
 

 

 

 条例の改正に伴い、規則の改正を行う予定です。改正案の概要は次の通りです。 

 

第１ 総則に係る規定について 

（１）市場の取扱い品目について 

   条例第４条第１号及び第２号に規定する規則で定めるその他の食料品は、次に掲げ

る物品とします。 

  ア 青果部  鶏卵、うずらの卵、餅（真空包装）、納豆、ぬか、調理冷凍食品、干わ

かめ、干あらめ、寒天、こんにゃく、豆腐、ハチミツ 等 

  イ 水産物部 ハム、ソーセージ、ぎょうざ、シューマイ、ハンバーグ、肉団子及びそ

の他の惣菜、冷凍ブロイラー、調理冷凍食品、豆腐、麺類、納豆、うなぎ

たれ、餅（真空包装）、酒粕、鳥卵加工品、粉わさび 等 

第２ 市場関係事業者に係る規定について 

 １ 卸売業者に係る規定について 

（１）卸売業務の許可申請の手続について 

    条例第７条第１項の規定により卸売業者として卸売をする業務を行う許可を受け

ようとする者は、申請書を市長に提出しなければならないこととし、当該申請書の様

式を定めます。 

    また、当該申請書には、条例第７条第２項各号に掲げる欠格事項に該当しないこと

を証する書類その他申請者の事業等を確認することができる書類を添付しなければ

ならないこととし、その一部の書類について様式を定めます。 

    そして、市長は、条例第７条第１項の規定による許可をしたときは、卸売業務許可

証を交付するものとし、その様式を定めます。 

（２）卸売業者の事業の譲渡し等の認可申請等の手続について 

    ①条例第 13 条第１項の規定による事業の譲渡し及び譲受けの認可、②条例第 13 条

第２項の規定による合併又は分割の認可、③条例第 13条第３項の規定による相続の

認可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならないこととし、当該

申請書の様式を定めます。 

    また、これらの認可に係る申請書を提出するに当たっては、条例で定める欠格事項

に該当しないことを証する書類その他申請者の事業等を確認することができる書類

を添付しなければならないこととします。 

    そして、条例第 13 条第１項、第２項又は第３項の認可をしたときは、認可書を交

付することとし、当該認可書の様式を定めます。 

（３）名称変更等の届出について 
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条例第 14条に規定する届出は、名称変更等届出書によるものとし、当該届出書の

