者，売買参加者その他の買受人が明ら
かになるよう措置しなければならない。 

２ 仲卸業者及び売買参加者は，卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならな
い。 

３ 卸売業者は，仲卸業者又は売買参加者が引取りを怠つたと認められるときは，当該仲卸業者又は
当該売買参加者の費用でその物品を保管し，又は催告しないで他の者に卸売をすることができる。 

４  卸売業者は，前項の規定により他の者に卸売をした場合において，その卸売価格                             
が同項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは，その差額を当該仲卸業者又は
当該売買参加者に請求することができる。 

（仲卸業者の市場外からの買入れに係る報告等） 

第 45 条 仲卸業者は，その認定に係る市場内において，当該認定に係る取扱品目の部類に属する物品
を当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて，市場内で販売したときは，規則で定めるところに
より，市長に報告しなければならない。 

２ 仲卸業者は，その認定に係る市場内においては，当該認定に係る取扱品目の部類に属する物品に
ついて販売の委託の引受けをしてはならない。  

（売買取引条件等の公表等） 

第 46 条 卸売業者は，市場における売買取引について，次に掲げる事項（以下「売買取引条件等」と
いう。）を市長に届け出るとともに，公表しなければならない。届け出た事項を変更したときも，ま
た同様とする。 
(1) 営業日及び営業時間並びに販売時間及びせり時間 
(2) 取扱品目 
(3) 取扱物品の引渡しの方法 
(4) 委託手数料の率その他の取扱物品の卸売に関し出荷者又は仲卸業者，売買参加者その他の買受
人が負担する費用の種類，内容及びその額 

(5) 取扱物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 
(6) 売買取引に関して出荷者又は仲卸業者，売買参加者その他の買受人に交付する奨励金その他の
販売代金以外の金銭（以下「奨励金等」という。）の種類，内容及びその額（その交付の基準を含
む。） 

２ 市長は，売買取引条件等（前項第３号から第６号までに掲げる事項に限る。）が出荷者又は仲卸業
者，売買参加者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをするものその他不適切なものであ
ると認められるときは，卸売業者に対し，当該売買取引条件等の変更その他必要な改善措置をとる
べき旨を命じることができる。 

（売買取引の制限） 

第 47 条 せり売による卸売の場合において，次の各号のいずれかに該当するときは，市長は，その売
買を差し止め，又はせり直しを命じることができる。 
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。 
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(2) 不当な値段を生じたとき，又は生ずるおそれがあると認めるとき。 
２ 卸売業者，仲卸業者，売買参加者又は買出人（市場内において仲卸業者から販売を受ける者をい
う。以下同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは，市長は，売買を差し止めることができる。 
(1) 売買取引について不正又は不当な行為があると認めるとき。 
(2) 買受代金の支払を怠つたとき。 

（衛生上有害な物品等の売買禁止等） 

第 48 条 市長は，衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保され
ておらず人の健康に危害を及ぼす可能性がある物品（以下この条において「衛生上有害な物品等」と
いう。）が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。 

２ 何人も，市場において，衛生上有害な物品等を売買し，又は売買の目的をもつて所持してはならな
い。 

３ 市長は，衛生上有害な物品等の売買を差し止め，又は撤去を命ずることができる。 
（卸売予定数量等の報告） 

第 49 条 卸売業者は，規則で定めるところにより，毎開場日，次に掲げる物品について，卸売を開始
する前までに，当該物品ごとに品目ごとのその日の卸売予定数量及び主要な産地を市長に報告しな
ければならない。 
(1) せり売により当日卸売をする物品 
(2) 相対取引により当日卸売をする物品 
(3) 前２号に掲げるもののほか，規則で定める方法により当日卸売をする物品 

２ 卸売業者は，規則で定めるところにより，毎開場日，次に掲げる物品について，卸売が終了した後
速やかに，当該物品ごとに品目ごとのその日の卸売の数量及び主要な産地並びに区分卸売価格を市
長に報告しなければならない。 
(1) せり売により当日卸売をした物品 
(2) 相対取引により当日卸売をした物品 
(3) 前２号に掲げるもののほか，規則で定める方法により当日卸売をした物品 

３ 卸売業者は，規則で定めるところにより，毎月 10 日までに，前月中に卸売をした物品の市況並び
に卸売をした物品の数量及び卸売金額（卸売をした物品の卸売価格ごとに当該卸売をした物品の数
量を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。）を市長に報告しなければならない。 

（卸売業者による卸売予定数量等の公表） 

第 50 条 卸売業者は，規則で定めるところにより，毎開場日，前条第１項各号に掲げる物品について，
卸売を開始する前までに，当該物品ごとにその日の主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地
を公表しなければならない。 

２ 卸売業者は，規則で定めるところにより，毎開場日，卸売が終了した後速やかに，前条第２項各号
に掲げる物品について，その日の主要な品目の卸売数量，主要な産地及び区分卸売価格を公表しな
ければならない。 

３ 卸売業者は，規則で定めるところにより，その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨
励金等がある場合にあつてはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額（第 46 条第１項の規定に
より条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。）を公表しなければならない。 
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（開設者による卸売予定数量等の公表） 

第 51 条 市長は，卸売業者から第 49 条第１項の規定による報告を受けたときは，規則で定めるとこ
ろにより，毎開場日，同項各号に掲げる物品ごとにその日の主要な品目の卸売予定数量及びその主
要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその区分卸売価格を公表するものとす
る。 

２ 市長は，卸売業者から第 49 条第２項の規定による報告を受けたときは，規則で定めるところによ
り，毎開場日，同項各号に掲げる物品ごとにその日の主要な品目ごとの卸売の数量，主要な産地及び
区分卸売価格を公表するものとする。 

（仕切り及び送金） 

第 52 条 卸売業者は，受託物品の卸売をしたときは，委託者に対して，その卸売をした日の翌日  （売
買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には，その特約の期日）までに，
当該卸売をした物品の品名，等級，単価，数量，単価に数量を乗じて得た額の合計額並びに当該合計
額に係る消費税額及び地方消費税額の合計額（当該委託者の責めに帰すべき理由により第 56 条ただ
し書の規定による卸売代金の変更をした物品については，当該変更に係る品名，等級，単価，数量，
単価に数量を乗じて得た額の合計額並びに当該合計額に係る消費税額及び地方消費税額の合計額），
控除すべき委託手数料並びに当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額
（消費税額及び地方消費税額を含む。）並びに差引仕切金額（以下「売買仕切金」という。）を記載し
た売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。 

２ 卸売業者は，前項の売買仕切書には，同項で定める事項を正確に記載しなければならない。 
３ 卸売業者は，出荷者から物品を買い受けたときは，その物品の引渡しを受けた日の翌日（出荷者と
の特約がある場合には，その特約の期日）までに代金を支払わなければならない。 

４ 第１項の売買仕切金及び前項の代金の支払いは，現金，小切手，手形，送金又は電子決済のいずれ
かの方法によるものとする。 

（食肉部仕切書） 

第 53 条 食肉部の卸売業者が第 40 条の規定による販売の委託を受けたときは，売買仕切書には枝肉
及び原皮，内臓その他の副産物の単価，数量，単価に数量を乗じて得た額の合計額並びに当該合計額
に係る消費税額及び地方消費税額の合計額を記載しなければならない。 

（仕切及び送金に関する特約） 

第 54 条 卸売業者は，売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは，規則
で定める事項を記載した書面を作成し，当該特約を結んでいる間，これを保存しておかなければな
らない。当該書面の内容を変更したときも同様とする。 

２ 市長は，前項の書面を確認した結果，その内容が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするも
のであるときは，卸売業者に対し，特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命じる
ことができる。 

（買受代金の即時支払義務） 

第 55 条 仲卸業者，売買参加者その他の買受人は，卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日
の翌日（卸売業者があらかじめ仲卸業者，売買参加者その他の買受人又は代払機関（仲卸業者又は売
買参加者が組織し，卸売業者に対して買受代金の代位弁済を行う者をいう。）と支払猶予の特約をし
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たときは，その特約において定められた期日）までに，買い受けた物品の代金を支払わなければなら
ない。 

２ 仲卸業者から物品を買い受けた者は，仲卸業者と取り決めた支払期日及び支払方法に従つて，売
買代金の支払いを行わなければならない。 

３ 卸売業者は，第１項の特約を結んだときは，規則で定める事項を記載した書面を作成し，当該特約
を結んでいる間，これを保存しておかなければならない。当該書面の内容を変更したときも同様と
する。 

４ 市長は，前項の書面を必要により確認した結果，その内容が当該特約を結んだ者以外の仲卸業者
又は売買参加者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときは，特約の基
準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。 

５ 仲卸業者は，卸売業者以外の者から仲卸の業務に係る物品を買い入れたときは，当該卸売業者以
外の者と取り決めた支払期日及び支払方法に従つて，買い入れた物品の代金を支払わなければなら
ない。 

６ 第 52 条第４項の規定は，第１項，第２項及び前項の代金の支払いについて準用する。 
（卸売代金の変更の禁止） 

第 56 条 卸売業者は，卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし，規則で定めると
ころにより，市長が正当な理由があると認めるときは，この限りでない。 

第４章 市場の業務に関する物品の品質管理 

（市場の業務に関する物品の品質管理） 

第 57 条 卸売業者及び仲卸業者は，食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）その他の関係法令に則し
て市場の業務に係る物品の品質管理の徹底に努めなければならない。 

２ 卸売業者及び仲卸業者は，規則で定めるところにより，市場の業務に係る部門ごとに，品質管理の
責任者（以下「品質管理責任者」という。）を定めなければならない。 

３ 市長は，品質管理責任者が定められていないと認める場合には，当該卸売業者又は仲卸業者に対
し，品質管理責任者を定めるべきことを命じることができる。 

第５章 市場施設等の使用 

（市場施設の使用許可等） 

第 58 条 市場施設を使用しようとする卸売業者及び仲卸業者は，規則で定めるところにより，市長の
許可を受けなければならない。 

２ 市長は，次に掲げる者に対して，市場施設の使用の許可をすることができる。 
(1) 第６条に規定する取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者，市場の取扱品目の保管，貯蔵，
運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして市長が別に定める業務（以下「第１種
関連事業」という。）を営む者（以下「第１種関連事業者」という。） 

(2) 飲食店営業，理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が別に定める業務
（以下「第２種関連事業」という。）を営む者 

３ 市長は，前項に定めるもののほか，市場の運営上支障がない場合であつて，市場の適正かつ健全な
運営を確保するため特に必要があると認めるときは，売買参加者に対して，市場施設の使用の許可
をすることができる。 
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４ 前３項の許可を受けて市場施設を使用する者は，規則に定める事項を記載した許可申請書を市長
に提出しなければならない。 

５  市長は，第１項から第３項までの許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは，      
許可をしないものとする。 
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。 
(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で，その刑
の執行を終わり，又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して３年を経過しない
者であるとき。 

(3) 申請者が第 67 条第２項若しくは第３項又は第 75 条第４項の規定により許可の取消しを受け，
その取消しの日から起算して２年を経過しない者であるとき。 

(4) 申請者が業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験並びに資力信用を有しない者である
とき。 

(5) 申請者（申請者が法人である場合にあつては，その役員）が暴力団員等であるとき。 
(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ，又はその業務の補助者として使用しているとき。 
(7) 申請者がその業務活動について暴力団及び暴力団員等により支配を受けていると認められる
とき。 

６ 第２項又は第３項の許可を受けた者は，当該許可の際，規則で定めるところにより保証金を預託
しなければならない。ただし，公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者に
ついては，この限りでない。 

７ 第 12 条から第 14 条までの規定は，前項の保証金について準用する。 
（関連事業者の地位の承継） 

第 59 条 関連事業者が事業（市場における第１種関連事業又は第２種関連事業（以下「関連事業」と
いう。）に限る。）の譲渡しをする場合において，譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長
の認可を受けたときは，譲受人は，関連事業者の地位を承継する。 

２ 関連事業者たる法人の合併の場合（関連事業者たる法人と関連事業者でない法人が合併して関連
事業者たる法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（市場における関連事業を承継させる場合
に限る。）において，当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは，合併後存続する法人若
しくは合併により設立された法人又は分割により当該関連事業を承継した法人は，関連事業者の地
位を承継する。 

３ 関連事業者が死亡した場合において，相続人（相続人が２人以上ある場合において，その協議によ
り当該仲卸業者の市場における関連事業を承継すべき相続人を定めたときは，その者）が被相続人
の行つていた市場における関連事業を引き続き営むことについて市長の認可を受けたときは，当該
相続人は関連事業者の地位を承継する。 

４ 前３項の規定により認可を受けようとする者は，規則で定めるところにより，認可申請書を市長
に提出しなければならない。 

５ 前条第５項から第７項までの規定は，第１項から第３項までの認可について準用する。 
 （名称変更等の届出） 

第 60 条 関連事業者は，次の各号のいずれかに該当するときは，遅滞なくその旨を市長に届け出なけ
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ればならない。 
 (1) 第 58 条第２項の許可に係る業務を開始し，休止し，再開し，又は廃止したとき。 
 (2) 許可申請書に記載した事項を変更したとき。 
（第１種関連事業者の事業年度） 

第 61 条 第１種関連事業者の事業年度は，毎年４月１日から翌年３月 31 日までとする。 
（第１種関連事業者の事業報告書の提出） 

第 62 条 第１種関連事業者は，事業年度ごとに，規則で定めるところにより作成した事業報告書を毎
事業年度経過後 90 日以内に市長に提出しなければならない。 

（用途変更，転貸等の禁止） 

第 63 条 第 58 条第１項から第３項までの許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，当該施設の
用途を変更し，又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し，若しくは他人に使用させてはならない。
ただし，市長の承認を受けた場合は，この限りでない。 

（原状変更の禁止） 

第 64 条 使用者は，市長の承認を受けずに市場施設に建築，造作若しくは模様替をし，又は市場施設
の原状に変更を加えてはならない。 

（返還） 

第 65 条 使用者の死亡，解散若しくは廃業又は認定の取消しその他の理由により市場施設の使用資格
が消滅したときは，相続人，清算人，代理人又は本人は，市長の指定する期間内に自己の費用で当該施
設を原状に復して返還しなければならない。ただし，市長の承認を受けた場合は，この限りでない。 
（免責） 

第 66条 使用者が卸売市場に関する法令及びこの条例若しくはこの条例に基づく規則に基づいて行な
う処分によつて損害を受けることがあつても，市は，その賠償の責を負わない。 
（使用許可の取消しその他の規制） 

第 67 条 市長は，市場施設について業務の監督，災害の予防その他市場の管理上必要があると認める
ときは，使用者に対し，使用の許可の全部若しくは一部を取り消し，又は使用の制限，停止その他の
必要な措置を命ずることができる。 

２ 市長は，使用者が第 58 条第５項各号（第３号を除く。）のいずれかに該当することとなつたとき
は，その許可を取り消すものとする。 

３ 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは，その許可を取り消すこと
ができる。 
(1) 第９条第１項の認定が取り消されたとき（使用者が卸売業者の場合に限る。）。 
(2) 第 24 条第１項の認定が取り消されたとき（使用者が仲卸業者の場合に限る。）。 
(3) 保証金を預託しないとき又は正当な理由がないのにその業務を開始しないとき，引き続き１月
以上その業務を休止したとき若しくはその業務を遂行しないとき（使用者が関連事業者の場合に
限る。）。 

(4) 使用者が市場使用料を３月分以上滞納したとき。 
（補修命令） 

第 68 条 市長は，故意又は過失により市場施設を滅失し，又は損傷した者に対して，その補修を命じ，
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又はその費用の弁償を命ずることができる。 
（使用料等） 

第 69 条 市場使用料は，月単位で徴収するものとし，その額は，別表第１から別表第４までに規定す
る金額（卸売業者市場使用料，仲卸業者市場使用料及び別表第２コンビニエンスストア使用料の項
に規定する売上割使用料以外の使用料については，当該額に 100 分の 110 を乗じて得た額）の範囲
内で規則で定める。 

２ 市場において使用する電話，電力，ガス，水道等の費用で市長の指定するものは，使用者の負担と
する。 

３ 使用者は，市場施設の使用の有無にかかわらず，使用料を納付しなければならない。 
４ 第 63 条ただし書の規定により市長の承認を受けて市場施設を本来の用途以外の用途に使用する
ときは，市長は，使用者にその本来の用途による市場施設の使用料に相当する額を納付させること
ができる。 

５ 月額による使用料について使用期間が１月に満たない場合は，日割計算による。 
６ １期を単位として定められた使用料については，１期内に３日以内の使用をする場合は日割計算
し，その料率は１日につき１期当り使用の４分の１とする。 

７ 使用料等の額が 100 円に満たないときは，100 円とする。 
８ 既納の使用料は，これを返還しない。ただし，市長が相当の理由があると認めるときは，この限り
でない。 

（使用料の減免） 

第 70 条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，使用料を減免することができる。 
 (1) 使用者の責に帰することができない理由によつて３日以上にわたつて市場施設を使用するこ

とができないとき。 
 (2) 第 67 条第 1 項の規定により使用停止の期間が引き続き 3 日以上にわたつたとき。 
 (3) 使用者が国又は公共団体であるとき。 

(4) その他市長が必要と認めるとき。 
（市場関連施設） 

第 71 条 市長は，次のとおり市場関連施設（市場外の用地及び建物であって，市場の機能を補完し，
及び市場の利用者に便益を提供する施設をいう。第３項において同じ。）を置く。 

名称 位置 用途 

西部中継所 福岡市西区石丸四丁目 青果市場に出荷される物品及び青果市場で
販売された物品の配送の中継 

２ 西部中継所の使用料は，月単位で徴収するものとし，その額は，１月施設一式につき 499,000 円
に 100 分の 110 を乗じて得た額の範囲内で規則で定める。 

３ 第 58 条第１項から第６項まで，第 63 条から第 68 条まで，第 69 条（第１項を除く。），前条，第
73 条第２項及び第 94 条の規定は，市場関連施設について準用する。 

第６章 監督 

（報告及び検査） 

第 72 条 市長は，市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは，卸売
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業者及び仲卸業者に対しその業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め，又はその職
員に卸売業者及び仲卸業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り，その業務若しくは財産の
状況若しくは帳簿，書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，当該立入検査に従事する職員であることを証する証明
書を携帯し，関係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 
（指導及び助言） 

第 73 条 市長は，市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要と認めるときは，取引参加者           
又は関連事業者に対し，その業務に関し必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 市長は，市場施設の適正な使用を確保するため必要があると認めるときは，使用者に対し，市場施
設の使用に関し必要な指導及び助言をすることができる。 

（改善措置命令） 

第 74 条 市長は，市場における卸売又は仲卸の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要がある
と認めるときは，卸売業者又は仲卸業者に対し，その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべ
き旨を命じることができる。 

２ 市長は，卸売業者又は仲卸業者の財産の状況が次の各号のいずれにも該当する場合において，市
場における卸売又は仲卸の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは，
卸売業者又は仲卸業者に対し，その財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命じることができる。 

 (1) 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が規則で定める率を下回つた場合 
(2) 資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が規則で定める率を下回つた場合 
(3) 経常損失が規則で定める連続する事業年度において生じた場合 

（監督処分） 

第 75 条 市長は，卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反
した場合には，当該行為の中止，変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ，第９条第１項の
認定を取り消し，又は６月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部又は一部の停止を命じること
ができる。 

２ 市長は，仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した
場合には，当該行為の中止，変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ，第 24 条第１項の認
定を取り消し，又は６月以内の期間を定めてその仲卸の業務の全部若しくは一部の停止を命じるこ
とができる。 

３ 市長は，売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反し
た場合には，当該行為の中止，変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ，第 32 条第１項の
承認を取り消し，又は６月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命じることができる。 

４ 市長は，関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反し
た場合には，当該行為の中止，変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ，第 58 条第２項の
許可を取り消し，又は６月以内の期間を定めてその許可の効力の停止を命じることができる。 

５ 市長は，卸売業者，仲卸業者及び売買参加者以外の取引参加者が，この条例若しくはこの条例に基
づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には，当該行為の中止，変更その他違反を是正す
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るため必要な措置を命じ，又は６月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命じることができる。 
６ 取引参加者又は関連事業者について，法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他
の従業員がその法人又は人の業務に関し，この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基
づく処分に違反する行為をしたときは，その行為者に対して６月以内の期間を定めて入場を停止す
るほか，その取引参加者又は関連事業者に対しても第１項から第４項までの規定を適用する。 

第７章 市場開設運営協議会及び中央卸売市場市場取引委員会 

（中央卸売市場開設運営協議会の設置） 

第 76 条 市場における業務の運営に関し必要な事項を調査審議させるため，市長の附属機関として福
岡市中央卸売市場開設運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第 77 条 協議会は，市長の諮問に応じて，市場の運営に関する基本的事項について調査審議する。 
２ 協議会は，市場の業務の運営その他必要事項について市長に意見を述べることができる。 
（組織） 

第 78 条 協議会は，委員 15 人以内をもつて組織する。 
２ 前項の委員のほか，特別の事項を調査審議するため必要があるときは，協議会に専門委員を置く
ことができる。 

３ 委員及び専門委員は，生鮮食料品等の生産，流通及び消費に関し学識経験のある者のうちから，市
長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第 79 条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
２ 委員は，再任されることができる。 
３ 委員は，非常勤とする。 
（会長及び副会長の選任並びに権限） 

第 80 条 協議会に会長及び副会長１人を置き，委員の互選によつてこれを定める。 
２ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 
３ 会長に事故があるときは，副会長がその職務を代理する。 
（招集） 

第 81 条 協議会は，会長が招集し，会長がその議長となる。 
（定足数及び表決数） 

第 82 条 協議会は，委員及び議事に関係のある専門委員の半数以上の出席がなければ会議を開くこと
ができない。 

２ 協議会の議事は，出席した委員及び議事に関係ある専門委員の過半数で決し，可否同数のときは
議長の決するところによる。 

（部会） 

第 83 条 協議会に青果部会，水産物部会及び食肉部会（以下「部会」と総称する。）を置く。 
２ 部会は，会長の指名する委員及び専門委員で組織する。 
３ 部会は，協議会が特に付託した事項について調査審議する。 
４ 部会に属する委員としての任期は，委員の任期による。 
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５ 部会に部会長及び副部会長１人を置き，部会に属する委員の中から互選する。 
６ 部会長は，部会を代表し，部会の事務を掌理する。 
７ 部会長に事故があるときは，副部会長がその職務を代理する。 
８ 部会の会議は，必要に応じて部会長が招集する。 
９ 部会長は，部会における調査審議の結果を協議会に報告しなければならない。 
（協議会に関する補則） 

第 84 条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営に関して必要な事項は，協議会にはかつて会長
が定める。 

（中央卸売市場市場取引委員会の設置） 

第 85 条 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議するため，福岡市中央卸売市場市場取引
委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（委員会が処理する事務） 

第 86 条 委員会は，前条に規定する事項について，市長に意見を述べることができる。 
２ 協議会は，その定めるところにより，委員会の決議をもつて協議会の決議とすることができる。 
（組織） 

第 87 条 委員会は，委員 20 人以内をもつて組織する。 
２ 委員は，卸売業者，仲卸業者，売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから，
市長が委嘱する。 

（招集） 

第 88 条 委員長は，取引参加者から発議があつた場合において，必要があると認めるときは，委員会
を招集するものとし，委員長がその議長となる。 

（定足数，表決数等） 

第 89 条 委員会は，委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
２ 委員会の議事のうち，見解の統一を図る必要があるものその他表決を行うことが必要であると認
められるものについては，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは議長の決するところに
よる。 

３ 委員会は，委員の少数意見にも十分配慮するものとする。 
（協議会の規定の準用） 

第 90 条 第 79 条，第 80 条及び第 84 条の規定は，委員会について準用する。この場合において，「協
議会」とあるのは「委員会」と，「会長」とあるのは「委員長」と，「副会長」とあるのは「副委員長」
と読み替えるものとする。 

第８章 雑則 

（卸売の業務の代行） 

第 91 条 市長は，卸売業者が認定の取消しその他の行政処分を受け，又はその他の理由で卸売の業務
の全部若しくは一部を行うことができなくなつた場合には，当該卸売業者に対し販売の委託があり，
又は販売の委託の申込みのあつた物品について，他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものと
する。 

２ 市長は，前項の卸売の業務を行なわせる卸売業者がいないか，又は他の卸売業者に行なわせるこ
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とが不適当と認めるときは，みずから卸売の業務を行なうものとする。 
３ 前２項の規定は，市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は
不明な場合について準用する。 

（災害時における生鮮食料品等の確保） 

第 92 条 市長は，他の法令で定める場合のほか，災害の発生に際して，生鮮食料品等を確保するため
に必要があると認めるときは，卸売業者，仲卸業者又は関連事業者に対し生鮮食料品等の確保につ
いて必要な指示をすることができる。 

（営業行為の制限） 

第 93 条 卸売業者及び仲卸業者が，それぞれの認定を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認め
る者が営業行為を行う場合を除くほか，市場内においては物品の販売その他の営業行為をしてはな
らない。 

２ 市長は，前項の規定に違反した者に対しては，市場外に退去を命ずることができる。 
（市場への出入等に対する指示） 

第 94 条 市場への出入，市場施設の使用又は物品の搬入，搬出及び場内での運搬については，市長の
指示に従わなければならない。 

２ 市長は，前項の指示に従わない者に対しては，市場への出入，市場施設の使用又は物品の搬入，搬
出及び場内での運搬を禁止することができる。 

（市場秩序の保持等） 

第 95 条 市場へ入場する者は，市場の秩序を乱し，又は公共の利益を害する行為を行なつてはならな
い。 

２ 市長は，市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは，市場入場
者（車両を含む。）に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。 

（認定等の制限又は条件） 

第 96 条 この条例の規定による認定，許可，認可，承認又は指定には，制限又は条件を付することが
できる。 

２ 前項の制限又は条件は，認定，許可，認可，承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要
な最小限度のものに限り，かつ，認定，許可，認可，承認又は指定を受けた者に不当な義務を課する
こととならないものでなければならない。 

（委任） 

第 97 条 この条例の施行に関して必要な事項は，規則で定める。 
 
 附則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和２年６月 21 日から施行する。ただし，別表第６の改正規定（同表を別表第３と
する部分を除く。）は，規則で定める日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際，現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律（平成
30 年法律第 62 号）第１条の規定による改正前の卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号。以下「旧法」
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という。）又はこの条例による改正前の福岡市中央卸売市場業務条例（以下「改正前の条例」という。）
の規定による許可，承認又は指定で次の表の左欄に掲げるものを受けている者は，この条例の施行
の日（以下「施行日」という。）にそれぞれ同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の福岡市中央
卸売市場業務条例（以下「改正後の条例」という。）の規定による認定，許可，承認又は指定を受け
た者とみなす。 

旧法第 15 条第 1 項の許可 改正後の条例第９条第 1 項の認定 

改正前の条例第 20 条第 1 項の許可 改正後の条例第 24 条第 1 項の認定 

改正前の条例第 30 条第 1 項の承認 改正後の条例第 32 条第 1 項の承認 

改正前の条例第 48 条第 1 項第 1 号の指定 改正後の条例第 41 条第 2 項の指定 

改正前の条例第 71 条第 1 項の指定 改正後の条例第 58 条第 1 項又は第 2 項の許可 

改正前の条例第 71 条第 2 項の許可 改正後の条例第 58 条第 3 項の許可 

改正前の条例第 72 条ただし書の承認 改正後の条例第 63 条ただし書の承認 

３ この条例の施行の際，現に改正前の条例第 12 条第１項の登録又は第 51 条第１項の承認を受けて
いる者は，施行日にそれぞれ改正後の条例第 21 条第１項又は第 42 条第１項の規定による届出を行
った者とみなす。 

４ この条例の施行の際，現に改正前の条例第７条第１項，第 22 条第１項及び第 71 条第４項の保証
金を預託している者は，施行日にそれぞれ改正後の条例第 11 条第１項，第 22 条第１項及び第 58 条
第６項の保証金を預託した者とみなす。 

５ 前３項に定めるもののほか，施行日前に改正前の条例の規定によってした処分，手続その他の行
為は，それぞれ改正後の条例の相当規定によってした処分，手続その他の行為とみなす。 

６ 附則第２項から前項までに定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な経過措置は，市長が
定める。  

 

別表第１ 

施設使用料 

種別 単位 金額 

卸売業者市場使用料  卸売をした物品の単価に数量を
乗じて得た額の合計額の 1,000
分の 5に 100分の 110を乗じて
得た額 

仲卸業者市場使用料  仲卸業者がその認定に係る市場
内において，当該認定に係る取
扱品目の部類に属する物品を当
該市場の卸売業者以外の者から
買い入れた場合におけるその買
い入れた物品の販売金額（消費
税額及び地方消費税額を除く。）
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の 1,000 分の 5 に 100 分の 110
を乗じて得た額 

空地使用料 1 日 1 平方メートルにつき 3 円 

用地使用料 1 月 1 平方メートルにつき 92 円 

 

別表第２ 

青果市場施設使用料 

種別 単位 金額 

卸売業者売場使用料 1 月 1 平方メートルにつき 270 円 

仲卸業者売場使用料 1 月 1 平方メートルにつき 810 円 

事務室使用料 1 月 1 平方メートルにつき 780 円 

関連事業所（コンビニエンスストアを
除く。）使用料 

1 月 1 平方メートルにつき 840 円 

コンビニエンスストア使用料  面積割使用料（1 月 1 平方メー
トルにつき 840 円を乗じて得た
額をいう。以下同じ。）に売上割
使用料（売上金額（消費税及び
地方消費税額を除く。）の 100 分
の 3に 100分の 110を乗じて得
た額のうち面積割使用料の額に
100 分の 110 を乗じて得た額を
超える額をいう。）を加えて得た
額 

倉庫使用料 1 月 1 平方メートルにつき 630 円 

買荷積込所使用料 1 月 1 平方メートルにつき 470 円 

駐車場使用料 1 月 1 台につき 11,150 円 

1 月 1 平方メートルにつき 470 円 

1 時間 1 台につき 100 円 

共同充電所使用料 1 月 1 平方メートルにつき 560 円 

会議室使用料 大会議室 1 室 1 時間につき 400 円 

小会議室 1 室 1 時間につき 200 円 

多目的室使用料 1 室 1 時間につき 900 円 

料理講習室使用料 1 室 1 時間につき 600 円 

 

別表第３ 

鮮魚市場施設使用料 

種別 単位 金額 
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卸売業者売場使用
料                

突堤東卸売場棟，
突堤北卸売場棟，
仮設卸売場棟及び
魚函倉庫棟の卸売
業者売場 

1 月 1 平方メートルにつき 170 円 

突堤西卸売場棟の
卸売業者売場 
 

1 月 1 平方メートルにつき 180 円 

長浜卸売場棟及び
東卸売場棟の卸売
業者売場 

1 月 1 平方メートルにつき 260 円 

事務室使用料（鮮魚市場会館及び仲卸
売場棟の事務室に係るものを除く。） 

1 月 1 平方メートルにつき 2,030 円 

関連事業所使用料（鮮魚市場会館及び
仲卸売場棟の関連事業所に係るもの
を除く。） 

1 月 1 平方メートルにつき 1,330 円 

倉庫使用料（鮮魚市場会館の倉庫に係
るものを除く。） 

1 月 1 平方メートルにつき 630 円 

買荷積込所使用料 1 月 1 区画につき 600 円 

通過貨物荷揚場使用料 1 トンにつき 180 円 

屋上使用料 1 月 1 平方メートルにつき 90 円 

西冷蔵庫使用料 1 月施設一式につき 4,000,000 円 

東冷蔵庫使用料 1 月施設一式につき 7,590,000 円 

活魚売場使用料 1 月施設一式につき 318,000 円 

海水浄化施設使 
用料 

1 トンにつき 47 円 

駐車場使用料 
 

1 月 1 台につき 12,000 円 

共同充電所使用料 1 月 1 平方メートルにつき 460 円 

洗車場使用料 1 月 1 平方メートルにつき 220 円 

会議室使用料（鮮魚市場会館の会議室
に係るものを除く。） 

1 室 1 時間につき 1,000 円 

鮮魚市場会館使用
料 

事務室使用料 1 月 1 平方メートルにつき 2,300 円 

関連事業所使用料 1 月 1 平方メートルにつき 2,300 円 

会議室使用料 大会議室 1 室 1 時間につき 2,100 円 

小会議室 1 室 1 時間につき 800 円 

料理講習室使用料 1 室 1 時間につき 800 円 
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倉庫使用料 1 月 1 平方メートルにつき 1,000 円 

西卸売場棟使用料 卸売業者売場使用
料 
 

1 月 1 平方メートルにつき 
260 円 

低温売場使用料 1 月施設一式につき 365,000 円 

配送センター使用
料 

1 月 1 平方メートルにつき 
500 円 

1 階現場事務所使
用料 

1 月 1 平方メートルにつき 
1,200 円 

中 2 階現場事務所
使用料 

1 月 1 平方メートルにつき 
1,500 円 

仲卸売場棟使用料 仲卸業者売場使用
料 

1 月 1 平方メートルにつき 
1,410 円 

事務室使用料 1 月 1 平方メートルにつき 1,500 円 

関連事業所使用料 1 月 1 平方メートルにつき 1,560 円 

加工処理施設使用
料 

1 月 1 平方メートルにつき 
500 円 

 
別表第４ 

食肉市場施設使用料 

種別 単位 金額 

市場施設使用料 1 月施設一式につき 7,005,000 円 

生産施設使用料 1 月施設一式につき 13,047,000 円 

管理棟事務室使用料 1 月 1 平方メートルにつき 2,350 円 

一般倉庫使用料 1 月 1 平方メートルにつき 960 円 

駐車場使用料 1 月 1 台につき 4,250 円 

備考 
１ 市場施設とは，市場取引に係る施設をいい，せり室，冷蔵庫，仕分室，搬出バース，部分肉加工
施設，内臓処理室，原皮取扱室及び現場事務室をさす。 

２ 生産施設とは，と畜に係る施設をいう。 
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福岡市中央卸売市場業務条例（昭和46年福岡市条例第59号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 市場関係業者   第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者（第６条―第18条） 第１節 卸売業者（第９条―第23条） 

第２節 仲卸業者（第19条―第29条） 第２節 仲卸業者（第24条―第31条） 

第３節 売買参加者（第30条―第32条） 第３節 売買参加者（第32条―第35条） 

第４節 関連事業者（第33条―第38条）  

第３章 売買取引及び決済の方法（第39条―

第69条） 

第３章 売買取引及び決済の方法（第36条―

第56条） 

第４章 卸売の業務に関する物品の品質管理

（第70条） 

第４章 市場の業務に関する物品の品質管理

（第57条） 

第５章 市場施設等の使用（第71条―第79条

の２） 

第５章 市場施設等の使用（第58条―第71条） 

第６章 監督（第80条―第82条） 第６章 監督（第72条―第75条） 

第７章 市場開設運営協議会及び中央卸売市

場市場取引委員会（第83条―第91条

の７） 

第７章 市場開設運営協議会及び中央卸売市

場市場取引委員会（第76条―第90

条） 

第８章 雑則（第92条―第98条 ） 第８章 雑則（第91条―第97条） 

附則 附則 

   第１章 総則 

（目的） 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，福岡市中央卸売市場（以

下「市場」という。）に係る卸売市場法（昭

和46年法律第35号。以下「法」という。）第

９条第２項に規定する事項，施設の管理その

他必要な事項について定め，その適正かつ健

全な運営を確保することにより生鮮食料品等

の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化

を図り，もつて市民等の生活の安定に資する

ことを目的とする。 

第１条 この条例は，福岡市中央卸売市場（以

下「市場」という。）が生鮮食料品等の安定

供給に重要な役割を果たしていることに鑑

み，市場に係る卸売市場法（昭和46年法律第3

5号。以下「法」という。）第４条第４項に規

定する事項，施設の管理その他必要な事項に

ついて定め，その適正かつ健全な運営を確保

することにより生鮮食料品等の取引の適正化

とその生産及び流通の円滑化を図り，もつて

市民等の生活の安定に資することを目的とす

る。 

（新設） （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる

用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 卸売業者 法第２条第４項に規定する

卸売業者であつて，第９条第１項の認定を

受けたものをいう。 

別紙３ 
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(2) 仲卸業者 法第２条第５項に規定する

仲卸業者であつて，第24条第１項の認定を

受けたものをいう。 

(3) 売買参加者 第32条第１項の承認を受

け，その承認に係る市場において卸売業者

から卸売を受ける者をいう。 

(4) 関連事業者 第58条第２項の規定によ

り市場施設（市場内の用地及び建物その他

の施設をいう。以下同じ。）の使用の許可

を受け，同項各号に掲げる業務を営む者を

いう。 

(5) 取引参加者 卸売業者，仲卸業者，売買

参加者その他の市場において売買取引を行

う者をいう。 

（新設） （市の責務） 

第３条 市は，開設者として市場の集荷及び分

荷，価格形成，代金決済等の調整機能（以下

「市場機能」という。）を発揮させ，市民に

生鮮食料品等を安定供給できるよう，公正か

つ安定的な市場の業務の運営に努めるものと

する。 

２ 市は，市場の業務の運営に関し，取引参加

者に対して，不当に差別的な取扱いをしては

ならない。 

（新設） （卸売業者及び仲卸業者の責務） 

第４条 卸売業者は，市場機能が発揮されるよ

う，生鮮食料品等を安定的に集荷し，市場に

おいて円滑かつ安定的に卸売をするよう努め

なければならない。 

２ 仲卸業者は，市場機能が発揮されるよう，

卸売業者から生鮮食料品等を円滑かつ安定的

に買い受けるよう努めなければならない。 

（市場の名称，位置及び面積） （市場の名称及び位置      ） 

第２条 市場の名称，位置及び面積は，次のと

おりとする。 

第５条 市場の名称及び位置      は，次のと

おりとする。 
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名称 位置 面積 

（平方メートル） 

福岡市中央

卸売市場青

果市場 

福岡市東区み

なと香椎三丁目 

149,691 

福岡市中央

卸売市場鮮

魚市場 

福岡市中央区

長浜三丁目 

120,400 

福岡市中央

卸売市場食

肉市場 

福岡市東区東

浜二丁目 

47,000 

 

 

名称 位置 

福岡市中央卸売

市場青果市場 

福岡市東区みなと香椎三丁

目 

福岡市中央卸売

市場鮮魚市場 

福岡市中央区長浜三丁目 

福岡市中央卸売

市場食肉市場 

福岡市東区東浜二丁目 

（取扱品目） （取扱品目） 

第３条 （略） 第６条 （略） 

（開場の期日） （開場の期日） 

第４条 市場は，次に掲げる市場ごとの休日を

除き，毎日開場するものとする。 

食肉市場以外の市場 

日曜日（１月５日及び12月26日から12月31

日までの日曜日を除く。），国民の祝日に関

する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日及び１月２日から１月４日まで 

食肉市場 

土曜日（１月５日及び12月１日から12月28

日までの土曜日を除く。），日曜日（１月５

日の日曜日を除く。），国民の祝日に関する

法律に規定する休日，１月２日から１月４日

まで及び12月29日から12月31日まで 

第７条 市場は，規則で定める休日（以下「休

日」という。）を除き，毎日開場するものと

する。  

２・３ (略) ２・３ (略) 

（開場の時間） 

第５条 開場の時間は，午前０時から午後12時

までとする。ただし，市長は，市場の業務の

適正かつ健全な運営を確保するため必要があ

ると認めるときは，これを臨時に変更するこ

とができる。 

２ 卸売業者（法第15条第１項の規定により農

林水産大臣の許可を受けて市場において卸売

の業務を行なう者をいう。以下同じ。）の行

なう卸売のための販売開始時刻及び販売終了

時刻は，前項の開場の時間の範囲内で規則で

定める。 

（開場の時間） 

第８条 開場の時間は，規則で定める。 

 

 

 

２ 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻

及び販売終了時刻（以下「販売時間」という。）

並びにせり開始時刻及びせり終了時刻（以下

「せり時間」という。）は，前項の開場の時間

の範囲内で当該卸売業者が定める。 

３ せり時間以外にせり売により卸売をしよう

とする卸売業者は，その卸売に係るせり開始時

刻をあらかじめ卸売場の見やすい場所に掲示
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する等の方法により，取引参加者に十分に周知