様式を定めます。また、届出書には、届出事項に係る内容を証明する書類を添付しな

ければならないこととします。 

（４）事業報告書の作成等について 

   ア 条例第 15 条第１項に規定する事業報告書は、事業年度ごとに、省令別記様式第

２号により作成し、当該事業年度経過後 90日以内に、市長に提出しなければなら

ないこととします。 

   イ 条例第 15 条第２項の規定による事業報告書の閲覧は、卸売業者の事務所におけ

る備置きによりさせるものとします。 

   ウ 条例第 15 条第２項に規定する「出荷者が安定的な決済を確保するために必要な

財務に関する情報として規則で定めるもの」は、貸借対照表及び損益計算書としま

す。 

   エ 条例第 15 条第２項に規定する「規則で定める正当な理由がある場合」とは、次

のとおりとします。 

（ア）当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと

認められる者から閲覧の申出がなされた場合 

（イ）安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的

以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合 

（ウ）同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合 

（５）競り人の登録等について 

   ア 競り人の登録申請について 

条例第 16条第２項に規定する登録申請書の様式を定めます。また、当該申請書

には、条例第 16条第４項各号に掲げる欠格事項に該当しないことを証する書類そ

の他競り人に関する事項を確認する書類を添付しなければならないこととし、そ

の一部の書類について様式を定めます。 

    そして、条例第 16 条第２項の登録の申請があった場合は、市長は、条例第 16条

第４項の規定により登録を拒否する場合を除き、申請書を受理した日から起算し

て 30日以内に登録し、速やかに、その旨を申請者に通知するとともに、競り人章

を交付することとし、当該通知に係る通知書及び競り人章の様式を定めます。 

  イ 競り人章の再交付について 

    卸売業者は、競り人が競り人章を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再交付

申請書を市長に提出して再交付を受けなければならないこととし、当該申請書の

様式を定めます。この場合において、卸売業者は、その実費を弁償しなければなら

ないこととします。 

   ウ 競り人章の返還について 

     条例第 17 条の規定による登録の取消し、又は条例第 18 条の規定による登録の



消除を受けた競り人は、速やかに、競り人章を市長に返還しなければならないこと

とします。 

（６）不適格事実等の届出について 

    卸売業者は、次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

ればならないとします。 

   ア 卸売業者が条例第７条第２項各号（第３号及び第５号を除く。）の規定に該当す

ることとなったとき、又は卸売業者がその業務を適確に遂行するのに必要な資力

信用を有しなくなったと認められたとき。 

  イ 競り人を解雇したとき、又は競り人が死亡したとき、又は競り人が条例第 16 条

第４項各号（第４号及び第６号を除く。）に該当することとなったとき。 

 ２ 仲卸業者に係る規定について 

 （１）仲卸業務の許可申請等について 

    条例第 20 条第１項の規定により仲卸業者として販売をする許可を受けようとする

者は、申請書を市長に提出しなければならないこととし、当該申請書の様式を定めま

す。 

    また、当該申請書を提出するに当たっては、条例第 20条第２項各号に掲げる欠格

事項に該当しないことを証する書類その他申請者の事業等を確認することができる

書類を添付しなければならないこととし、その一部の書類について様式を定めます。 

そして、市長は、条例第 20 条第１項の規定による許可をしたときは、仲卸業務許

可証を交付するものこととし、当該許可証の様式を定めます。 

 （２）仲卸業者章の交付等について 

ア 市長は、仲卸業者が条例第 21 条第１項の規定による保証金を預託したときは、

仲卸業者が法人にあっては仲卸売買参加者名簿に記載されている者のうちから市

長が適当と認めた者に、仲卸業者が個人にあってはその者に仲卸業者章を交付す

るものとし、仲卸業者章の様式を定めます。 

   イ 法人である仲卸業者が、仲卸売買参加者名簿に記載されている者を変更しよう

とするときは、次に掲げる書類等を市長に提出し、仲卸業者章の再交付を受けなけ

ればならないこととし、必要となる書類の様式を定めます。 

（ア）仲卸売買参加者の変更届出書 

（イ）仲卸売買参加者の変更届出書に新たに記載された者（役員を除く。）に係る職

歴書及び写真（正面、上半身、脱帽、おおむね縦４センチメートル・横３センチ

メートル）１枚 

（ウ）仲卸売買参加者名簿に記載されている者のうち、取下げをしようとする者に係

る仲卸業者章 

（エ）これらに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