しなければならない。 

４ 市長は，市場の業務の適正かつ健全な運営

を確保するため必要があると認めるときは，販

売時間及びせり時間を臨時に変更するよう命

じることができる。 

第２章 市場関係業者   第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者 

（卸売業者の数の最高限度） 

第６条 卸売業者の数の最高限度は，市場及び

取扱品目の部類ごとに，次に掲げるとおりと

する。 

青果市場 

青果部 １ 

鮮魚市場 

水産物部 ２ 

食肉市場 

食肉部 １ 

第１節 卸売業者 

 

（削除） 

 

（新設） 

（卸売業者の認定） 

第９条 市場において卸売の業務を行おうとす

る者は，市長の認定を受けなければならない。 

２ 前項の認定は，市場及び取扱品目の部類ご

とに行う。 

３ 第１項の認定を受けようとする者は，規則

で定めるところにより，次に掲げる事項を記

載した認定申請書を市長に提出しなければな

らない。 

(1) 名称及び住所 

(2) 代表者及び役員の氏名 

(3) 第１項の認定を受けて卸売の業務を行

おうとする市場及び取扱品目 

４ 市長は，第１項の認定の申請が次の各号の

いずれにも該当するときは，同項の認定をす

ることができる。 

(1) 申請者が法人であるとき。 

(2) 申請者が卸売の業務を適確に遂行する

のに必要な知識及び経験を有していると

き。 

(3) 申請者が生鮮食料品等を安定的に集荷

し，市場において円滑かつ安定的に卸売を

すると見込まれるとき。 
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(4) 申請者の純資産額が次条第１項に定め

る純資産基準額を上回つているとき。 

(5) 申請者が卸売市場に関する法令，この条

例及びこの条例に基づく規則の規定その他

市長が定める事項を遵守すると認められる

とき。 

５ 市長は，前項の規定にかかわらず，第１項

の認定の申請が次の各号のいずれかに該当す

るときは，同項の認定をしてはならない。 

(1) 申請者が法の規定により罰金の刑に処

せられた者で，その刑の執行を終わり，又

はその刑の執行を受けることがなくなつた

日から起算して３年を経過しないものであ

るとき。 

(2) 申請者が第15条又は第75条第１項の規

定による認定の取消しを受け，その取消し

の日から起算して３年を経過しない者であ

るとき。 

(3) 申請者の役員が次のいずれかに該当す

る者であるとき。 

  ア 破産手続開始の決定を受けて復権を

得ない者 

   イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法

の規定により罰金の刑に処せられた者

で，その刑の執行を終わり，又はその刑

の執行を受けることがなくなつた日か

ら起算して３年を経過しないもの 

   ウ 第15条又は第75条第１項の規定によ

る認定の取消しを受けた法人のその処

分を受ける原因となつた事項が発生し

た当時その法人の役員として在任して

いた者（当該事項の発生を防止するため

相当の努力をした者でその旨を疎明し

たものを除く。）で，その処分の日から

起算して３年を経過しないもの 

   エ 暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第77号。以

下「暴力団対策法」という。）第２条第

６号に規定する暴力団員又は同号に規

定する暴力団員でなくなつた日から５

年を経過しない者（以下「暴力団員等」
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という。） 

 (4) 申請者が暴力団員等をその業務に従事

させ，又はその業務の補助者として使用し

ているとき。 

 (5) 申請者がその業務活動について暴力団

対策法第２条第２号に規定する暴力団（以

下「暴力団」という。）及び暴力団員等に

より支配を受けていると認められるとき。 

(6) 申請者が市税に係る徴収金を滞納して

いるとき。 

６ 第１項の認定の有効期間は，規則で定める。 

 

（新設） 

（純資産額） 

第10条 卸売業者に係る純資産基準額は，取扱

品目の部類ごとに規則で定める。 

２ 市長は，卸売業者の純資産額が，その者が

卸売の業務を行う取扱品目の部類について前

項の規定により定められた純資産基準額（そ

の者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が２

以上ある場合にあつては，その各取扱品目の

部類について定められた純資産基準額を合算

した額）を下つていることが明らかとなつた

ときは，当該卸売業者に対し，市場における

卸売の業務の全部又は一部の停止を命じるこ

とができる。 

３ 市長は，前項の規定による処分の日から起

算して６月以内に，当該処分を受けた者から，

規則で定めるところにより，その純資産額が

同項に規定する純資産基準額以上の額となつ

た旨の申出があつた場合において，その申出

を相当と認めるときは，遅滞なくその処分を

取り消さなければならない。 

４ 市長は，第２項の規定による処分をした場

合において，その処分を受けた者から前項の

期間内に同項の申出がないとき，又は当該期

間内に当該申出があつても市長がこれを相当

と認めることができないとき （当該期間内

に２以上の申出があつたときは，その申出の

全てについて市長が相当と認めることができ

ないとき）は，当該期間経過後遅滞なくその

者に係る第９条第１項の認定を取り消さなけ

ればならない。 
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５ 卸売業者は，規則で定めるところにより，

毎年２回，市長に対し，その純資産額を報告

しなければならない。 

６ 卸売業者は，規則で定めるところにより，

市長が定める期間ごとに，市長に対し，財産

の状況を記載した書類を提出しなければなら

ない。 

（保証金の預託） （保証金の預託） 

第７条 卸売業者は，農林水産大臣から卸売の

業務の許可を受けた日から起算して１月以内

に，規則で定める様式による誓約書を添えて，

保証金を市長に預託しなければならない。 

第11条 卸売業者は，規則で定めるところによ

り，保証金を市長に預託しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（保証金の額） 

第８条 卸売業者の預託すべき保証金の額は，

次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。 

青果市場 

青果部 600万円以上1,600万円以下 

鮮魚市場 

水産物部 500万円以上1,800万円以下 

食肉市場 

食肉部 200万円以上600万円以下 

２ 前条の保証金は，次に掲げる有価証券をも

つて代用することができる。 

(1) 国債証券 

(2) 地方債証券 

(3) 日本銀行の発行する出資証券 

(4) 特別の法律による法人が発行する債券 

３ 前項の有価証券の価額は，次の各号に掲げ

る有価証券の区分に応じそれぞれ当該各号に

定める額以下において規則で定める額とす

る。 

(1) 国債証券，地方債証券又は政府がその債

務について保証契約をした債券 その額面

金額に相当する額 

(2) 前項第３号及び第４号に掲げる有価証

券（前号に掲げる債券を除く。） その額

面金額の100分の90に相当する額 

 

（削除） 

（保証金の追加預託） （保証金の追加預託） 

第９条 (略) 第12条 (略) 

２ 卸売業者は，前項の規定による預託を完了 （削除） 
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しない場合においては，指定期間経過後その

預託を完了するまでは卸売の業務を行なうこ

とができない。 

３ 第１項の規定による預託については，前条

第２項及び第３項の規定を準用する。 

（削除） 

（保証金の充当） （保証金の充当） 

第10条 市長は，卸売業者が使用料，保管料そ

の他市場に関して市に納付すべき金額の納付

を怠つたときは，次項の優先して弁済を受け

る権利に優先して保証金をこれに充てること

ができる。 

第13条 市長は，卸売業者が使用料，保管料そ

の他市場に関して市に納付すべき金額の納付

を怠つたときは，            

        保証金をこれに充てること

ができる。 

２ 卸売業者に対して市場における卸売のため

の販売又は販売の委託をした者は，当該販売

又は販売の委託による債権に関し，当該卸売

業者が預託した第７条第１項の保証金につい

て，他の債権者に先だつて弁済を受ける権利

を有するものとする。 

（削除） 

（保証金の返還） （保証金の返還） 

第11条 保証金は，卸売業者がその資格を失つ

た日から起算して60日を経過した後でなけれ

ば，これを返還しない。 

第14条 保証金は，第９条第１項の認定を取り

消した日から起算して60日を経過した後でな

ければ，これを返還しない。 

２ （略） ２ （略） 

 

（新設） 

（卸売業者の認定の取消し） 

第15条 市長は，卸売業者が次の各号のいずれ

かに該当するときは，その認定を取り消すも

のとする。 

(1) 第９条第４項各号（第１号を除く。）の

いずれかに該当しないこととなつたとき。 

(2) 第９条第５項各号（第２号を除く。）の

いずれかに該当することとなつたとき。 

(3) 第11条第１項に規定する保証金を預託

しないとき。 

 

２ 市長は，卸売業者が次の各号のいずれかに

該当するときは，その認定を取り消すことが

できる。 

(1) 正当な理由がないのに第９条第１項の

認定の通知を受けた日から起算して１月以

内にその業務を開始しないとき。 

(2) 正当な理由がないのに引き続き１月以

上その業務を休止したとき。 
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(3) 正当な理由がないのにその業務を遂行

しないとき。 

 

（新設） 

（卸売業者の認定の更新） 

第16条 第９条第６項の有効期間の満了後引き

続き市場において卸売の業務を行おうとする

者は，規則で定めるところにより，認定の更

新を受けなければならない。 

２ 第９条第４項から第６項までの規定は，前

項の認定の更新について準用する。 

 

（新設） 

（卸売業者の地位の承継） 

第17条 卸売業者が事業（市場における卸売の

業務に係るものに限る。）の譲渡しをする場

合において，譲渡人及び譲受人が譲渡し及び

譲受けについて市長の認可を受けたときは，

譲受人は卸売業者の地位を承継する。 

２ 卸売業者たる法人の合併の場合（卸売業者

たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸

売業者たる法人が存続する場合を除く。）又

は分割の場合（市場における卸売の業務を承

継させる場合に限る。）において，当該合併

又は分割について市長の認可を受けたとき

は，合併後存続する法人若しくは合併により

設立された法人又は分割により当該業務を承

継した法人は卸売業者の地位を承継する。 

３ 前２項の認可を受けようとする者は，規則

で定めるところにより，認可申請書を市長に

提出しなければならない。 

４ 第９条第４項及び第５項の規定は，第１項

又は第２項の認可について準用する。 

５ 第１項又は第２項の規定による卸売業者の

地位の承継については，譲渡人又は合併若し

くは分割前の法人が第58条第１項の規定によ

り受けていた市場施設の使用の許可に係るも

のは含まないものとする。 

 

（新設） 

（名称変更等の届出） 

第18条 卸売業者は，次の各号のいずれかに該

当するときは，遅滞なくその旨を市長に届け

出なければならない。 

(1) 第９条第１項の認定に係る卸売の業務

を開始し，休止し，再開し，又は廃止した

とき。 
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(2) 第９条第３項第１号又は第２号に掲げ

る事項を変更したとき。 

２ 卸売業者が解散したときは，当該卸売業者

の清算人は，遅滞なくその旨を市長に届け出

なければならない。 

 

（新設） 

（事業年度） 

第19条 卸売業者の事業年度は，毎年４月１日

から翌年３月31日までとする。 

 

（新設） 

（事業報告書の提出等） 

第20条 卸売業者は，卸売市場法施行規則（昭

和46年農林省令第52号。以下「省令」という。）

第７条に定めるところにより事業報告書を作

成し，提出し，又は閲覧させなければならな

い。 

（せり人の登録） （せり人の届出等） 

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせ

り人は，その者について当該卸売業者が市長

の行う登録を受けている者でなければならな

い。 

第21条 卸売業者は，規則で定めるところによ

り，市場において行う卸売のせり人を市長に

届け出なければならない。 

 ２ 卸売業者は，せり人がその業務を適確に遂

行するよう，指導監督，教育等に努めなけれ

ばならない。 

２ 卸売業者は，前項の登録を受けようとする

ときは，次に掲げる事項を記載した登録申請

書を市長に提出しなければならない。 

(1) 申請者の名称 

(2) 登録を受けようとするせり人の氏名及

び住所 

(3) 登録を受けようとするせり人がせりを

行う市場及び取扱品目の部類 

（削除） 

３ 前項の登録申請書には，次に掲げる書類を

添付しなければならない。 

(1) 登録を受けようとするせり人の履歴書 

(2) 登録を受けようとするせり人の戸籍抄

本又はこれに代わる書面 

(3) その他規則で定める書類 

（削除） 

４ 第１項の登録の申請があつた場合は，市長

は，次項の規定により登録を拒否する場合を

除き，登録申請書を受理した日から起算して3

0日以内にせり人登録簿に次に掲げる事項を

登載し，すみやかにその旨を登録申請者に通

（削除） 
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知するとともに，登録を受けたせり人に対し

登録証を交付するものとする。 

(1) せり人の氏名及び住所 

(2) 登録年月日 

(3) 登録番号 

５ 市長は，第１項の登録の申請があつた場合

において，その申請に係るせり人が次の各号

のいずれかに該当するとき，又は登録申請書

若しくはその添付書類に虚為の記載があり若

しくは重要な事実の記載が欠けているとき

は，その登録をしてはならない。 

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の

規定に違反して罰金の刑に処せられた者

で，その刑の執行を終り，又はその刑の執

行を受けることがなくなつた日から起算し

て３年を経過しない者であるとき。 

(3) 第15条又は第82条第５項の規定による

登録の取消しを受け，その取消しの日から

起算して３年を経過しない者であるとき。 

(4) 第19条第１項に規定する仲卸業者若し

くは第31条第１項に規定する売買参加者又

はこれらの者の役員若しくは使用人である

とき。 

(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能

力を有していない者であるとき。 

（削除） 

６ 市長は，前項第５号の経験又は能力の有無

の認定のため，規則で定めるところにより，

試験を行うものとする。 

（削除） 

７ 第１項に規定する登録の有効期間は，登録

の日から起算して５年間とする。ただし，次

に掲げる者の登録の有効期間は，登録の日か

ら起算して３年間とする。 

(1) 初めて登録を受ける者 

(2) 第15条又は第82条第５項の規定により

登録の取消しを受けた者で当該取消し後の

最初の登録を受けるもの 

(3) 第82条第５項の規定により業務の停止

を命ぜられた後の最初の登録を受ける者 

（削除） 

（せり人の責務） （せり人の責務） 

第13条 （略） 第22条 （略） 
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（新設） （せり人に係る措置命令） 

第23条 市長は，せり人が次の各号のいずれか

に該当するときは，当該せり人を届け出た卸

売業者に対し，当該せり人をせりに従事させ

ない等の措置を講じるよう命じることができ

る。 

 (1) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の

規定により罰金の刑に処せられた者で，そ

の刑の執行を終わり，又はその刑の執行を

受けることがなくなつた日から起算して３

年を経過しないもの 

 (2) 売買参加者又は仲卸業者若しくは売買

参加者の役員若しくは使用人であるもの 

 (3) せりを遂行するのに必要な能力を有し

ていない者 

 (4) 暴力団員等 

（せり人の登録の更新） 

第14条 卸売業者は，第12条第１項の登録を受

けたせり人にその有効期間満了の日後も引き

続き市場における卸売のせりを行なわせよう

とする場合は，当該せり人の登録の更新を受

けなければならない。 

２ 前項の登録の更新を受けようとする卸売業

者は，当該せり人の登録の有効期間の満了の

日前60日から当該有効期間満了の日前30日ま

での間に，次に掲げる事項を記載した登録更

新申請書を市長に提出しなければならない。 

(1) 申請者の名称 

(2) 登録の更新を受けようとするせり人の

氏名及び住所 

(3) 登録年月日及び登録番号 

３ 第12条第５項（第３号を除く。）及び第６

項の規定は，第１項の登録の更新について準

用する。 

 

（削除） 

（せり人の登録の取消し） 

第15条 市長は，せり人が第12条第５項第１号，

第２号若しくは第４号のいずれかに該当する

こととなつたとき，又はせりを遂行するのに

必要な能力を有しなくなつたと認めるとき

は，その登録を取り消すものとする。 

 

（削除） 

（せり人の登録の消除）  
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第16条 市長は，せり人が次の各号のいずれか

に該当するときは，その登録を消除するもの

とする。 

(1) 前条の規定による登録の取消しを受け

たとき。 

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消

除を申請したとき。 

(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更

新を受けなかつたとき。 

(4) 第82条第５項の規定により登録の取消

しの処分を受けたとき。 

２ 前項の規定により登録の消除を受けたせり

人は，すみやかに登録証を市長に返還しなけ

ればならない。 

（削除） 

（帽子，記章及び登録証の着用） 

第17条 せり人は，卸売のせりに従事するとき

は，青果市場及び鮮魚市場においては，規則

で定める帽子及び記章を着用し，食肉市場に

おいては，登録証を着用しなければならない。 

 

（削除） 

（相対取引の場合における販売担当者） 

第18条 卸売業者は，市場において取扱物品を

相対取引で販売するときは，その販売に従事

する者について，規則で定めるところにより，

あらかじめ市長に届け出なければならない。 

２ 相対取引での販売に従事する者は，相対取

引を行うのに必要な経験又は能力を有してい

なければならない。 

 

（削除） 

第２節 仲卸業者 

（仲卸業者の数の最高限度） 

第19条 仲卸業者（次条第１項の規定により市

長の許可を受けて仲卸しの業務（市が市場内

に設置する店舗において市場の卸売業者から

卸売を受けた取扱品目の部類に属する物品を

仕分けし，又は調整して販売する業務をいう。

以下同じ。）を行う者をいう。以下同じ。）

の数の最高限度は，市場及び取扱品目の部類

ごとに，次に掲げるとおりとする。 

青果市場 

青果部 35 

鮮魚市場 

水産物部 43 

第２節 仲卸業者 

 

（削除） 
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２ 次に掲げる市場及び取扱品目の部類には，

仲卸業者を置かないものとする。 

食肉市場 

食肉部 

（仲卸業務の許可） （仲卸業者の認定） 

第20条 仲卸しの業務を行おうとする者は，市

長の許可を受けなければならない。 

第24条 市場において仲卸の業務を行おうとす

る者は，市長の認定を受けなければならない。 

２ 前項の許可は，前条第１項の市場及び取扱

品目の部類ごとに行う。 

２ 前項の認定は，      市場及び取扱

品目の部類ごとに行う。 

３ 第１項の許可を受けようとする者は，規則

で定めるところにより，次に掲げる事項を記

載した許可申請書を市長に提出しなければな

らない。 

(1) 氏名又は名称及び住所 

(2) 商号 

(3) 法人である場合にあつては資本金又は

出資の額及び役員の氏名 

(4) 許可を受けて仲卸しの業務を行おうと

する市場及び取扱品目 

３ 第１項の認定を受けようとする者は，規則

で定めるところにより，次に掲げる事項を記

載した認定申請書を市長に提出しなければな

らない。 

(1) 名称及び住所 

 

(2) 代表者及び役員の氏名 

 

(3) 第１項の認定を受けて仲卸の業務を行

おうとする市場及び取扱品目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 市長は，第１項の許可の申請が次の各号の

いずれかに該当するときは，同項の許可をし

てはならない。 

(1) 申請者が破産者で復権を得ない者であ

るとき。 

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者

又は法の規定に違反して罰金の刑に処せら

れた者で，その刑の執行を終り，又はその

刑の執行を受けることがなくなつた日から

起算して３年を経過しない者であるとき。 

 

 

４ 市長は，第１項の認定の申請が次の各号の

いずれにも該当するときは，同項の認定をす

ることができる。 

(1) 申請者が法人であるとき。 

(2) 申請者が仲卸の業務を適確に遂行する

のに必要な知識及び経験並びに資力信用

を有しているとき。 

(3) 申請者が卸売業者から生鮮食料品等を

円滑かつ安定的に買い受けると見込まれ

るとき。 

(4) 申請者が卸売市場に関する法令，この条

例及びこの条例に基づく規則の規定その他

市長が定める事項を遵守すると認められる

とき。 

５ 市長は，前項の規定にかかわらず，第１項

の認定の申請が次の各号のいずれかに該当す

るときは，同項の認定をしてはならない。 

 

(1) 申請者が法の規定により罰金の刑に処

せられた者で，その刑の執行を終わり，又

はその刑の執行を受けることがなくなつた

日から起算して３年を経過しないものであ
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(3) 申請者が中央卸売市場の仲卸しの業務

の許可の取消しを受け，その取消しの日か

ら起算して３年を経過しない者であると

き。 

(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行す

るのに必要な知識及び経験又は資力信用を

有しない者であるとき。 

(5) 申請者が当該申請に係る市場の卸売業

者又は卸売業者の役員若しくは使用人であ

るとき。 

(6) 申請者が法人であつてその業務を執行

する役員のうちに第１号から第３号まで及

び第５号のいずれかに該当する者があると

き。 

(7) 申請者（申請者が法人である場合にあつ

ては，その役員）が暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第６号に規定する暴力団員

又は暴力団員でなくなつた日から５年を経

過しない者（以下「暴力団員等」という。）

であるとき。 

(8) 申請者が暴力団員等をその業務に従事

させ，又はその業務の補助者として使用し

ているとき。 

(9) 申請者がその業務活動について暴力団

員等により支配を受けていると認められる

とき。 

(10) その許可をすることによつて仲卸業者

の数が前条第１項に定める数の最高限度を

超えることとなるとき。 

るとき。 

(2) 申請者が第26条又は第75条第２項の規

定による認定の取消しを受け，その取消し

の日から起算して３年を経過しない者であ

るとき。 

(3) 申請者の役員が次のいずれかに該当す

る者であるとき。 

  ア 破産手続開始の決定を受けて復権を

得ない者 

   イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法

の規定により罰金の刑に処せられた者

で，その刑の執行を終わり，又はその刑

の執行を受けることがなくなつた日か

ら起算して３年を経過しないもの 

   ウ 第26条又は第75条第２項の規定によ

る認定の取消しを受けた法人のその処

分を受ける原因となつた事項が発生し

た当時その法人の役員として在任して

いた者（当該事項の発生を防止するため

相当の努力をした者でその旨を疎明し

たものを除く。）で，その処分の日から

起算して３年を経過しないもの 

   エ 暴力団員等 

  

(4) 申請者が暴力団員等をその業務に従事

させ，又はその業務の補助者として使用し

ているとき。 

 (5) 申請者がその業務活動について暴力団

及び暴力団員等により支配を受けていると

認められるとき。 

 

 

(6) 申請者が市税に係る徴収金を滞納して

いるとき。 

６ 第１項の認定の有効期間は，規則で定める。 

（仲卸業者の責務） 

第21条 仲卸業者は，市場における仲卸しの業

務を適正かつ健全に運営し，取扱物品につい

ての公正かつ妥当な評価及び経営の近代化に

努め，公正明朗な取引を推進しなければなら

ない。 

 

（削除） 
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（保証金の預託） 

第22条 仲卸業者は，第20条第１項の許可を受

けた日から起算して１月以内に，保証金を市

長に預託しなければならない。 

２ （略） 

（保証金の預託） 

第25条 仲卸業者は，規則で定めるところによ

り，保証金を市長に預託しなければならない。 

２ （略） 

３ 第12条から第14条までの規定は，第１項の

保証金について準用する。 

（保証金の額） 

第23条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は，

市場及び取扱品目の部類ごとに20万円以上30

万円以下の範囲内において規則で定める。 

２ 第８条第２項及び第３項，第９条，第10条

第１項並びに第11条の規定は，前条第１項の

保証金について準用する。 

 

（削除） 

（仲卸業務の許可の取消し） 

第24条 市長は，仲卸業者が第20条第４項第１

号，第２号若しくは第５号から第９号までの

いずれかに該当することとなつたとき，又は

その業務を適確に遂行することができる資力

信用を有しなくなつたと認めるときは，その

許可を取り消すものとする。 

 

 

 

 

 

２ 市長は，仲卸業者が次の各号のいずれかに

該当するときは，その許可を取り消すことが

できる。 

(1) 正当な理由がないのに第20条第１項の

許可の通知を受けた日から起算して１月以

内に第22条第１項の保証金を預託しないと

き。 

(2) 正当な理由がないのに第20条第１項の

許可の通知を受けた日から起算して１月以

内にその業務を開始しないとき。 

(3) 正当な理由がないのに引き続き１月以

上その業務を休止したとき。 

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行

しないとき。 

３ 前２項の規定による処分に関し聴聞を行う

場合は，その期日における審理は，公開によ

（仲卸業者の認定の取消し） 

第26条 市長は，仲卸業者が次の各号    

                  のい

ずれかに該当する            

                    

             ときは，その認

定を取り消すものとする。 

(1) 第24条第４項各号（第１号を除く。）の

いずれかに該当しなくなつたとき。 

(2) 第24条第５項各号（第２号を除く。）の

いずれかに該当することとなつたとき。 

(3) 前条第１項に規定する保証金を預託し

ないとき。 

２ 市長は，仲卸業者が次の各号のいずれかに

該当するときは，その認定を取り消すことが

できる。 

 

 

 

(1) 正当な理由がないのに第24条第１項の

認定の通知を受けた日から起算して１月以

内にその業務を開始しないとき。 

(2) 正当な理由がないのに引き続き１月以

上その業務を休止したとき。 

(3) 正当な理由がないのにその業務を遂行

しないとき。 

（削除） 

58



り行わなければならない。 

 （仲卸業者の認定の更新） 

第27条 第24条第６項の有効期間の満了後引き

続き市場において仲卸の業務を行おうとする

者は，規則で定めるところにより，認定の更

新を受けなければならない。 

２ 第24条第４項から第６項までの規定は，前

項の認定の更新について準用する。 

（仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに

合併及び分割） 

第25条 仲卸業者が事業（市場における仲卸し

の業務に係るものに限る。）の譲渡しをする

場合において，譲渡人及び譲受人が譲渡し及

び譲受けについて市長の認可を受けたとき

は，譲受人は仲卸業者の地位を承継する。 

２ 仲卸業者たる法人の合併の場合（仲卸業者

たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲

卸業者たる法人が存続する場合を除く。）又

は分割の場合（市場における仲卸しの業務を

承継させる場合に限る。）において，当該合

併又は分割について市長の認可を受けたとき

は，合併後存続する法人若しくは合併により

設立された法人又は分割により当該業務を承

継した法人は仲卸業者の地位を承継する。 

３ 第１項又は前項の認可を受けようとする者

は，規則で定めるところにより，認可申請書

を市長に提出しなければならない。 

４ 第20条第４項     の規定は，第１項

又は第２項の認可について準用する。この場

合において，第20条第４項中「第１項の許可」

とあるのは「第25条第１項又は第２項の認可」

と，「申請者」とあるのは「その申請に係る

譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併

により設立される法人若しくは分割により市

場における仲卸しの業務を承継する法人」と

読み替えるものとする。 

５ 第１項又は第２項の規定による仲卸業者の

地位の承継については，譲渡人又は合併若し

くは分割前の法人が第71条第１項の規定によ

り受けていた市場施設の使用の指定は含まな

いものとする。 

（仲卸業者の地位の承継         

      ） 

第28条 仲卸業者が事業（市場における仲卸 

の業務に係るものに限る。）の譲渡しをする

場合において，譲渡人及び譲受人が譲渡し及

び譲受けについて市長の認可を受けたとき

は，譲受人は仲卸業者の地位を承継する。 

２ 仲卸業者たる法人の合併の場合（仲卸業者

たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲

卸業者たる法人が存続する場合を除く。）又

は分割の場合（市場における仲卸 の業務を

承継させる場合に限る。）において，当該合

併又は分割について市長の認可を受けたとき

は，合併後存続する法人若しくは合併により

設立された法人又は分割により当該業務を承

継した法人は仲卸業者の地位を承継する。 

３ 前２項   の認可を受けようとする者

は，規則で定めるところにより，認可申請書

を市長に提出しなければならない。 

４ 第24条第４項及び第５項の規定は，第１項

又は第２項の認可について準用する。   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

５ 第１項又は第２項の規定による仲卸業者の

地位の承継については，譲渡人又は合併若し

くは分割前の法人が第58条第１項の規定によ

り受けていた市場施設の使用の許可に係るも

のは含まないものとする。 
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（仲卸しの業務の相続） 

第26条 仲卸業者が死亡した場合において，相

続人（相続人が２人以上ある場合において，

その協議により当該仲卸業者の市場における

仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたと

きは，その者）が被相続人の行なつていた市

場における仲卸しの業務を引き続き営もうと

するときは，市長の認可を受けなければなら

ない。 

２ 前項の認可の申請は，被相続人の死亡の日

から起算して60日以内にしなければならな

い。 

３ 相続人が前項の認可の申請をした場合にお

いては，被相続人の死亡の日からその認可が

あつた旨又はその認可をしない旨の通知を受

ける日までの間は，被相続人に対してした第2

0条第１項の許可は，その相続人に対してした

ものとみなす。 

４ 第１項の認可を受けようとする者は，規則

で定めるところにより，認可申請書を市長に

提出しなければならない。 

５ 第20条第４項の規定は，第１項の認可につ

いて準用する。この場合において，第20条第

４項中「第１項の許可」とあるのは「第26条

第１項の認可」と読み替えるものとする。 

６ 第１項の認可を受けた者は，仲卸業者の地

位を承継する。 

 

（削除） 

（名称変更等の届出） （名称変更等の届出） 

第27条 （略）  第29条 （略） 

(1) 仲卸しの業務を開始し，休止し，又は再

開したとき。 

(1) 第24条第１項の認定に係る仲卸の業務

を開始し，休止し，再開し，又は廃止した

とき。 

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更した

とき。 

(2) 第24条第３項第１号又は第２号に掲げ

る事項を変更したとき。  

(3) 商号を変更したとき。  

(4) 法人である場合にあつては資本金又は

出資の額及び役員を変更したとき。 

 

(5) 仲卸しの業務を廃止したとき。  

２ 仲卸業者が死亡し，又は解散したときは，

当該仲卸業者の相続人又は清算人は，遅滞な

くその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 仲卸業者が      解散したときは，

当該仲卸業者の     清算人は，遅滞な

くその旨を市長に届け出なければならない。 
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（事業年度） （事業年度） 

第28条 （略） 第30条 （略） 

（事業報告書の提出） （事業報告書の提出） 

第29条 （略） 第31条 （略） 

   第３節 売買参加者 

（売買参加者の承認） 

   第３節 売買参加者 

（売買参加者の承認） 

第30条 市場において卸売業者から卸売を受け

ようとする者（仲卸業者を除く。）は，市長

の承認を受けなければならない。 

第32条 市場において卸売業者から卸売を受け

ようとする者（仲卸業者を除く。）は，市長

の承認を受けることができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の承認を受けようとする者は，規則

で定めるところにより，次に掲げる事項を記

載した承認申請書を市長に提出しなければな

らない。 

３ 第１項の承認を受けようとする者は，規則

で定めるところにより，次に掲げる事項を記

載した承認申請書を市長に提出しなければな

らない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 商号 (2) 個人の場合にあつては商号 

(3) 法人である場合にあつては資本金又は

出資の額及び役員の氏名 

 (3) 法人の場合にあつては       

      役員の氏名 

(4) 承認を受けて卸売業者から卸売を受け

ようとする市場及び取扱品目の部類 

(4) 第１項の承認を受けて卸売業者から卸

売を受けようとする市場及び取扱品目の部

類 

４ 市長は，第１項の承認の申請が次の各号の

いずれかに該当する場合を除き，同項の承認

をするものとする。 

４ 市長は，第１項の承認の申請が次の各号の

いずれかに該当する場合を除き，同項の承認

をするものとする。 

(1) 申請者が破産者で復権を得ない者であ

るとき。 

(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて

復権を得ない者であるとき。 

(2) (略)  (2) (略)  

(3) 申請者が当該申請に係る市場及び取扱

品目の部類に属する市場の卸売業者若しく

は仲卸業者又はこれらの者の役員若しくは

使用人であるとき。 

(3) 申請者が当該申請に係る      

         市場の卸売業者若しく

は仲卸業者又はこれらの役員若しくは使用

人であるとき。 

(4) 申請者が第32条又は第82条第３項の規

定による承認の取消しを受け，その取消し

の日から起算して３年を経過しない者であ

るとき。 

(4) 申請者が第35条又は第75条第３項の規

定による承認の取消しを受け，その取消し

の日から起算して３年を経過しない者であ

るとき。 

(5)・(6) (略) (5)・(6) (略) 

(7) 申請者がその業務活動について暴力団

員等により支配を受けていると認められる

とき。 

(7) 申請者がその業務活動について暴力団

及び暴力団員等により支配を受けていると

認められるとき。 

（新設） ５ 第１項の承認の有効期間は，規則で定める。 

 （売買参加者の承認の更新） 
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（新設） 第33条 前条第５項の有効期間の満了後引き続

き市場において売買参加者になろうとする者

は，規則で定めるところにより，承認の更新

を受けなければならない。 

２ 前条第４項及び第５項の規定は，前項の承

認の更新について準用する。 

（名称変更等の届出） （名称変更等の届出） 

第31条 前条第１項の承認を受けた者（以下「売

買参加者」という。）は，次の各号のいずれ

かに該当する場合には，遅滞なくその旨を市

長に届け出なければならない。 

第34条 売買参加者                        

                      は，次の各号のいず

れかに該当する場合には，遅滞なくその旨を

市長に届け出なければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（売買参加者の承認の取消し） （売買参加者の承認の取消し） 

第32条 市長は，売買参加者が第30条第４項第

１号，第３号若しくは第５号から第７号まで

のいずれかに該当することとなつたとき，又

は卸売の相手方として必要な資力信用を有し

なくなつたと認めるときは，その承認を取り

消すものとする。 

第35条 市長は，売買参加者が第32条第４項各

号（第４号を除く。）のいずれかに該当する

こととなつたとき，又は卸売の相手方として

必要な資力信用を有しなくなつたと認めると

きは，その承認を取り消すものとする。 

第４節 関連事業者 

（関連事業者の許可） 

第33条 市長は，市場の適正かつ健全な運営を

確保するため必要があると認めるときは，市

場機能の充実を図り，又は出荷者，売買参加

者，買出人（市場内において仲卸業者から販

売を受ける者をいう。第57条において同じ。）

その他の市場の利用者に便益を提供するた

め，次に掲げる者に対し，市場内の店舗その

他の施設において業務を営むことを許可する

ことができる。 

(1) 第３条で定める取扱品目以外の生鮮食

料品等の卸売を行なう者，市場の取扱品目

の保管，貯蔵，運搬等を行なう者その他市

場機能の充実に資するものとして規則で定

める業務を営む者 

(2) 飲食店営業，理容業その他市場の利用者

に便益を提供するものとして規則で定める

業務を営む者 

２ 前項の許可を受けて市場内において営業し

ようとする者は，規則で定めるところにより，

（削除） 
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次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長

に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所 

(2) 商号 

(3) 法人である場合にあつては資本金又は

出資の額及び役員の氏名 

(4) 許可を受けて営業しようとする市場 

(5) 許可を受けて営もうとする営業の種類

及び内容 

（許可の基準） 

第34条 市長は，前条第１項第１号に規定する

業務（以下「第１種関連事業」という。）を

営むことについて同項の許可の申請をした者

が次の各号のいずれかに該当するときは，許

可しないものとする。 

(1) 破産者で復権を得ない者であるとき。 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の

規定に違反して罰金の刑に処せられた者

で，その刑の執行を終り，又はその刑の執

行を受けることがなくなつた日から起算し

て３年を経過しない者であるとき。 

(3) 第36条又は第82条第４項の規定による

許可の取消しを受け，その取消しの日から

起算して２年を経過しない者であるとき。 

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識

及び経験又は資力信用を有しない者である

とき。 

(5) 申請者（申請者が法人である場合にあつ

ては，その役員）が暴力団員等であるとき。 

(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事

させ，又はその業務の補助者として使用し

ているとき。 

(7) 申請者がその業務活動について暴力団

員等により支配を受けていると認められる

とき。 

２ 市長は，前条第１項第２号に規定する業務

（以下「第２種関連事業」という。）を営む

ことについて同項の許可の申請をした者が業

務を適確に遂行するのに必要な能力若しくは

資力信用を有しないと認めるとき，又は前項

第５号から第７号までのいずれかに該当する
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ときは，許可しないものとする。 

（保証金） 

第35条 第１種関連事業又は第２種関連事業の

許可を受けた者（以下「関連事業者」と総称

する。）は，第33条第１項の許可を受けた日

から起算して１月以内に保証金を市長に預託

しなければならない。 

２ 関連事業者は，保証金を預託した後でなけ

れば，その業務を開始してはならない。 

３ 関連事業者の預託すべき保証金の額は，市

場ごとに関連事業者の種類に応じ，規則で定

める。 

４ 第８条第２項及び第３項，第９条，第10条

第１項並びに第11条の規定は，第１項の保証

金について準用する。 

（許可の取消し等） 

第36条 市長は，第１種関連事業の許可を受け

た者が第34条第１項第１号，第２号若しくは

第５号から第７号までのいずれかに該当する

こととなつたとき，又は業務を適確に遂行す

るのに必要な資力信用を有しなくなつたと認

めるときは，第33条第１項の許可を取り消す

ものとする。 

２ 市長は，第２種関連事業の許可を受けた者

が第34条第１項第５号から第７号までのいず

れかに該当することとなつたとき，又は業務

を適確に遂行するのに必要な能力若しくは資

力信用を有しなくなつたと認めるときは，第3

3条第１項の許可を取り消すものとする。 

３ 市長は，関連事業者が次の各号のいずれか

に該当するときは，第33条第１項の許可を取

り消すことができる。 

(1) 正当な理由がないのに第33条第１項の

許可の通知を受けた日から起算して１月以

内に保証金を預託しないとき。 

(2) 正当な理由がないのに第33条第１項の

許可の通知を受けた日から起算して１月以

内にその業務を開始しないとき。 

(3) 正当な理由がないのに引き続き１月以

上その業務を休止したとき。 

(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行
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しないとき。 

（関連事業者に対する規制等） 

第37条 市長は，第１種関連事業及び第２種関

連事業の適正かつ健全な運営を確保するため

特に必要があると認めるときは，関連事業者

に対し，その業務又は取扱品目の販売につい

て必要な指示等をすることができる。 

（関連事業者への準用規定） 

第38条 第26条及び第27条の規定は，関連事業

者について準用する。 

２ 第28条及び第29条の規定は，第１種関連事

業者について準用する。 

第３章 売買取引及び決済の方法 

（売買取引の原則） 

第３章 売買取引及び決済の方法 

（売買取引の原則） 

第39条 市場における売買取引は，公正かつ効

率的でなければならない。     

第36条 取引参加者は，公正かつ効率的に売買

取引を行わなければならない。 

（売買取引の方法） （売買取引の方法） 

第40条 卸売業者は，市場において行う卸売に

ついては，次の各号に掲げる物品の区分に応

じ，当該各号に掲げる売買取引の           

                                        

                                 方法に

よらなければならない。 

第37条 卸売業者は，市場において行う卸売に

ついては，規則で定めるところにより，せり

売又は相対による取引（一の卸売業者と一の

卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法を

いい，以下「相対取引」という。）によらな

ければならない。 

(1) 別表第１に掲げる物品 せり売又は入

札の方法 

 

(2) 別表第２に掲げる物品 毎日の卸売予

定数量のうち市長が別に定める割合に相当

する部分についてはせり売又は入札の方

法，それ以外の部分についてはせり売若し

くは入札の方法又は相対取引 

 

(3) 別表第３に掲げる物品 せり売若しく

は入札の方法又は相対取引 

 

２ 卸売業者は，前項第１号及び第２号に掲げ

る物品（同項第２号に掲げる物品にあつては，

同号の一定の割合に相当する部分に限る。）

については，次に掲げる場合であつて市長が

せり売又は入札の方法により卸売をすること

が著しく不適当であると認めて承認したとき

は，相対取引の方法によることができる。 

(1) 災害が発生した場合 

(2) 入荷が遅延した場合 

（削除） 
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(3) 卸売の相手方が少数である場合 

(4) せり売又は入札の方法による卸売によ

り生じた残品の卸売をする場合 

(5) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者と

の間においてあらかじめ締結した契約に基

づき確保した物品の卸売をする場合 

(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する

必要があるためその他やむを得ない理由に

より通常の卸売開始時刻以前に卸売をする

場合 

(7) 第45条第１項ただし書の規定によりそ

の市場における仲卸業者及び売買参加者以

外の者に対して卸売をする場合 

３ 卸売業者は，第１項第２号及び第３号に掲

げる物品については，次に掲げる場合であつ

て市長が指示したときは，せり売又は入札の

方法によらなければならない。 

(1) 当該市場における物品の入荷量が一時

的に著しく減少した場合 

(2) 当該市場における物品に対する需要が

一時的に著しく増加した場合 

（削除） 

４ 市長は，第１項第２号の市長が定める割合

を定め，又は変更しようとするときは，市場

取引委員会（この条例又はこの条例に基づく

規則の規定により置かれる法第13条の２第１

項の市場取引委員会をいう。以下同じ。）の

意見を聴くとともに，その数値を市場内の見

やすい場所に掲示するものとする。 

（削除） 

５ 卸売業者は，第１項第３号に掲げる物品に

ついて，販売方法の設定又は変更をしようと

するときは，その販売方法を卸売場の見やす

い場所に掲示する等の方法により，関係者に

十分周知しなければならない。 

（削除） 

（相対取引の承認申請） 

第41条 前条第２項の規定による承認を受けよ

うとする卸売業者は，規則で定めるところに

より，市長に申請しなければならない。 

 