ウ 仲卸業者は、卸売業者の行う売買取引に参加するときは、仲卸業者章をつけた帽



子を着用しなければならないこととします。 

  エ 仲卸業者は、その資格を失ったときは、直ちに仲卸業務許可証及び仲卸業者章を

市長に返還しなければならないこととします。 

（３）仲卸補助者章の交付等について 

ア 市長は、個人の仲卸業者による仲卸しの業務が適正かつ健全に行われるため必

要があると認めるときは、（２）に規定するところにより、仲卸補助者（卸売業者

の行う売買取引に参加するのに必要な知識及び経験等を有している使用人その他

当該仲卸業者が指名する者をいう。以下同じ。）を卸売業者の行う売買取引に参加

させることができることとします。 

イ 個人の仲卸業者は、仲卸補助者を卸売業者の行う売買取引に参加させようとす

るときは、仲卸補助者（変更）届出書に仲卸補助者に係る次に掲げる書類を添付し、

市長に提出しなければならないこととし、当該届出書の様式を定めます。 

（ア）職歴書及び写真（正面、上半身、脱帽、おおむね縦４センチメートル・横３セ

ンチメートル）１枚 

（イ）これらに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

ウ 市長は、当該届出に係る者が、仲卸補助者として適当と認めたときは、仲卸補助

者章を当該仲卸業者に交付するものし、仲卸補助者章の様式を定めます。 

エ 仲卸補助者章の交付を受けた仲卸業者は、仲卸補助者が卸売業者の行う売買取

引に参加するときは、仲卸補助者章をつけた帽子を着用させなければならないこ

ととします。 

  オ 仲卸補助者章の交付を受けた仲卸業者は、仲卸補助者でなくなった者があると

きは、直ちに仲卸補助者（変更）届出書を市長に届け出るものとし、その者の仲卸

補助者章を市長に返還しなければならないこととします。そして、当該届出書の様

式を定めます。 

（４）仲卸業者章等の再交付について 

   仲卸業者は、仲卸業者章等の交付を受けた者が仲卸業者章等を紛失し、又は損傷し

たときは、速やかに再交付申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない

こととし、当該申請書の様式を定めます。 

この場合において仲卸業者は、その実費を弁償しなければならないこととします。 

（５）仲卸業者の事業の譲り渡し等の認可申請等について 

  ア ①条例第 23 条第１項の規定による事業の譲渡し及び譲受けの認可、②条例第 23

条第２項の規定による合併又は分割の認可、③条例第 23 条第３項の規定による相

続の認可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならないことと

し、当該申請書の様式を定めます。 

     また、これらの認可に係る申請書を提出するに当たっては、条例で定める欠格事

項に該当しないことを証する書類その他申請者の事業等を確認することができる



書類を添付しなければならないこととします。 

  イ 市長は、①条例第 23条第１項の規定による事業の譲渡し及び譲受けの認可、②

条例第 23 条第２項の規定による合併又は分割の認可、③条例第 23 条第３項の規

定による相続の認可をしたときは、認可書を交付することとし、当該認可書の様式

を定めます。 

 （６）名称変更等の届出について 

    条例第 25条に規定する届出は、名称変更等届出書によるものとし、当該届出書の

様式を定めます。 

また、届出には届出事項に係る内容を証明する書類を添付しなければならないこ

ととします。 

 （７）事業報告書について 

条例第 24条に規定する報告書は、次の報告書によるものとし、これらの報告書の

様式を定めます。 

ア 当該事業年度経過後 90 日以内に提出する年間事業報告書 

イ 毎月 10 日以内に提出する月間事業報告書 

 （８）不適格事実等の届出について 

仲卸業者は、条例第 20 条第２項各号（第３号及び第５号を除く。）のいずれかに該

当することとなったときは、又はその業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を

有しなくなったと認められたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければなら

ないこととします。 

３ 売買参加者に係る規定について 

（１）売買参加者の許可申請等について 

    条例第 26 条第１項の規定により卸売業者から競り売り又は入札の方法による卸売

を受ける許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならないこと

とし、当該申請書の様式を定めます。 

    また、当該申請書には、申請書には、条例で定める欠格事項に該当しないことを証

する書類その他その事業者の事業等を確認する書類を添付しなければならないこと

とし、その一部の書類について様式を定めます。 

    そして、市長は、条例第 26 条第１項の規定による許可をしたときは、許可書を交

付するものとし、当該許可書の様式を定めます。 

 （２）売買参加者章の交付について 

   ア 市長が条例第 26 条第１項の規定による許可をしたときは、売買参加者が法人に