（削除） 

（卸売業者の業務の規制） 

第42条 卸売業者は，市場に係る中央卸売市場

開設区域（以下単に「開設区域」という。）

内において法第15条第１項の許可に係る取扱

 

（削除） 
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品目の部類に属する物品の卸売その他の販売

をしようとするときは，当該許可に係る卸売

の業務として卸売をする場合及び法第58条第

１項の許可に係る卸売の業務として卸売をす

る場合を除き，規則で定めるところにより，

あらかじめ市長に届け出なければならない。

届け出た内容を変更しようとする場合も，同

様とする。 

２ 市長は，前項の規定による届出があつたと

きは，市場取引委員会に報告しなければなら

ない。 

３ 市場取引委員会は，第１項の規定による届

出に係る販売について，意見を述べることが

できる。 

４ 市場は，第１項の規定による届出に係る販

売が卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害

するおそれがあると認めたときは，卸売業者

に当該業務の中止その他必要な改善措置をと

るべき旨を命じることができる。 

（              差別的取扱いの禁止  ） （卸売業者による差別的取扱いの禁止等） 

第43条 卸売業者は，市場における卸売の業務

に関し，出荷者又は仲卸業者若しくは売買参

加者に対して不当に差別的な取扱いをしては

ならない。 

第38条 卸売業者は，市場における卸売の業務

に関し，出荷者又は仲卸業者，売買参加者そ

の他の買受人に対して不当に差別的な取扱い

をしてはならない。 

２ 卸売業者は，その許可に係る取扱品目の部

類に属する物品について市場における卸売の

ための販売の委託の申込みがあつた場合に

は，その申込が第51条第１項の規定により承

認を受けた受託契約約款によらないことその

他の正当な理由がなければ，その引受けを拒

んではならない。 

２ 卸売業者は，その認定に係る取扱品目の部

類に属する生鮮食料品等について市場におけ

る卸売のための販売の委託の申込みがあつた

場合には，省令第６条に規定する正当な理由

がある場合を除き，その引受けを拒んではな

らない。 

（販売開始時刻以前の卸売の禁止） 

第44条 卸売業者は，販売開始時刻以前に取扱

物品の卸売をしてはならない。ただし，規則

で定めるところにより，緊急に出港する船舶

に物品を供給する必要があるためその他やむ

を得ない理由があると認めたときは，この限

りでない。 

 

（削除） 

（卸売の相手方の制限                    

    ） 

（卸売業者の市場外の者に対する卸売に係る

報告） 

第45条 卸売業者は，市場における卸売の業務 第39条 卸売業者は，市場における卸売の業務
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については，仲卸業者及び売買参加者以外の

者に対して卸売をしてはならない。ただし，

次の各号のいずれかに該当する場合は，この

限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 次のいずれかの特別の事情がある場合

であつて，市長が当該市場の仲卸業者及び

売買参加者の買受けを不当に制限すること

とならないと認めて許可したとき。 

ア 当該市場における入荷量が著しく多い

か，又は当該市場に出荷された物品が当

該市場の仲卸業者及び売買参加者にとつ

て品目又は品質が特殊であるため残品を

生じるおそれがあるとき。 

イ 当該市場の仲卸業者及び売買参加者に

対して卸売をした後残品を生じたとき。 

ウ 開設区域外の卸売市場の生鮮食料品等

の入荷事情からみて当該市場の卸売業者

からの卸売の方法以外の方法によつては

当該卸売市場に出荷されることが著しく

困難である物品を当該卸売市場において

卸売業務を行う者に対して卸売をすると

き。 

について，仲卸業者及び売買参加者以外の者

に対して卸売をしたときは，規則で定めると

ころにより，品目ごとの卸売の数量，主要な

産地並びに省令第３条第２項に規定する高

値，中値及び安値に区分した卸売価格（当該

卸売をした物品の単価に消費税額（消費税法

（昭和63年法律第108号）の規定により課税さ

れる消費税に相当する額をいう。以下同じ。）

及び地方消費税額（地方税法（昭和25年法律

第226号）の規定により課税される地方消費税

に相当する額をいう。以下同じ。）を加えて

得た額をいう。以下同じ。）（以下「区分卸

売価格」という。）を記載した報告書を市長

に提出しなければならない。 

(2) 卸売業者が，他の卸売市場において卸売

の業務を行う者との間においてあらかじめ

締結した集荷の共同化その他の卸売の業務

の連携に関する契約に基づき，当該他の卸

売市場において卸売の業務を行う者又は当

該他の卸売市場の買受人（卸売市場におい

て卸売業者から卸売を受けることについて

開設者の許可又は承認を受けた者をいう。）

に対して卸売をする場合であつて，当該契

約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たし

ているとき。ただし，食肉市場における家

畜の生体については，当該卸売の対象とは
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ならない。 

ア 当該契約において卸売の対象となる物

品の品目，数量の上限，卸売の実施期間

（１月以上のものに限る。）及び当該市

場における入荷量が著しく減少した場合

の措置が定められていること。 

イ 卸売業者が，第３項に規定するところ

により市長に申請し，市場取引委員会の

審議を経て，当該契約に基づく卸売が当

該市場における取引の秩序を乱すおそれ

がない旨の市長の承認を受けているこ

と。 

(3) 卸売業者が，農林漁業者等（農林漁業者

又は農林漁業者を構成員とする農業協同組

合，農業協同組合連合会，農事組合法人，

漁業協同組合，漁業協同組合連合会，森林

組合若しくは森林組合連合会（これらの者

の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振

興を図ることを目的とするものを含む。）

をいう。以下同じ。）及び食品製造業者等

（生鮮食料品等を原料又は材料として使用

し，製造，加工又は販売の事業を行う者を

いう。以下同じ。）との間においてあらか

じめ締結した新商品の開発に必要な国内産

の農林水産物の供給に関する契約に基づ

き，当該食品製造業者等に対して卸売をす

る場合であつて，当該契約に基づく卸売が

次に掲げる要件を満たしているとき。ただ

し，食肉市場における家畜の生体について

は，当該卸売の対象とはならない。 

ア 当該契約において卸売の対象となる物

品の品目，数量の上限及び卸売の実施期

間（１月以上１年未満のものに限る。）

が定められていること。 

イ 卸売業者が，第４項に規定するところ

により市長に申請し，当該契約に基づく

卸売が当該市場における取引の秩序を乱

すおそれがない旨の市長の承認を受けて

いること。 

 

(4) 卸売業者が，食品製造業者等との間にお

いてあらかじめ締結した国内産の農林水産
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物の輸出に関する契約に基づき，当該食品

製造業者等に対して卸売をする場合であつ

て，当該契約に基づく卸売が次に掲げる要

件を満たしているとき。ただし，食肉市場

における家畜の生体については，当該卸売

の対象とはならない。 

ア 当該契約において卸売の対象となる物

品の品目，数量の上限，卸売の実施期間

（１年未満のものに限る。）及び当該市

場における入荷量が著しく減少した場合

の措置が定められていること。 

イ 卸売業者が，第５項に規定するところ

により市長に申請し，当該契約に基づく

卸売が当該市場における取引の秩序を乱

すおそれがない旨の市長の承認を受けて

いること。 

２ 前項第１号の規定による許可を受けようと

する卸売業者は，規則で定めるところにより，

市長に申請しなければならない。 

（削除） 

３ 第１項第２号イの承認を受けようとする卸

売業者は，他の卸売市場において卸売の業務

を行う者と締結した卸売の業務の連携に関す

る契約に係る契約書の写しを添えて，規則で

定めるところにより，市長に申請しなければ

ならない。申請した内容を変更しようとする

場合も，同様とする。 

（削除） 

４ 第１項第３号イの承認を受けようとする卸

売業者は，農林漁業者等及び食品製造業者等

と締結した国内産の農林水産物を利用した新

商品の開発に関する契約に係る契約書の写し

を添えて，規則で定めるところにより，市長

に申請しなければならない。申請した内容を

変更しようとする場合も，同様とする。 

（削除） 

５ 第１項第４号イの承認を受けようとする卸

売業者は，食品製造業者等と締結した国内産

の農林水産物の輸出に関する契約に係る契約

書の写しを添えて，規則で定めるところによ

り，市長に申請しなければならない。申請し

た内容を変更しようとする場合も，同様とす

る。 

（削除） 

６ 第１項第１号の規定による許可を受けた卸 （削除） 
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売業者は，その許可に係る物品の卸売をした

ときは，その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

７ 第１項第２号イ，第３号イ又は第４号イの

承認を受けた卸売業者は，毎月，その承認に

係る品目の卸売の数量を翌月20日までに市長

に届け出なければならない。 

（削除） 

第46条 削除 （削除） 

（家畜の解体販売の委託） （家畜の解体販売の委託） 

第47条 （略） 第40条 （略） 

（市場外にある物品の卸売の禁止） （市場外にある物品の卸売の報告） 

第48条 卸売業者は，市場における卸売の業務

については，当該市場内にある物品以外の物

品の卸売をしてはならない。ただし，次の各

号のいずれかに該当する場合はこの限りでな

い。 

(1) 開設区域内において市長が指定する場

所（法第39条第１号の規定により農林水産

大臣が指定した場所を含む。）にある物品

を卸売するとき。 

第41条 卸売業者は，市場における卸売の業務

として，市場外にある物品の卸売をした場合

は，規則で定めるところにより，市長に報告

しなければならない。  

(2) 開設区域内において卸売業者が申請し

た場所にある物品（卸売業者が仲卸業者又

は売買参加者との間においてあらかじめ締

結した契約に基づき確保した物品に限る。）

の卸売をすることについて，当該市場にお

ける効率的な売買取引のために必要であ

り，かつ，取引の秩序を乱すおそれがない

と市長が認めて承認したとき。 

 

(3) 卸売業者が，電子情報処理組織を使用す

る取引方法その他の情報通信の技術を利用

する取引方法により，規則で定める物品の

卸売をすることについて，市長が，あらか

じめ市場取引委員会の意見を聴いて，当該

市場における効率的な売買取引のために必

要であり，かつ，取引の秩序を乱すおそれ

がないと認めて承認したとき。 

 

２ 前項第１号の規定による指定を受けようと

する卸売業者は，規則で定めるところにより，

市長に申し出なければならない。 

２ 卸売業者は，前項に規定する卸売を行うた

め市場外に保管場所を設置しようとするとき

は，規則で定めるところにより，その保管場

所について市長の指定を受けることができ

る。 
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３ 第１項第１号の規定による場所の指定を受

けた卸売業者は，その指定を必要としなくな

つたときは，その旨を市長に届け出なければ

ならない。 

３ 前項の規定による場所の指定を受けた卸売

業者は，その指定を必要としなくなつたとき

は，その旨を市長に届け出なければならない。 

４ 第１項第２号の規定による承認を受けよう

とする卸売業者は，仲卸業者又は売買参加者

との間においてあらかじめ締結した契約に係

る契約書の写しを添えて，規則で定めるとこ

ろにより，市長に申請しなければならない。 

（削除） 

５ 第１項第２号の規定による承認を受けた卸

売業者は，その承認を必要としなくなつたと

きは，その旨を市長に届け出なければならな

い。 

（削除） 

６ 第１項第３号の規定による承認を受けよう

とする卸売業者は，規則で定めるところによ

り，市長に申請しなければならない。申請し

た内容を変更しようとする場合も，同様とす

る。 

（削除） 

７ 第１項第３号の規定による承認は，当該申

請に係る取引が次に掲げる要件を満たしてい

る場合に行うものとする。 

(1) 当該取引に参加する機会が，当該市場の

仲卸業者及び売買参加者に与えられるこ

と。 

(2) 当該取引に係る物品の公正な価格形成

を確保するために必要となる事項として規

則で定めるものが，当該取引に係る情報と

して提供されることが確実であること。 

(3) 当該取引物品の引渡方法が定められる

ことが確実であること。 

(4) 当該取引において事故等が発生した場

合における処理方法が適正に定められてい

ること。 

(5) 市長による当該取引の内容の閲覧が可

能なものであること。 

（削除） 

（卸売業者についての卸売の相手方としての

買受けの禁止） 

第49条 卸売業者（その役員及び使用人を含

む。）は，法第15条第１項の許可を受けて卸

売の業務を行なう市場において，その許可に

係る取扱品目の部類に属する物品についてさ

 

（削除） 
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れる卸売の相手方として物品を買い受けては

ならない。 

（卸売業者の買受物品等の制限） 

第49条の２ 卸売業者は，市場において法第15

条第１項の許可に係る取扱品目の部類に属す

る物品の卸売をしたときは，規則で定めると

ころにより，災害の発生その他やむを得ない

理由による場合であつて，卸売の適正かつ健

全な運営を阻害するおそれがないと市長が認

めて承認した場合を除くほか，仲卸業者又は

売買参加者から，当該卸売に係る物品の販売

の委託を引き受け，又は当該物品を買い受け

てはならない。 

 

（削除） 

（委託手数料以外の報償の収受の禁止） 

第50条 卸売業者は，市場における卸売のため

の販売の委託の引受けについて，その委託者

から第64条第１項の承認を受けた率による委

託手数料（当該卸売をした物品の単価（せり

売若しくは入札又は相対取引に係る価格をい

う。以下同じ。）に数量を乗じて得た額の合

計額に当該率を乗じて得た額に100分の110を

乗じて得た額をいう。以下同じ。）以外の報

償を受けてはならない。 

 

（削除） 

（受託契約約款      ） （受託契約約款の届出） 

第51条 卸売業者は，市場における卸売のため

の販売の委託の引受けについて      

                    

         受託契約約款を定め，市

長の承認を受けなければならない。    

                

第42条 卸売業者は，市場における卸売のため

の販売の委託の引受けについてこの条例又は

この条例に基づく規則の規定その他市長が定

める事項を記載した受託契約約款を定め，市

長に届け出なければならない。届け出た事項

を変更したときも，また同様とする。 

２ 前項の承認を受けようとする卸売業者は，

法第15条第１項の許可を受けた日から起算し

て１月以内に当該受託契約約款を添えて，承

認申請書を市長に提出しなければならない。 

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事

項 

(2) 受託物品の保管に関する事項 

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項 

(4) 受信場所に関する事項 

(5) 送り状又は発送案内に関する事項 

(6) 受託物品の上場に関する事項 

２ 前項に規定する届出は，第９条第１項の認

定を受けた日（届け出た事項を変更した場合

にあつては，当該変更した日）から起算して

１月以内に行わなければならない。 
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(7) 販売条件の設定，変更及びその取扱方法

に関する事項 

(8) 委託の解除，委託替及び再委託に関する

事項 

(9) 委託手数料に関する事項 

(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項 

(11) 仕切に関する事項 

(12) 第45条第１項ただし書，第54条第３項

又は第92条の規定による場合に関する事項 

(13) 食肉販売の委託を受けた家畜の保管，

とさつ及び解体の引受け並びにこれらの料

金に関する事項 

(14) 原皮及び内臓その他副産物の販売方法

並びに販売予定価格に関する事項 

(15) 量目，計量に関する事項 

(16) 前各号のほか重要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市長は，第１項の規定により届出のあつた

受託契約約款が委託者に対して不当に差別的

な取扱いをするものであるときは，卸売業者

に対し，受託契約約款の変更その他必要な改

善措置をとるべき旨を命じることができる。 

４ 前項に掲げる事項を変更しようとすると

きは，規則で定めるところにより，市長の承

認を受けなければならない。 

（削除） 

５ 卸売業者は，第１項又は前項の規定によ

り承認を受けた受託契約約款を，主たる事務

所等に掲示し，又は備え付ける等により，委

託者に周知しなければならない。 

４ 卸売業者は，第１項の規定により届け出た

受託契約約款を，主たる事務所等に掲示し，

又は備え付ける等により，委託者に周知しな

ければならない。 

（販売前における受託物品の検収） （              受託物品の検収） 

第52条 卸売業者は，受託物品（第48条第１項

第３号の規定により卸売をする物品のうち，

当該市場外で引渡しをする受託物品（以下こ

の条において「電子商取引に係る受託物品」

という。）を除く。）の受領に当たつては，

検収を確実に行い，受託物品の種類，数量，

等級，品質等について異状を認めたときは，

規則で定めるところにより，市長の指定する

検査員の確認を受け，その結果を物品受領通

知書又は売買仕切書に付記しなければならな

い。ただし，受託物品の受領に委託者又はそ

の代理人が立ち会つていてその了承が得られ

たときは，この限りでない。 

第43条 卸売業者は，受託物品               

                                        

                                        

                                        

                   の受領に当たつては，検

収を確実に行い，受託物品の種類，数量，等

級，品質等について異状を認めたときは，規

則で定めるところにより，市長の指定する検

査員の確認を受け，その結果を物品受領通知

書又は売買仕切書に付記しなければならな

い。ただし，次の各号のいずれかに該当する

ときは，この限りでない。 

 (1) 市場外（第41条第２項の規定により市長

が指定した市場外の保管場所を含む。）に
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ある受託物品の卸売をするとき。 

 (2) 受託物品の受領に委託者又はその代理

人が立ち会つていてその了承が得られたと

き。 

２ 電子商取引に係る受託物品の受領に当たつ

ては，卸売業者又は委託者から当該物品の引

渡しを受ける者のうち卸売業者から当該物品

の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確

実に行い，当該物品の種類，数量，等級，品

質等について異状を認めたときは，当該物品

の異状について市長が確認できる場合に限

り，規則で定めるところにより，市長の指定

する検査員の確認を受け，その結果を物品受

領通知書又は売買仕切書に付記しなければな

らない。 

（削除） 

３ 卸売業者は，受託物品の異状については，

第１項ただし書に規定する場合を除き，前２

項の確認を受け，その証明を得なければ委託

者に対抗することができない。 

２ 卸売業者は，受託物品の異状については，

前項各号に規定する場合を除き，同項の確認

を受け，その証明を得なければ委託者に対抗

することができない。 

（売買取引の単位） 

第53条 売買取引の単位は，重量による。ただ

し，重量によることが困難なものについては，

個数又は市長の定めるところによる。 

 

（削除） 

（卸売をした物品の相手方の明示及び引取

り） 

（卸売をした物品の相手方の明示及び引取

り） 

第54条 卸売業者は，規則で定めるところによ

り，その卸売をした物品を買い受けた仲卸業

者又は売買参加者が明らかになるよう措置し

なければならない。 

第44条 卸売業者は                        

  ，その卸売をした物品を買い受けた仲卸業

者，売買参加者その他の買受人が明らかにな

るよう措置しなければならない。 

２・３ （略） 

4 卸売業者は，前項の規定により他の者に卸売

をした場合において，その卸売価格(当該卸売

をした物品の単価に消費税額(消費税法(昭和

63年法律第108号)の規定により課税される消

費税に相当する額をいう。以下同じ。)及び地

方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号)

の規定により課税される地方消費税に相当す

る額をいう。以下同じ。)を加えて得た額をい

う。以下同じ。)が同項の仲卸業者又は売買参

加者に対する卸売価格より低いときは，その

差額を当該仲卸業者又は当該売買参加者に請

２・３ （略） 

４  卸売業者は，前項の規定により他の者に

卸売をした場合において，その卸売価格  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

         が同項の仲卸業者又は売

買参加者に対する卸売価格より低いときは，

その差額を当該仲卸業者又は当該売買参加者

75



求することができる。 に請求することができる。 

（仲卸業者の業務の規制                 

 ） 

（仲卸業者の市場外からの買入れに係る報告

等） 

第55条 仲卸業者は，その許可に係る市場内に

おいては，当該許可に係る取扱品目の部類に

属する物品について販売の委託の引受けをし

てはならない。 

第45条 仲卸業者は，その認定に係る市場内に

おいて  ，当該認定に係る取扱品目の部類に

属する物品を当該市場の卸売業者以外の者か

ら買い入れて，市場内で販売したときは，規

則で定めるところにより，市長に報告しなけ

ればならない。 

２ 仲卸業者は，その許可に係る市場内におい

ては，当該許可に係る取扱品目の部類に属す

る物品を当該市場の卸売業者以外の者から買

い入れて販売してはならない              

                                        

        。ただし，その許可に係る取扱品目

の部類に属する物品であつて当該市場の卸売

業者から買い入れることが困難なものを当該

市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売

しようとする場合であつて，次の各号に掲げ

る要件のいずれかを満たしているときは，こ

の限りでない。 

(1) 仲卸業者が，規則で定める場合であつ

て，第４項の規定により調査してする許可

を受けていること。 

２ 仲卸業者は，その認定に係る市場内におい

ては，当該認定に係る取扱品目の部類に属す

る物品について販売の委託の引受けをしては

ならない。  

(2) 当該市場の卸売業者が，他の卸売市場に

おいて卸売の業務を行う者との間において

あらかじめ締結した集荷の共同化その他の

卸売の業務の連携に関する契約に基づき，

当該他の卸売市場において卸売の業務を行

う者が卸売をする物品を買い入れる場合で

あつて，当該契約に基づく買入れが次に掲

げる要件を満たしていること。 

ア 当該契約において買入れの対象となる

物品の品目，数量の上限，卸売の実施期

間（１月以上のものに限る。）及び当該

市場における入荷量が著しく減少した場

合の措置が定められていること。 

イ 卸売業者が，第45条第１項第２号イの

承認を受けていること。 

ウ 仲卸業者が，第５項に規定するところ

により市長に申請し，市場取引委員会の

 

76



審議を経て，当該契約に基づく買入れが

当該市場における取引の秩序を乱すおそ

れがない旨の市長の承認を受けているこ

と。 

(3) 仲卸業者が，農林漁業者等及び食品製造

業者等との間においてあらかじめ締結した

新たな国内産の農林水産物の供給による需

要の開拓に関する契約に基づき，当該農林

漁業者等から買い入れる場合であつて，当

該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を

満たしていること。 

ア 当該契約において買入れの対象となる

物品の品目，数量の上限及び買入れの実

施期間（１月以上１年未満のものに限

る。）が定められていること。 

イ 仲卸業者が，第６項に規定するところ

により市長に申請し，当該契約に基づく

買入れが当該市場における取引の秩序を

乱すおそれがない旨の市長の承認を受け

ていること。 

 

(4) 仲卸業者が，農林漁業者等との間におい

てあらかじめ締結した輸出のための国内産

の農林水産物の買入れに関する契約に基づ

き，当該農林漁業者等から買い入れる場合

であつて，当該契約に基づく買入れが次に

掲げる要件を満たしていること。 

ア 当該契約において買入れの対象となる

物品の品目，数量の上限，買入れの実施

期間（１年未満のものに限る。）及び当

該市場における入荷量が著しく減少した

場合の措置が定められていること。 

イ 仲卸業者が，第７項に規定するところ

により市長に申請し，当該契約に基づく

買入れが当該市場における取引の秩序を

乱すおそれがない旨の市長の承認を受け

ていること。 

 

３ 前項第１号の許可を受けようとする仲卸業

者は，規則で定めるところにより，市長に申

請しなければならない。 

（削除） 

４ 市長が第２項第１号の許可をするかどうか

の決定は，当該物品に関する取引の状況，当

（削除） 
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該市場の卸売業者から買い入れることが困難

な事情等につき調査してするものとする。 

５ 第２項第２号ウの承認を受けようとする仲

卸業者は，規則で定めるところにより，市長

に申請しなければならない。申請した内容を

変更しようとする場合も，同様とする。 

（削除） 

６ 第２項第３号イの承認を受けようとする仲

卸業者は，農林漁業者等及び食品製造業者等

と締結した国内産の農林水産物の供給による

需要の開拓に関する契約に係る契約書の写し

を添えて，規則で定めるところにより，市長

に申請しなければならない。申請した内容を

変更しようとする場合も，同様とする。 

（削除） 

７ 第２項第４号イの承認を受けようとする仲

卸業者は，農林漁業者等と締結した輸出のた

めの国内産の農林水産物の買入れに関する契

約に係る契約書の写しを添えて，規則で定め

るところにより，市長に申請しなければなら

ない。申請した内容を変更しようとする場合

も，同様とする。 

（削除） 

８ 第２項第１号の許可を受けた仲卸業者は，

その許可に係る物品の全部を販売したとき

は，その旨を市長に届け出なければならない。 

（削除） 

９ 第２項第２号，第３号又は第４号の契約に

基づき買入れを行つた仲卸業者は，毎月，そ

の契約に基づき買い入れた品目の販売の数量

を翌月20日までに市長に届け出なければなら

ない。 

（削除） 

第56条 仲卸業者は，開設区域内において，そ

の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の

販売をしようとするときは，当該許可に係る

仲卸しの業務としてする場合を除き，規則で

定めるところにより，あらかじめ市長に届け

出なければならない。届け出た内容を変更し

ようとする場合も，同様とする。 

２ 市長は，前項の規定による届出があつたと

きは，市場取引委員会に報告しなければなら

ない。 

３ 市場取引委員会は，第１項の規定による届

出に係る販売について，意見を述べることが

できる。 

 

（削除） 
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４ 市長は，第１項の規定による届出に係る販

売が仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻

害するおそれがあると認めたときは，仲卸業

者に当該業務の中止その他必要な改善措置を

とるべき旨を命じることができる。 

５ 仲卸業者は，第１項の許可に係る取扱物品

を貯蔵，保管，仕分，調整又は配送するため

の施設をその許可を受けた市場外に設置する

ことができる。 

６ 前項の施設を設置した仲卸業者は，規則で

定める事項を市長に届け出なければならな

い。 

 （売買取引条件等の公表等） 

第46条 卸売業者は，市場における売買取引に

ついて，次に掲げる事項（以下「売買取引条

件等」という。）を市長に届け出るとともに，

公表しなければならない。届け出た事項を変

更したときも，また同様とする。 

(1) 営業日及び営業時間並びに販売時間及

びせり時間 

(2) 取扱品目 

(3) 取扱物品の引渡しの方法 

(4) 委託手数料の率その他の取扱物品の卸

売に関し出荷者又は仲卸業者，売買参加者

その他の買受人が負担する費用の種類，内

容及びその額 

(5) 取扱物品の卸売に係る販売代金の支払

期日及び支払方法 

(6) 売買取引に関して出荷者又は仲卸業者，

売買参加者その他の買受人に交付する奨励

金その他の販売代金以外の金銭（以下「奨

励金等」という。）の種類，内容及びその

額（その交付の基準を含む。） 

２ 市長は，売買取引条件等（前項第３号から

第６号までに掲げる事項に限る。）が出荷者

又は仲卸業者，売買参加者その他の買受人に

対して不当に差別的な取扱いをするものその

他不適切なものであると認められるときは，

卸売業者に対し，当該売買取引条件等の変更

その他必要な改善措置をとるべき旨を命じる

ことができる。 
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（売買取引の制限） （売買取引の制限） 

第57条 せり売又は入札の方法による卸売の場

合において，次の各号のいずれかに該当する

ときは，市長は，その売買を差し止め，又は

せり直し若しくは再入札を命ずることができ

る。 

第47条 せり売              による卸売の場

合において，次の各号のいずれかに該当する

ときは，市長は，その売買を差し止め，又は

せり直し              を命じることができ

る。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ 卸売業者，仲卸業者，売買参加者又は買出

人                                      

                                  が次の

各号のいずれかに該当するときは，市長は，

売買を差し止めることができる。 

２ 卸売業者，仲卸業者，売買参加者又は買出

人（市場内において仲卸業者から販売を受け

る者をいう。以下同じ。）が次の各号のいず

れかに該当するときは，市長は，売買を差し

止めることができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（衛生上有害な物品等の売買禁止等） （衛生上有害な物品等の売買禁止等） 

第58条 （略） 第48条 （略） 

２ 卸売業者，仲卸業者，売買参加者及び関連

事業者は，衛生上有害な物品等を売買し，又

は売買の目的をもつて所持してはならない。 

２ 何人も，市場において                   

       ，衛生上有害な物品等を売買し，又は

売買の目的をもつて所持してはならない。 

３ （略） ３ （略） 

（卸売予定数量等の報告） （卸売予定数量等の報告） 

第59条 卸売業者は，規則で定めるところによ

り，毎開場日，次の各号に掲げる物品につい

て，規則で定める時刻までに，当該物品ごと

に品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報

告しなければならない。 

第49条 卸売業者は，規則で定めるところによ

り，毎開場日，次に掲げる物品について，卸

売を開始する前までに，当該物品ごとに品目

ごとのその日の卸売予定数量及び主要な産地

を市長に報告しなければならない。 

(1) せり又は入札の方法により当日卸売を

する物品（第４号に掲げる物品を除く。） 

(1) せり売により当日卸売をする物品 

(2) 相対取引により当日卸売をする物品（次

号及び第４号に掲げる物品を除く。） 

(2) 相対取引により当日卸売をする物品 

(3) 第45条第１項第１号の規定による許可

（ア又はウに該当する場合に限る。）又は

同項第２号，第３号若しくは第４号の承認

を受けて当日卸売をする物品 

(3) 前２号に掲げるもののほか，規則で定め

る方法により当日卸売をする物品 

(4) 第48条第１項第２号又は第３号の承認

を受けて当日卸売をする物品 

（削除） 

２ 卸売業者は，規則で定めるところにより，

毎開場日，次の各号に掲げる物品について，

                    

品目ごとの    卸売の数量及び主要な産

地並びに高値，中値及び安値に区分した卸売

価格を市長に報告しなければならない。 

２ 卸売業者は，規則で定めるところにより，

毎開場日，次   に掲げる物品について，

卸売が終了した後速やかに，当該物品ごとに

品目ごとのその日の卸売の数量及び主要な産

地並びに区分卸売価格          

 を市長に報告しなければならない。 

80



(1) せり又は入札の方法により当日卸売を

した物品（第４号に掲げる物品を除く。） 

(1) せり売により当日卸売をした物品 

(2) 相対取引により当日卸売をした物品（次

号及び第４号に掲げる物品を除く。） 

(2) 相対取引により当日卸売をした物品 

(3) 第45条第１項第１号の規定による許可

又は同項第２号，第３号若しくは第４号の

承認を受けて当日卸売をした物品 

(3) 前２号に掲げるもののほか，規則で定め

る方法により当日卸売をした物品 

(4) 第48条第１項第２号又は第３号の規定

により市長の承認を受けて当日卸売をした

物品 

 

３ （略） ３ （略） 

（卸売業者による卸売予定数量等の公表） （卸売業者による卸売予定数量等の公表） 

第60条 卸売業者は，規則で定めるところによ

り，毎開場日，前条第１項各号に掲げる物品

について，規則で定める時刻までに，当該物

品ごとに主要な品目の数量及びその主要な産

地を卸売場の見やすい場所に掲示しなければ

ならない。 

第50条 卸売業者は，規則で定めるところによ

り，毎開場日，前条第１項各号に掲げる物品

について，卸売を開始する前までに，当該物

品ごとにその日の主要な品目の卸売予定数量

及びその主要な産地を公表しなければならな

い。 

２ 卸売業者は，規則で定めるところにより，

毎開場日，卸売が終了した後速やかに，前条

第２項各号に掲げる物品について，主要な品

目の卸売数量及び主要な産地並びに高値，中

値及び安値に区分した卸売価格を公表しなけ

ればならない。 

２ 卸売業者は，規則で定めるところにより，

毎開場日，卸売が終了した後速やかに，前条

第２項各号に掲げる物品について，その日の

主要な品目の卸売数量，主要な産地及び区分

卸売価格を公表しなければならない。 

（新設） ３ 卸売業者は，規則で定めるところにより，

その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領

額及び奨励金等がある場合にあつてはその月

の前月の奨励金等の種類ごとの交付額（第46

条第１項の規定により条件を公表した委託手

数料及び奨励金等に係るものに限る。）を公

表しなければならない。 

（開設者による卸売予定数量等の公表） （開設者による卸売予定数量等の公表） 

第61条 市長は，卸売業者から第59条第１項の

規定による報告を受けたときは，速やかに，

主要な品目の数量及びその主要な産地並びに

前開場日に卸売された主要な品目の数量及び

その卸売価格を市場内の見やすい場所に掲示

するものとする。 

第51条 市長は，卸売業者から第49条第１項の

規定による報告を受けたときは，規則で定め

るところにより，毎開場日，同項各号に掲げ

る物品ごとにその日の主要な品目の卸売予定

数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸

売された主要な品目の数量及びその区分卸売

価格を公表するものとする。 

２ 市長は，卸売業者から第59条第２項の規定

による報告を受けたときは，規則で定めると

２ 市長は，卸売業者から第49条第２項の規定

による報告を受けたときは，規則で定めると
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ころにより，売買取引の方法ごとに，主要な

品目ごとの卸売の数量，主要な産地及び卸売

価格を公表するものとする。この場合におい

て，卸売価格については，高値，中値及び安

値に区分してするものとする。 

ころにより，毎開場日，同項各号に掲げる物

品ごとにその日の主要な品目ごとの卸売の数

量，主要な産地及び区分卸売価格を公表する

ものとする。 

（仕切り及び送金） （仕切り及び送金） 

第62条 卸売業者は，受託物品の卸売をしたと

きは，委託者に対して，その卸売をした日の

翌日  （売買仕切書又は売買仕切金の送付に

ついて委託者との特約がある場合には，その

特約の期日）までに，当該卸売をした物品の

品名，等級，単価，数量，単価に数量を乗じ

て得た額の合計額並びに当該合計額に係る消

費税額及び地方消費税額の合計額（当該委託

者の責めに帰すべき理由により第68条ただし

書の規定による卸売代金の変更をした物品に

ついては，当該変更に係る品名，等級，単価，

数量，単価に数量を乗じて得た額の合計額並

びに当該合計額に係る消費税額及び地方消費

税額の合計額），控除すべき委託手数料並び

に当該卸売に係る費用のうち委託者の負担と

なる費用の項目及び金額（消費税額及び地方

消費税額を含む。）並びに差引仕切金額（以

下「売買仕切金」という。）を記載した売買

仕切書及び売買仕切金を送付しなければなら

ない。 

第52条 卸売業者は，受託物品の卸売をしたと

きは，委託者に対して，その卸売をした日の

翌日  （売買仕切書又は売買仕切金の送付に

ついて委託者との特約がある場合には，その

特約の期日）までに，当該卸売をした物品の

品名，等級，単価，数量，単価に数量を乗じ

て得た額の合計額並びに当該合計額に係る消

費税額及び地方消費税額の合計額（当該委託

者の責めに帰すべき理由により第56条ただし

書の規定による卸売代金の変更をした物品に

ついては，当該変更に係る品名，等級，単価，

数量，単価に数量を乗じて得た額の合計額並

びに当該合計額に係る消費税額及び地方消費

税額の合計額），控除すべき委託手数料並び

に当該卸売に係る費用のうち委託者の負担と

なる費用の項目及び金額（消費税額及び地方

消費税額を含む。）並びに差引仕切金額（以

下「売買仕切金」という。）を記載した売買

仕切書及び売買仕切金を送付しなければなら

ない。 

２ (略) ２ (略) 

 ３ 卸売業者は，出荷者から物品を買い受けた

ときは，その物品の引渡しを受けた日の翌日

（出荷者との特約がある場合には，その特約

の期日）までに代金を支払わなければならな

い。 

４ 第１項の売買仕切金及び前項の代金の支払

いは，現金，小切手，手形，送金又は電子決

済のいずれかの方法によるものとする。 

（食肉部仕切書） 

第63条 食肉部の卸売業者が第47条の規定によ

る販売の委託を受けたときは，売買仕切書に

は枝肉及び原皮，内臓その他の副産物の単価，

数量，単価に数量を乗じて得た額の合計額並

びに当該合計額に係る消費税額及び地方消費

（食肉部仕切書） 

第53条 食肉部の卸売業者が第40条の規定によ

る販売の委託を受けたときは，売買仕切書に

は枝肉及び原皮，内臓その他の副産物の単価，

数量，単価に数量を乗じて得た額の合計額並

びに当該合計額に係る消費税額及び地方消費
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税額の合計額を記載しなければならない。 税額の合計額を記載しなければならない。 

（仕切及び送金に関する特約） （仕切及び送金に関する特約） 

第63条の２ （略） 第54条 （略） 

 ２ 市長は，前項の書面を確認した結果，その

内容が委託者に対して不当に差別的な取扱い

をするものであるときは，卸売業者に対し，

特約の基準の変更その他必要な改善措置をと

るべき旨を命じることができる。 

（委託手数料の率の承認）  

第64条 卸売業者は，卸売のための販売の委託

の引受けについてその委託者から収受する委

託手数料の率について，あらかじめ市長の承

認を受けなければならない。当該委託手数料

の率を変更しようとする場合も，同様とする。 

（削除） 

２ 前項の承認を受けようとする卸売業者は，

規則で定めるところにより，市長に申請しな

ければならない。 

（削除） 

３ 市長は，第１項の承認の申請が次の各号の

いずれかに該当するときは，同項の承認をし

てはならない。  

（削除） 

(1) 委託手数料の率により，委託者に対して

不当に差別的な取扱いが生じること，公正

かつ適正な取引がそこなわれること又は卸

売業者の財務の健全性がそこなわれること

等により生鮮食料品等の円滑な供給に支障

が生じるおそれがあると認めるとき。 

 

(2) その他市長が不適切と認めるとき。  

４ 卸売業者は，第１項の承認を受けた委託手

数料の率を卸売場又は主たる事務所の見やす

い場所に掲示する等により，委託者に周知し

なければならない。 

（削除） 

（委託手数料の率の変更等の命令） 

第64条の２ 市長は，承認した委託手数料の率

が前条第３項各号の規定に該当することとな

つたときは，卸売業者に対し，当該委託手数

料の率の変更その他必要な改善措置をとるべ

き旨を命じることができる。 

（削除） 

（売買仕切金の前渡し等） 

第65条 卸売業者は，出荷者に対し売買仕切金

を前渡ししようとするとき，売買仕切金の支

払を担保する保証金を差し入れようとすると

（削除） 
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き，又は出荷を誘引するため資金を貸し付け

ようとするときは，あらかじめ市長の承認を

受けなければならない。 

２ 前項の承認を受けようとする卸売業者は，

規則で定めるところにより，市長に申請しな

ければならない。 

３ 市長は，第１項の承認の申請があつた場合

において，当該申請に係る売買仕切金の前渡

し等が卸売業者の財務の健全性をそこない，

又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害

するおそれがないと認められるときでなけれ

ば，同項の承認をしてはならない。 

（出荷奨励金の交付）  

第66条 卸売業者は，当該市場における取扱品

目の安定的供給の確保を図るため，市長の承

認を受けて，出荷者に対して出荷奨励金を交

付することができる。 

（削除） 

２ 前項の承認を受けようとする卸売業者は，

規則で定めるところにより，市長に申請しな

ければならない。 

 

３ 市長は，第１項の承認の申請があつた場合

において，当該申請に係る出荷奨励金の交付

が卸売業者の財務の健全性をそこない，又は

卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害する

おそれがなく，かつ，取扱品目の安定的供給

の確保に資するものと認められるときでなけ

れば，同項の承認をしてはならない。 

 

（買受代金の即時支払義務） 

第67条 仲卸業者及び売買参加者      

は，卸売業者から買い受けた物品の引渡しを

受けると同時に（卸売業者があらかじめ仲卸

業者，売買参加者      又は代払機関

（仲卸業者又は売買参加者が組織し，卸売業

者に対して買受代金の代位弁済を行う者をい

う。）と支払猶予の特約をしたときは，その

特約において定められた期日までに）買い受

けた物品の代金（買い受けた額に消費税額及

び地方消費税額を加えて得た額とする。）を

支払わなければならない。 

２ 仲卸業者から物品を買い受けた者は，仲卸

業者に対し，買受代金をできるだけ早期に支

（買受代金の即時支払義務） 

第55条 仲卸業者，売買参加者その他の買受人

は，卸売業者から買い受けた物品の引渡しを

受けた日の翌日（卸売業者があらかじめ仲卸

業者，売買参加者その他の買受人又は代払機

関（仲卸業者又は売買参加者が組織し，卸売

業者に対して買受代金の代位弁済を行う者を

いう。）と支払猶予の特約をしたときは，そ

の特約において定められた期日）までに，買

い受けた物品の代金を支払わなければならな

い。 

 