あっては買参人売買参加者名簿に記載されている者のうちから市長が適当と認め

る者に、売買参加者が個人にあってはその者に売買参加者章を交付するものとし、

当該売買参加者章の様式を定めます。 

     また、法人である売買参加者が、買参人売買参加者名簿に記載されている者を変



更しようとするときは、次に掲げる書類等を市長に提出し、売買参加者章の再交付

を受けなければならないこととし、必要となる様式を定めます。 

（ア）買参人売買参加者の変更届出書 

（イ）買参人売買参加者の変更届出書に新たに記載された者（役員を除く。）に係る

職歴書及び写真（正面、上半身、脱帽、おおむね縦４センチメートル・横３セ

ンチメートル）１枚 

（ウ）買参人売買参加者名簿に記載されている者のうち、取下げをしようとする者

に係る売買参加者章 

（エ）これらに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

イ 売買参加者は、卸売業者の行う売買取引に参加するときは、売買参加者章をつけ

た帽子を着用しなければならないこととします。 

ウ 売買参加者は、その資格を失ったときは、直ちに条例第 26条第１項の規定によ

る許可に係る許可証及び売買参加者章を市長に返還しなければならないこととし

ます。 

（３）売買参加者補助者章の交付について 

ア 市長は、個人の売買参加者の効率的な取引を確保するため必要があると認める

ときは（２）に規定するところにより、買参人補助者（卸売業者の行う売買取引に

参加するのに必要な知識及び経験等を有している使用人その他当該売買参加者が

指名する者をいう。以下同じ。）を卸売業者の行う売買取引に参加させることがで

きることとします。 

イ 個人の売買参加者は、買参人補助者を卸売業者の行う売買取引に参加させよう

とするときは、買参人補助者（変更）届出書に買参人補助者に係る次に掲げる書類

を添付し、市長に提出しなければならないこととし、当該届出書の様式を定めます。 

（ア）職歴書及び写真（正面、上半身、脱帽、おおむね縦４センチメートル・横３セ

ンチメートル）１枚 

（イ）これらに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

ウ 市長は、当該届出に係る者が、買参人補助者として適当と認めたときは、売買参

加補助者章を当該売買参加者に交付するものとし、売買参加補助者章の様式を定

めます。 

エ 売買参加補助者章の交付を受けた売買参加者は、買参人補助者が卸売業者の行

う売買取引に参加するときは、当該売買参加補助者章をつけた帽子を着用させな

ければならないこととします。 

オ 売買参加補助者章の交付を受けた売買参加者は、買参人補助者でなくなった者

があるときは、直ちに買参人補助者（変更）届出書を市長に届け出るものとし、そ

の者の売買参加補助者章を市長に返還しなければならないこととし、そのものの

仲卸補助者章を市長に返還しなければならないこととします。そして、当該届出書



の様式を定めます。 

（４）売買参加者章等の再交付について 

売買参加者は、売買参加者章等の交付を受けた者が売買参加者章等を紛失し、又は

損傷したときは、速やかに再交付申請書を市長に提出して再交付を受けなければな

らないこととし、当該申請書の様式を定めます。 

この場合において売買参加者は、その実費を弁償しなければならないこととしま

す。 

（５）売買参加者の事業の譲り渡し等の許可申請等について 

ア ①条例第 28 条第１項の規定による事業の譲渡し及び譲受けの認可、②条例第 28

条第２項の規定による合併又は分割の認可、③条例第 28 条第３項の規定による相

続の認可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならないことと

し、当該申請書の様式を定めます。 

     また、これらの許可にかかる申請書を提出するにあたっては、条例で定める欠

格事項に該当しないことを証する書類その他申請書の事業等を確認することがで

きる書類を添付しなければならないこととします。 

イ 市長は、①条例第 28条第１項の規定による事業の譲渡し及び譲受けの認可、②

条例第 28 条第２項の規定による合併又は分割の認可、③条例第 28 条第３項によ

る相続の認可をしたときは、認可書を交付することとし、当該認可書の様式を定め

ます。 

（６）名称変更等の届出について 

条例第 29条に規定する届出は、名称変更等届出書によるものとし、当該届出書の

様式を定めます。 

また、届出には届出事項に係る内容を証明する書類を添付しなければならないこ

ととします。 

（７）不適格事項の届出について 

    売買参加者は、条例第 26条第２項各号（第２号及び第４号を除く。）のいずれかに

該当することとなったとき、又は卸売業者の相手方として必要な資力信用を有しな

くなったと認められたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならないこ

ととします。 

４ 関連事業者に係る規定について 

（１）関連事業者の許可申請について 

ア 条例第 30条第１項の規定により市場内の店舗その他の施設において、市場機能