２ 仲卸業者から物品を買い受けた者は，仲卸

業者と取り決めた支払期日及び支払方法に従
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払うよう努めなければならない。 

３ (略) 

４ 市長は，前項の書面を必要により確認した

結果，その内容が次の各号のいずれかに該当

する場合は，特約の基準の変更その他必要な

改善措置をとるべき旨を命じることができ

る。 

 

(1) 当該特約が，その他の仲卸業者又は売買

参加者に対して不当に差別的な取扱いとな

るものであるとき。 

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全

性をそこない，又は卸売の業務の適正かつ

健全な運営が阻害されるおそれがあると

き。 

つて，売買代金の支払いを行わなければなら

ない。 

３ (略) 

４ 市長は，前項の書面を必要により確認した

結果，その内容が当該特約を結んだ者以外の

仲卸業者又は売買参加者その他の買受人に対

して不当に差別的な取扱いをするものである

ときは，特約の基準の変更その他必要な改善

措置をとるべき旨を命じることができる。 

 

 

 

 

 

５ 仲卸業者は，卸売業者以外の者から仲卸の

業務に係る物品を買い入れたときは，当該卸

売業者以外の者と取り決めた支払期日及び支

払方法に従つて，買い入れた物品の代金を支

払わなければならない。 

６ 第52条第４項の規定は，第１項，第２項及

び前項の代金の支払いについて準用する。 

（卸売代金の変更の禁止） （卸売代金の変更の禁止） 

第68条 卸売業者は，卸売をした物品の卸売代

金の変更をしてはならない。ただし，規則で

定めるところにより，市長の指定する検査員

が正当な理由があると確認したときは，この

限りでない。 

第56条 卸売業者は，卸売をした物品の卸売代

金の変更をしてはならない。ただし，規則で

定めるところにより，市長                

が正当な理由があると認める  ときは，この

限りでない。 

（完納奨励金の交付） 

第69条 卸売業者は，卸売代金の期限内の完納

を奨励するため，市長の承認を受けて，仲卸

業者又は売買参加者に対して完納奨励金を交

付することができる。 

２ 前項の承認を受けようとする卸売業者は，

規則で定めるところにより，市長に申請しな

ければならない。 

３ 市長は，第１項の承認の申請があつた場合

において，当該申請に係る完納奨励金の交付

が卸売業者の財務の健全性をそこない，又は

卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害する

おそれがなく，かつ，卸売業者の間において

過度の競争による弊害が生ずるおそれがない

 

（削除） 
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と認められるときでなければ，同項の承認を

してはならない。 

第４章 卸売の業務に関する物品の品質

管理 

第４章 市場の業務に関する物品の品質

管理 

（卸売の業務に関する物品の品質管理） （市場の業務に関する物品の品質管理） 

第70条 市長は，取扱品目の部類及び当該卸売

の業務に係る施設ごとに，卸売の業務に係る

物品の品質管理の方法として，次に掲げる事

項を規則で定めなければならない。 

(1) 施設の取扱品目に関する事項 

(2) 施設の温度管理に関する事項 

(3) 品質管理の責任者に関する事項 

(4) 前３号に掲げる事項のほか，卸売の業務

に係る物品の品質管理の高度化を図るた

めに必要な事項 

第57条 卸売業者及び仲卸業者は，食品衛生法

（昭和22年法律第233号）その他の関係法令に

則して市場の業務に係る物品の品質管理の徹

底に努めなければならない。 

２ 卸売業者，仲卸業者その他の市場関係事業

者は，前項の規則で定める物品の品質管理の

方法に従わなければならない。             

                                        

                    

２ 卸売業者及び仲卸業者は，規則で定めると

ころにより，市場の業務に係る部門ごとに，

品質管理の責任者（以下「品質管理責任者」

という。）を定めなければならない。 

 ３ 市長は，品質管理責任者が定められていな

いと認める場合には，当該卸売業者又は仲卸

業者に対し，品質管理責任者を定めるべきこ

とを命じることができる。 

第５章 市場施設等の使用 第５章 市場施設等の使用 

（施設の使用指定      ） （市場施設の使用許可等） 

第71条         卸売業者，仲卸業者及び関連

事業者が使用する市場施設（市場内の用地及

び建物その他の施設をいう。以下同じ。）の

位置，面積，使用期間その他の使用条件は，

市長が指定する                          

  。 

第58条 市場施設を使用しようとする卸売業者

及び仲卸業者は，規則で定めるところにより，

市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は，市場の業務の適正かつ健全な運営

を確保するため特に必要があると認めるとき

は，売買参加者その他前項に規定する者以外の

者に対して，市場施設の使用を許可することが

できる。 

２ 市長は                

                    

 ，次に掲げる者          に対

して，市場施設の使用の許可をすることがで

きる。 

(1) 第６条に規定する取扱品目以外の生鮮

食料品等の卸売を行う者，市場の取扱品目

の保管，貯蔵，運搬等を行う者その他市場

機能の充実に資するものとして市長が別に
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定める業務（以下「第１種関連事業」とい

う。）を営む者（以下「第１種関連事業者」

という。） 

(2) 飲食店営業，理容業その他市場の利用者

に便益を提供するものとして市長が別に定

める業務（以下「第２種関連事業」という。）

を営む者 

 ３ 市長は，前項に定めるもののほか，市場の

運営上支障がない場合であつて，市場の適正

かつ健全な運営を確保するため特に必要があ

ると認めるときは，売買参加者に対して，市

場施設の使用の許可をすることができる。 

 ４ 前３項の許可を受けて市場施設を使用する

者は，規則に定める事項を記載した許可申請

書を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は，第１項の指定又は前項の許可を受

けようとする者（以下この項において「申請

者等」という。）が次の各号のいずれかに該

当するときは，その指定又は許可をしないも

のとする。 

５ 市長は，第１項から第３項までの許可の申

請                   

       が次の各号のいずれかに該当

するときは，      許可をしないもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 申請者等（申請者等が法人である場合に

あつては，その役員）が暴力団員等である

とき。 

(2) 申請者等が暴力団員等をその業務に従

事させ，又はその業務の補助者として使用

しているとき。  

(3) 申請者等がその業務活動について暴力

団員等により支配を受けていると認められ

るとき。 

(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて

復権を得ない者であるとき。 

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者

又は法の規定により罰金の刑に処せられた

者で，その刑の執行を終わり，又はその刑

の執行を受けることがなくなつた日から起

算して３年を経過しない者であるとき。 

(3) 申請者が第67条第２項若しくは第３項

又は第75条第４項の規定により許可の取消

しを受け，その取消しの日から起算して２

年を経過しない者であるとき。 

(4) 申請者が業務を適確に遂行するのに必

要な知識及び経験並びに資力信用を有しな

い者であるとき。 

(5) 申請者 （申請者 が法人である場合に

あつては，その役員）が暴力団員等である

とき。 

(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事

させ，又はその業務の補助者として使用し

ているとき。 

(7) 申請者がその業務活動について暴力団
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及び暴力団員等により支配を受けていると

認められるとき。 

４ 第２項    の許可を受けた者は，許可

の際，            保証金を預

託しなければならない。ただし，公共的な目

的のために使用することにつき市長の承認を

受けた者については，この限りでない。 

６ 第２項又は第３項の許可を受けた者は，当

該許可の際，規則で定めるところにより保証

金を預託しなければならない。ただし，公共

的な目的のために使用することにつき市長の

承認を受けた者については，この限りでない。 

５ 前項の保証金の額は，使用料月額の６倍の

範囲内において，市長が定める。 

（削除） 

６ 第８条第２項及び第３項，第９条，第10条

第１項並びに第11条の規定は，第４項の保証

金について準用する。 

７ 第12条から第14条まで         

        の規定は，前項の保証金に

ついて準用する。 

 （関連事業者の地位の承継） 

第59条 関連事業者が事業（市場における第１

種関連事業又は第２種関連事業（以下「関連

事業」という。）に限る。）の譲渡しをする

場合において，譲渡人及び譲受人が譲渡し及

び譲受けについて市長の認可を受けたとき

は，譲受人は，関連事業者の地位を承継する。 

２ 関連事業者たる法人の合併の場合（関連事

業者たる法人と関連事業者でない法人が合併

して関連事業者たる法人が存続する場合を除

く。）又は分割の場合（市場における関連事

業を承継させる場合に限る。）において，当

該合併又は分割について市長の認可を受けた

ときは，合併後存続する法人若しくは合併に

より設立された法人又は分割により当該関連

事業を承継した法人は，関連事業者の地位を

承継する。 

３ 関連事業者が死亡した場合において，相続

人（相続人が２人以上ある場合において，そ

の協議により当該仲卸業者の市場における関

連事業を承継すべき相続人を定めたときは，

その者）が被相続人の行つていた市場におけ

る関連事業を引き続き営むことについて市長

の認可を受けたときは，当該相続人は関連事

業者の地位を承継する。 

４ 前３項の規定により認可を受けようとする

者は，規則で定めるところにより，認可申請

書を市長に提出しなければならない。 

５ 前条第５項から第７項までの規定は，第１
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項から第３項までの認可について準用する。 

  （名称変更等の届出） 

第60条 関連事業者は，次の各号のいずれかに

該当するときは，遅滞なくその旨を市長に届

け出なければならない。 

 (1) 第58条第２項の許可に係る業務を開始

し，休止し，再開し，又は廃止したとき。 

 (2) 許可申請書に記載した事項を変更した

とき。 

 （第１種関連事業者の事業年度） 

第61条 第１種関連事業者の事業年度は，毎年

４月１日から翌年３月31日までとする。 

 （第１種関連事業者の事業報告書の提出） 

第62条 第１種関連事業者は，事業年度ごとに，

規則で定めるところにより作成した事業報告

書を毎事業年度経過後90日以内に市長に提出

しなければならない。 

（用途変更，転貸等の禁止） （用途変更，転貸等の禁止） 

第72条 前条第１項の指定又は同条第２項の許

可を受けた者（以下「使用者」という。）は，

当該施設の用途を変更し，又は当該施設の全

部若しくは一部を転貸し，若しくは他人に使

用させてはならない。ただし，市長の承認を

受けた場合は，この限りでない。 

第63条 第58条第１項から第３項までの許可を

受けた者（以下「使用者」という。）は，当

該施設の用途を変更し，又は当該施設の全部

若しくは一部を転貸し，若しくは他人に使用

させてはならない。ただし，市長の承認を受

けた場合は，この限りでない。 

（原状変更の禁止） （原状変更の禁止） 

第73条 （略） 第64条 （略） 

（返還） （返還） 

第74条 使用者の死亡，解散若しくは廃業又は

業務許可の取消しその他の理由により市場施

設の使用資格が消滅したときは，相続人，清

算人，代理人又は本人は，市長の指定する期

間内に自己の費用で当該施設を原状に復して

返還しなければならない。ただし，市長の承

認を受けた場合は，この限りでない。 

第65条 使用者の死亡，解散若しくは廃業又は

認定  の取消しその他の理由により市場施

設の使用資格が消滅したときは，相続人，清

算人，代理人又は本人は，市長の指定する期

間内に自己の費用で当該施設を原状に復して

返還しなければならない。ただし，市長の承

認を受けた場合は，この限りでない。 

 （免責） 

第75条 (略) 

 （免責） 

第66条 (略) 

（指定又は許可の取消しその他の規制） （使用許可    の取消しその他の規制） 

第76条 市長は，市場施設について業務の監督，

災害の予防その他市場の管理上必要があると

認めるときは，使用者に対し，使用の指定若

しくは許可の全部若しくは一部を取り消し，

第67条 市長は，市場施設について業務の監督，

災害の予防その他市場の管理上必要があると

認めるときは，使用者に対し，使用の       

     許可の全部若しくは一部を取り消し，又
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又は使用の制限，停止その他の必要な措置を

命ずることができる。 

は使用の制限，停止その他の必要な措置を命

ずることができる。 

２ 市長は，使用者が第71条第３項各号のいず

れかに該当することとなつたときは，その指

定又は許可を取り消すものとする。 

２ 市長は，使用者が第58条第５項各号（第３

号を除く。）のいずれかに該当することとな

つたときは，その許可を取り消すものとする。 

 ３ 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該

当することとなつたときは，その許可を取り

消すことができる。 

(1) 第９条第１項の認定が取り消されたと

き（使用者が卸売業者の場合に限る。）。 

(2) 第24条第１項の認定が取り消されたと

き（使用者が仲卸業者の場合に限る。）。 

(3) 保証金を預託しないとき又は正当な理

由がないのにその業務を開始しないとき，

引き続き１月以上その業務を休止したとき

若しくはその業務を遂行しないとき（使用

者が関連事業者の場合に限る。）。 

(4) 使用者が市場使用料を３月分以上滞納

したとき。 

（補修命令） （補修命令） 

第77条 （略） 第68条 （略） 

（使用料等） （使用料等） 

第78条 市場使用料は，月単位で徴収するもの

とし，その額は，別表第４から別表第７まで

に規定する金額（卸売業者市場使用料，仲卸

業者市場使用料及び別表第５コンビニエンス

ストア使用料の項に規定する売上割使用料以

外の使用料については，当該額に100分の110

を乗じて得た額）の範囲内で規則で定める。 

第69条 市場使用料は，月単位で徴収するもの

とし，その額は，別表第１から別表第４まで

に規定する金額（卸売業者市場使用料，仲卸

業者市場使用料及び別表第２コンビニエンス

ストア使用料の項に規定する売上割使用料以

外の使用料については，当該額に100分の110

を乗じて得た額）の範囲内で規則で定める。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第72条ただし書の規定により市長の承認を

受けて市場施設を本来の用途以外の用途に使

用するときは，市長は，使用者にその本来の

用途による市場施設の使用料に相当する額を

納付させることができる。 

４ 第63条ただし書の規定により市長の承認を

受けて市場施設を本来の用途以外の用途に使

用するときは，市長は，使用者にその本来の

用途による市場施設の使用料に相当する額を

納付させることができる。 

５～８ （略） ５～８ （略） 

 （使用料の減免） 

第79条 (略) 

 (1) (略) 

 (2) 第 76 条第 1 項の規定により使用停止の

期間が引き続き 3 日以上にわたつたとき。 

 (3)・(4) (略) 

 （使用料の減免） 

第70条 (略) 

 (1) (略) 

 (2) 第 67 条第 1 項の規定により使用停止の

期間が引き続き 3 日以上にわたつたとき。 

 (3)・(4) (略) 
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（市場関連施設） （市場関連施設） 

第79条の２ （略） 第71条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第71条第１項から第３項まで，第72条から

第77条まで，第78条（第１項を除く。），前

条，第80条の２第２項及び第94条の規定は，

市場関連施設について準用する。 

３ 第58条第１項から第６項まで，第63条から

第68条まで，第69条（第１項を除く。），前

条，第73条第２項及び第94条の規定は，市場

関連施設について準用する。 

第６章 監督 第６章 監督 

（報告及び検査） （報告及び検査） 

第80条 市長は，市場の業務の適正かつ健全な

運営を確保するため必要があると認めるとき

は，卸売業者，仲卸業者若しくは関連事業者

に対しその業務若しくは財産に関し報告若し

くは資料の提出を求め，又はその職員に卸売

業者，仲卸業者若しくは関連事業者の事務所

その他の業務を行なう場所に立ち入り，その

業務若しくは財産の状況若しくは帳簿，書類

その他の物件を検査させることができる。 

第72条 市長は，市場の業務の適正かつ健全な

運営を確保するため必要があると認めるとき

は，卸売業者及び仲卸業者                

に対しその業務若しくは財産に関し報告若し

くは資料の提出を求め，又はその職員に卸売

業者及び仲卸業者                 の事務

所その他の業務を行う場所に立ち入り，その

業務若しくは財産の状況若しくは帳簿，書類

その他の物件を検査させることができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（指導及び助言） （指導及び助言） 

第80条の２ 市長は，市場の業務の適正かつ健

全な運営を確保するため必要があると認める

ときは，卸売業者，仲卸業者，売買参加者又

は関連事業者に対し，その業務又は会計に関

し必要な指導及び助言をすることができる。 

第73条   市長は，市場の業務の適正かつ健

全な運営を確保するため必要と認めるとき

は，取引参加者           又は

関連事業者に対し，その業務      に

関し必要な指導及び助言をすることができ

る。 

２ （略） ２ （略） 

（改善措置命令） （改善措置命令） 

第81条 市長は，市場における卸売        の

業務の適正かつ健全な運営を確保するため必

要があると認めるときは，卸売業者         

   に対し，当該卸売業者の業務又は会計に関

し必要な改善措置をとるべき旨を命じること

ができる。 

第74条 市長は，市場における卸売又は仲卸の

業務の適正かつ健全な運営を確保するため必

要があると認めるときは，卸売業者又は仲卸

業者に対し，その業務又は会計に関し必要な

改善措置をとるべき旨を命じることができ

る。 

２ 市長は，仲卸業者の財産の状況が次の各号

のいずれにも該当する場合において，市場に

おける仲卸し      の業務の適正かつ健全な

運営を確保するために必要があると認めると

きは，仲卸業者に対し，当該仲卸業者の財産

に関し必要な改善措置をとるべき旨を命じる

ことができる。 

２ 市長は，卸売業者又は仲卸業者の財産の状

況が次の各号のいずれにも該当する場合にお

いて，市場における卸売又は仲卸の業務の適

正かつ健全な運営を確保するために必要があ

ると認めるときは，卸売業者又は仲卸業者に

対し，その財産に関し必要な改善措置をとる

べき旨を命じることができる。 
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 (1)～(3) (略)  (1)～(3) (略) 

３ 市長は，市場における仲卸しの業務の適正

かつ健全な運営を確保するため必要があると

認めるときは，仲卸業者に対し，当該仲卸業

者の業務又は会計に関し必要な改善措置をと

るべき旨を命じることができる。 

（削除） 

４ 市長は，市場の業務の適正かつ健全な運営

を確保するため必要があると認めるときは，

関連事業者に対し，当該関連事業者の業務又

は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を

命じることができる。 

（削除） 

 

（監督処分） （監督処分） 

第82条 市長は，卸売業者がこの条例若しくは

この条例に基づく規則又はこれらに基づく処

分に違反した場合には，当該行為の中止，変

更その他違反を是正するため必要な措置を命

じ，10万円以下の過料を科し      ，又は６

月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部

又は一部の停止を命ずることができる。 

第75条 市長は，卸売業者がこの条例若しくは

この条例に基づく規則又はこれらに基づく処

分に違反した場合には，当該行為の中止，変

更その他違反を是正するため必要な措置を命

じ，第９条第１項の認定を取り消し，又は６

月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部

又は一部の停止を命じることができる。 

２ 市長は，仲卸業者がこの条例若しくはこの

条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に

違反した場合には，当該行為の中止，変更そ

の他違反を是正するため必要な措置を命じ，1

0万円以下の過料を科し，第20条第１項の許可

を取り消し，又は６月以内の期間を定めてそ

の仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を

命ずることができる。 

２ 市長は，仲卸業者がこの条例若しくはこの

条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に

違反した場合には，当該行為の中止，変更そ

の他違反を是正するため必要な措置を命じ  

                      ，第24条第１項の認

定を取り消し，又は６月以内の期間を定めて

その仲卸  の業務の全部若しくは一部の停止

を命じることができる。 

３ 市長は，売買参加者がこの条例若しくはこ

の条例に基づく規則又はこれらに基づく処分

に違反した場合には，当該行為の中止，変更

その他違反を是正するため必要な措置を命

じ，10万円以下の過料を科し，第30条第１項

の承認を取り消し，又は６月以内の期間を定

めて市場への入場の停止を命ずることができ

る。 

３ 市長は，売買参加者がこの条例若しくはこ

の条例に基づく規則又はこれらに基づく処分

に違反した場合には，当該行為の中止，変更

その他違反を是正するため必要な措置を命じ

                        ，第32条第１項の

承認を取り消し，又は６月以内の期間を定め

て市場への入場の停止を命じることができ

る。 

４ 市長は，関連事業者がこの条例若しくはこ

の条例に基づく規則又はこれらに基づく処分

に違反した場合には，当該行為の中止，変更

その他違反を是正するため必要な措置を命

じ，５万円以下の過料を科し，第33条第１項

の許可を取り消し，又は６月以内の期間を定

４ 市長は，関連事業者がこの条例若しくはこ

の条例に基づく規則又はこれらに基づく処分

に違反した場合には，当該行為の中止，変更

その他違反を是正するため必要な措置を命じ

                        ，第58条第２項の

許可を取り消し，又は６月以内の期間を定め
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めてその許可に係る業務の全部若しくは一部

の停止を命ずることができる。 

てその許可の効力                       

 の停止を命じることができる。 

 ５ 市長は，卸売業者，仲卸業者及び売買参加

者以外の取引参加者が，この条例若しくはこ

の条例に基づく規則又はこれらに基づく処分

に違反した場合には，当該行為の中止，変更

その他違反を是正するため必要な措置を命

じ，又は６月以内の期間を定めて市場への入

場の停止を命じることができる。 

５ 市長は，せり人が次の各号のいずれかに該

当するときは，その登録を取り消し，又は６

月以内の期間を定めてその業務の停止を命ず

ることができる。 

（削除） 

(1)～(4) （略）  

６ 卸売業者，仲卸業者，売買参加者又は関連

事業者について，法人の代表者又は法人若し

くは人の代理人，使用人その他の従業員がそ

の法人又は人の業務に関し，この条例若しく

はこの条例に基づく規則又はこれらに基づく

処分に違反する行為をしたときは，その行為

者に対して６月以内の期間を定めて入場を停

止するほか，その卸売業者，仲卸業者，売買

参加者又は関連事業者に対しても第１項から

第４項までの規定を適用する。 

６ 取引参加者                    又は関連

事業者について，法人の代表者又は法人若し

くは人の代理人，使用人その他の従業員がそ

の法人又は人の業務に関し，この条例若しく

はこの条例に基づく規則又はこれらに基づく

処分に違反する行為をしたときは，その行為

者に対して６月以内の期間を定めて入場を停

止するほか，その取引参加者               

     又は関連事業者に対しても第１項から

第４項までの規定を適用する。 

７ 第24条第３項の規定は，第２項から前項ま

での規定による許可，承認又は登録の取消し

に係る聴聞について準用する。 

（削除） 

第７章 市場開設運営協議会及び中央卸

売市場市場取引委員会 

第７章 市場開設運営協議会及び中央卸

売市場市場取引委員会 

（中央卸売市場開設運営協議会の設置） （中央卸売市場開設運営協議会の設置） 

第83条 （略） 第76条 （略） 

（所掌事項） （所掌事項） 

第84条 （略） 第77条 （略） 

（組織） （組織） 

第85条 （略） 第78条 （略） 

（委員の任期） （委員の任期） 

第86条 （略） 第79条 （略） 

（会長及び副会長の選任並びに権限） （会長及び副会長の選任並びに権限） 

第87条 （略） 第80条 （略） 

（招集） （招集） 

第88条 （略） 第81条 （略） 
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（定足数及び表決数） （定足数及び表決数） 

第89条 （略） 第82条 （略） 

２ 協議会の議事は，出席した委員及び議事に

関係ある専門委員の過半数で決し，可否同数

のときは会長の決するところによる。 

２ 協議会の議事は，出席した委員及び議事に

関係ある専門委員の過半数で決し，可否同数

のときは議長の決するところによる。 

（部会） （部会） 

第90条 （略） 第83条 （略） 

（協議会に関する補則） （協議会に関する補則） 

第91条 （略） 第84条 （略） 

（中央卸売市場市場取引委員会の設置） （中央卸売市場市場取引委員会の設置） 

第91条の２ （略） 第85条 （略） 

（委員会が処理する事務） （委員会が処理する事務） 

第91条の３ 委員会は，市場の全体にわたる事

項又はこの条例に基づく規則で定める市場取

引委員会で調査審議の結果委員会で調査審議

する必要があると認められた事項であつて，

次の各号のいずれかに該当する事項について

調査審議し，市長に意見を述べることができ

る。 

第86条 委員会は，前条に規定する事項につい

て，市長に意見を述べることができる。 

(1) この条例及びこの条例に基づく規則の

変更（法第９条第２項第３号から第７号ま

でに掲げる事項に限る。）に関すること。 

 

(2) 第40条第１項第２号に規定する市長が

定める割合，第42条第１項の規定による販

売，第45条第１項第２号の規定による卸売，

第48条第１項第３号の規定による卸売，第5

5条第２項ただし書の規定による販売（同項

第２号に係るものに限る。）及び第56条第

１項の規定による販売に関すること。 

 

(3) 市場における公正かつ効率的な売買取

引の確保に関すること。 

 

２ (略) ２ (略)  

（組織） （組織） 

第91条の４ （略） 第87条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（招集） （招集） 

第91条の５ 委員長は，卸売業者，仲卸業者，

売買参加者等から発議があつた場合におい

て，必要があると認めるときは，委員会を招

集するものとし，委員長がその議長となる。 

第88条 委員長は，取引参加者               

         から発議があつた場合において，

必要があると認めるときは，委員会を招集す

るものとし，委員長がその議長となる。 

（定足数，表決数等） （定足数，表決数等） 
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第91条の６ （略） 第89条 （略） 

２ 委員会の議事のうち，見解の統一を図る必

要があるものその他表決を行うことが必要で

あると認められるものについては，出席した

委員の過半数で決し，可否同数のときは委員

長の決するところによる。 

２ 委員会の議事のうち，見解の統一を図る必

要があるものその他表決を行うことが必要で

あると認められるものについては，出席した

委員の過半数で決し，可否同数のときは議長 

 の決するところによる。 

３ （略） ３ （略） 

（協議会の規定の準用） （協議会の規定の準用） 

第91条の７ 第86条，第87条及び第91条の規定

は，委員会について準用する。この場合にお

いて，「協議会」とあるのは「委員会」と，

「会長」とあるのは「委員長」と，「副会長」

とあるのは「副委員長」と読み替えるものと

する。 

第90条 第79条，第80条及び第84条の規定は，

委員会について準用する。この場合において，

「協議会」とあるのは「委員会」と，「会長」

とあるのは「委員長」と，「副会長」とある

のは「副委員長」と読み替えるものとする。 

第８章 雑則 第８章 雑則 

（卸売の業務の代行） （卸売の業務の代行） 

第92条 市長は，卸売業者が許可の取消しその

他の行政処分を受け，又はその他の理由で卸

売の業務の全部若しくは一部を行なうことが

できなくなつた場合には，当該卸売業者に対

し販売の委託があり，又は販売の委託の申込

みのあつた物品について，他の卸売業者にそ

の卸売の業務を行なわせるものとする。 

第91条 市長は，卸売業者が認定の取消しその

他の行政処分を受け，又はその他の理由で卸

売の業務の全部若しくは一部を行うことがで

きなくなつた場合には，当該卸売業者に対し

販売の委託があり，又は販売の委託の申込み

のあつた物品について，他の卸売業者にその

卸売の業務を行わせるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（新設） （災害時における生鮮食料品等の確保） 

第92条 市長は，他の法令で定める場合のほか，

災害の発生に際して，生鮮食料品等を確保す

るために必要があると認めるときは，卸売業

者，仲卸業者又は関連事業者に対し生鮮食料

品等の確保について必要な指示をすることが

できる。 

（無許可営業の禁止） （営業行為の制限  ） 

第93条 卸売業者，仲卸業者及び関連事業者が，

それぞれの許可を受けた業務を行なう場合並

びに市長が必要と認める者が営業行為を行な

う場合を除くほか，市場内においては物品の

販売その他の営業行為をしてはならない。 

第93条 卸売業者及び仲卸業者            

が，それぞれの認定を受けた業務を行う場合

並びに市長が必要と認める者が営業行為を行

う場合を除くほか，市場内においては物品の

販売その他の営業行為をしてはならない。 

２ （略） ２ （略） 

（市場への出入等に対する指示） （市場への出入等に対する指示） 

第94条 （略） 第94条 （略） 

（市場秩序の保持等） （市場秩序の保持等） 
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第95条 （略） 第95条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

（許可等の制限又は条件） （認定等の制限又は条件） 

第96条 この条例の規定による      許可，認

可，承認又は指定には，制限又は条件を付す

ることができる。 

第96条 この条例の規定による認定，許可，認

可，承認又は指定には，制限又は条件を付す

ることができる。 

２ 前項の制限又は条件は，      許可，認可，

承認又は指定に係る事項の確実な実施を図る

ため必要な最小限度のものに限り，かつ，   

   許可，認可，承認又は指定を受けた者に不

当な義務を課することとならないものでなけ

ればならない。 

２ 前項の制限又は条件は，認定，許可，認可，

承認又は指定に係る事項の確実な実施を図る

ため必要な最小限度のものに限り，かつ，認

定，許可，認可，承認又は指定を受けた者に

不当な義務を課することとならないものでな

ければならない。 

（許可等に関する意見聴取） 

第97条 市長は，第20条第１項若しくは第33条

第１項の許可，第25条第１項若しくは第２項

若しくは第26条第１項の認可，第30条第１項

の承認又は第71条第１項の指定若しくは同条

第２項の許可（以下「許可等」という。）を

しようとするとき，又は現に許可等を受けて

いる者について，市長が特に必要があると認

めるときは，第20条第４項第７号から第９号

まで（第25条第４項及び第26条第５項におい

て準用する場合を含む。），第30条第４項第

５号から第７号まで，第34条第１項第５号か

ら第７号まで及び第71条第３項各号に規定す

る事由の有無について，福岡県警察本部長の

意見を聴くことができる。 

（削除） 

（委任） （委任） 

第98条 （略） 第97条 （略） 

別表第１ 

該当品目なし 

（削除） 

別表第２ （削除） 

種類 品目 

野菜 近郊産地の個撰品目のうち規則で定め

る品目 

果実 近郊産地の個撰品目のうち規則で定め

る品目 

水産物 いわし類，あじ類，さば類，いか類並び

に別表第1及び別表第3に規定する品目

以外の品目 

肉類 国産の牛及び豚の枝肉 
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別表第３ （削除） 

種類 品目 

野菜 別表第1及び別表第2に規定する品目以

外の品目 

果実 別表第1及び別表第2に規定する品目以

外の品目 

水産物 冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品，養

殖はまち，養殖たい，養殖すずき，養殖

ひらめ，淡水魚類，ふぐ，貝類（かき類

を除く。），いせえび，ざりがに類，し

やこ類，あみ類，うに・なまこ類，さめ

類及び生遊魚 

肉類 別表第1及び別表第2に規定する品目以

外の品目 

卵 鳥卵 

別表第４ 別表第１ 

種別 単位 金額 

卸売業者市場

使用料 

卸売をした物品

の単価に数量を

乗じて得た額の

合計額の1,000

分の5に100分の

110を乗じて得

た額 

仲卸業者市場

使用料 

仲卸業者が第55

条第2項第1号の

規定による許可

又は同項第2号

ウ，第3号イ若し

くは第4号イの

承認を受けた 

場

合におけるその

買い入れた物品

の販売金額（消

費税額及び地方

消費税額を除

く。）の1,000分

の5に100分の11

0を乗じて得た

種別 単位 金額 

卸売業者市場

使用料 

卸売をした物品

の単価に数量を

乗じて得た額の

合計額の1,000

分の5に100分の

110を乗じて得

た額 

仲卸業者市場

使用料 

仲卸業者がその

認定に係る市場

内において，当

該認定に係る取

扱品目の部類に

属する物品を当

該市場の卸売業

者以外の者から

買い入れた場合

におけるその買

い入れた物品の

販売金額（消費

税額及び地方消

費税額を除く。）

の1,000分の5に

100分の110を乗

じて得た額 
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額 

空地使用料 1日1平方メート

ルにつき

3円 

用地使用料 1月1平方メート

ルにつき

92円 

空地使用料 1日1平方メート

ルにつき

3円 

用地使用料 1月1平方メート

ルにつき

92円 

別表第５ 別表第２ 

（略） （略） 

別表第６ 別表第３ 

鮮魚市場施設使用料 鮮魚市場施設使用料 

種別 単位 金額 

卸売業者売場使

用料（西卸売場

棟及び突堤西卸

売場棟の卸売業

者売場に係るも

のを除く。） 

1月1平方メー

トルにつき

170円 

卸売業者売場使

用料（突堤西卸

売場棟の卸売業

者売場に係るも

のに限る。） 

1月1平方メー

トルにつき

180円 

事務室使用料

（鮮魚市場会館

及び仲卸売場棟

の事務室に係る

ものを除く。） 

1月1平方メー

トルにつき

2,030円 

関連事業所使用

料（鮮魚市場会

館及び仲卸売場

棟の関連事業所

に係るものを除

く。） 

1月1平方メー

トルにつき

1,330円 

倉庫使用料（鮮

魚市場会館の倉

1月1平方メー

トルにつき

630円 

種別 単位 金額 

卸

売

業

者

売

場

使

用

料 

突堤東卸売

場棟，突堤

北卸売場

棟，仮設卸

売場棟及び

魚函倉庫棟

の卸売業者

売場 

1月1平方メー

トルにつき

170円 

突堤西卸売

場棟の卸売

業者売場 

1月1平方メー

トルにつき

180円 

長浜卸売場

棟及び東卸

売場棟の卸

売業者売場 

1月1平方メー

トルにつき

260円 

事務室使用料

（鮮魚市場会館

及び仲卸売場棟

の事務室に係る

ものを除く。） 

1月1平方メー

トルにつき

2,030円 

関連事業所使用

料（鮮魚市場会

館及び仲卸売場

棟の関連事業所

に係るものを除

く。） 

1月1平方メー

トルにつき

1,330円 

倉庫使用料（鮮

魚市場会館の倉

1月1平方メー

トルにつき

630円 
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庫に係るものを

除く。） 

買荷積込所使用

料 

1月1区画につ

き 

600円 

通過貨物荷揚場

使用料 

1トンにつき 180円 

屋上使用料 1月1平方メー

トルにつき

90円 

西冷蔵庫使用料 1月施設一式に

つき 

4,000,000円 

東冷蔵庫使用料 1月施設一式に

つき 

7,590,000円 

活魚売場使用料 1月施設一式に

つき 

318,000円 

海水浄化施設使

用料 

1トンにつき 47円 

駐車場使用料 1月1台につき 12,000円 

共同充電所使用

料 

1月1平方メー

トルにつき

460円 

洗車場使用料 1月1平方メー

トルにつき

220円 

会議室使用料

（鮮魚市場会館

の会議室に係る

ものを除く。） 

1室1時間につ

き 

1,000円 

鮮

魚

市

場

会

館

使

用

料 

事務室使用

料 

1月1平方メー

トルにつき

2,300円 

関連事業所

使用料 

1月1平方メー

トルにつき

2,300円 

会議室使用

料 

大会

議室 

1室1時間

につき 

2,100円 

小会

議室 

1室1時間

につき 

800円 

料理講習室

使用料 

1室1時間につ

き 

800円 

倉庫使用料 1月1平方メー

トルにつき

1,000円 

庫に係るものを

除く。） 

買荷積込所使用

料 

1月1区画につ

き 

600円 

通過貨物荷揚場

使用料 

1トンにつき 180円 

屋上使用料 1月1平方メー

トルにつき

90円 

西冷蔵庫使用料 1月施設一式

につき 

4,000,000円 

東冷蔵庫使用料 1月施設一式

につき 

7,590,000円 

活魚売場使用料 1月施設一式

につき 

318,000円 

海水浄化施設使 

用料 

1トンにつき 47円 

駐車場使用料 1月1台につき 12,000円 

共同充電所使用 

料 

1月1平方メー

トルにつき

460円 

洗車場使用料 1月1平方メー

トルにつき

220円 

会議室使用料

（鮮魚市場会館

の会議室に係る

ものを除く。） 

1室1時間につ

き 

1,000円 

鮮

魚

市

場

会

館

使

用

料 

事務室使用

料 

1月1平方メー

トルにつき

2,300円 

関連事業所

使用料 

1月1平方メー

トルにつき

2,300円 

会議室使用

料 

大会

議室 

1室1時

間につ

き 

2,100円 

小会

議室 

1室1時

間につ

き 

800円 

料理講習室

使用料 

1室1時間につ

き 

800円 

倉庫使用料 1月1平方メー

トルにつき

1,000円 
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西

卸

売

場

棟

使

用

料 

卸売業者売

場使用料 

1月1平方メー

トルにつき

260円 

低温売場使

用料 

1月施設一式に

つき 

365,000円 

配送センタ

ー使用料 

1月1平方メー

トルにつき

500円 

1階現場事

務所使用料 

1月1平方メー

トルにつき

1,200円 

中2階現場

事務所使用

料 

1月1平方メー

トルにつき

1,500円 

仲

卸

売

場

棟

使

用

料 

仲卸業者売

場使用料 

1月1平方メー

トルにつき

1,250円 

事務室使用

料 

1月1平方メー

トルにつき

1,500円 

関連事業所

使用料 

1月1平方メー

トルにつき

1,400円 

加工処理施

設使用料 

1月1平方メー

トルにつき

500円 

西

卸

売

場

棟

使

用

料 

卸売業者売

場使用料 

1月1平方メー

トルにつき

260円 

低温売場使

用料 

1月施設一式

につき 

365,000円 

配送センタ

ー使用料 

1月1平方メー

トルにつき

500円 

1階現場事

務所使用料 

1月1平方メー

トルにつき

1,200円 

中2階現場

事務所使用

料 

1月1平方メー

トルにつき

1,500円 

仲

卸

売

場

棟

使

用

料 

仲卸業者売

場使用料 

1月1平方メー

トルにつき

1,410円 

事務室使用

料 

1月1平方メー

トルにつき

1,500円 

関連事業所

使用料 

1月1平方メー

トルにつき

1,560円 

加工処理施

設使用料 

1月1平方メー

トルにつき

500円 

別表第７ 別表第４ 

（略） （略） 

備考 備考 

１ 市場施設とは，市場取引に係る施設を

いい，せり室，冷蔵庫，仕分室，搬出バ

ース，部分肉加工施設，内臓処理室，原

皮取扱室及び現場事務室をさす。 

１ 市場施設とは，市場取引に係る施設を

いい，せり室，冷蔵庫，仕分室，搬出バ

ース，部分肉加工施設，内臓処理室，原

皮取扱室及び現場事務室をさす。 

２ 生産施設とは，と畜に係る施設をいう。 ２ 生産施設とは，と畜に係る施設をいう。 
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【参考】 
 
 

 
 
１ 目的 

 

   卸売市場法の改正に伴う，福岡市中央卸売市場の業務規程（卸売市場の業務に関する

条例，規則等）の改正にあたり，改正卸売市場法は，開設者（福岡市）が，法定の遵守 

事項以外に遵守事項を設定する場合は，取引参加者（卸売業者，仲卸業者その他市場で 

取引を行う者）の意見を聴くこととしております。 

 

そのため，これまで取引参加者から聴取した意見を踏まえて作成した福岡市中央卸売 

市場の業務規程改正（案）の骨子を，パブリックコメント手続きによって公表し，さらに

広くの意見募集を行うことといたしました。 

 

 

２ 意見募集期間 

 

令和元年１２月１９日（木）～令和２年 １月１７日（金） 

 

 

３ 実施方法 

 

(1) 公表方法 

    福岡市ホームページに掲載するほか，以下の場所で資料の閲覧・配付を行いました。 

 

・ 福岡市役所本庁舎 情報プラザ（市役所１階），情報公開室（同２階） 

・ 市場会館（中央区長浜３，農林水産局 中央卸売市場 市場課） 

・   区役所等 各区役所情報コーナー，早良区入部出張所，西区西部出張所 

  

     このほか，市政だより令和２年１月１日号や，農林水産省のホームページ（意見 

募集のポータル画面）に本市ホームページへのリンクを設定する等で，意見募集の 

実施について告知を行いました。 

 

(2) 意見の提出方法 

郵送，ファクス，電子メール，窓口への持参 

 

 

４ 意見募集の結果 

   

意見なし 

「福岡市中央卸売市場の業務規程改正（案）

の骨子」に対する意見募集の結果について 

別紙４ 
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【
参

考
資

料
】
　
鮮

魚
市

場
施

設
使

用
料

（
別

表
第

６
）
改

定
箇

所

出
典
：
国
土
地
理
院
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

高
度
衛
生
管
理
整
備
事
業

今
回
施
設
使
用
料
を
改
定
し
た
施
設

※
（

）
内
は
整
備
年
度

別紙５
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