の充実を図り、又は卸売業者、仲卸業者、売買参加者、買出人その他市場の利用者

に便益を提供する事業を行う許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出し

なければならないこととし、当該申請書の様式を定めます。 

また、当該申請書には、条例で定める欠格事項に該当しないことを証する書類そ



の他その事業者の事業等を確認する書類を添付しなければならないこととし、そ

の一部の書類について様式を定めます。 

そして、市長は、条例第 30 条第１項の規定による許可をしたときは、許可証を

交付するものとし、当該許可書の様式を定めます。 

イ 関連事業者は、その資格を失ったときは、直ちに許可証を市長に返還しなければ

ならないこととします。 

（２）関連事業者の事業の譲譲渡し等の認可申請等について 

ア ①条例第 34 条第１項の規定による事業の譲渡し及び譲受けの認可、②条例第 34

条第２項の規定による合併又は分割の認可、③条例第 34 条第３項の規定による相

続の認可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならないことと

し、当該申請書の様式を定めます。 

    また、これらの許可にかかる申請書を提出するにあたっては、条例で定める欠格

事項に該当しないことを証する書類その他申請書の事業等を確認することができ

る書類を添付しなければならないこととします。 

イ 市長は、①条例第 34条第１項の規定による事業の譲渡し及び譲受けの認可、②

条例第 34 条第２項の規定による合併又は分割の認可、③条例第 34 条第３項によ

る相続の認可をしたときは、認可書を交付することとし、当該認可書の様式を定

めます。 

（３）名称変更等の届出について 

   条例第 35 条に規定する届出は、名称変更等届出書によるものとし、届出事項に係る

内容を証明する書類を添付しなければならないこととし、当該届出書の様式を定めま

す。 

（４）不適格事実等の届出について 

関連事業者は、条例第 30条第２項各号（第３号及び４号を除く）のいずれかに該当

することとなったときは、又はその業務を的確に遂行するのに必要な資力信用を有し

なくなったと認められるときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならないこ

ととします。 

第３ 売買取引及び決済の方法 

（１）上場の単位について 

ア 卸売業者は、上場物品の単位を決定し、又は変更したときは、遅滞なく、届出書

を市長に提出しなければならないこととし、当該届出書の様式を定めます。 

イ 市長は、売買取引の適正かつ効率的な流通の確保を図るため必要があると認め

るときは、卸売業者に対し上場物品の単位の変更を命ずることができることとし

ます。 

（２）物品の下見について 

 卸売業者は、卸売をしようとする物品を競り売り又は入札の方法により取引をす



るときは、販売開始時刻前に仲卸業者及び売買参加者が下見できるように卸売場に

配列しなければならないこととします。 

（３）せり売り又は入札の方法によらなければならない場合について 

条例第 37 条２項に規則で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとします。 

ア 市場における生鮮食料品等の入荷量が一時的に著しく減少した場合 

イ 市場における生鮮食料品等に対する需要が一時的に著しく増加した場合 

（４）受託拒否できる正当な理由について 

条例第 39条に規則で定める正当な理由がある場合は、次のとおりとします。 

ア 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が食品衛生上有害である場合 

イ 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等が市場において過去に全て残品とな

り卸売に至らなかった生鮮食料品等と品質が同程度であると市長が認める場合 

ウ 卸売場、倉庫その他の卸売業者が市場における卸売の業務のために使用する施

設の受入れ能力を超える場合 

エ 販売の委託の申込みがあった生鮮食料品等に関し、法令に違反し、若しくは公益

に反する行為の疑いがある場合又は卸売を制限する行政機関の指示若しくは命令

があった場合 

オ 販売の委託の申込みが条例第 43条の規定により卸売業者が公表した売買取引の

条件に基づかない場合 

カ 販売の委託の申込みが市場以外の場所における売買取引の残品の出荷であるこ

とが明白である場合 

キ 販売の委託の申込みが次に掲げる者から行われたものである場合 

   （ア）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同号に規定する暴力団員でなくなった日から

５年を経過しない者（以下この号において「暴力団員等」という。） 

   （イ）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する者 

   （ウ）暴力団員等がその事業活動を支配する者 

（５）条件のある受託物品について 

ア 卸売業者は、受託物品に指値その他の条件がある場合は、卸売の販売開始時刻前

にその旨を当該物品に表示するとともに、届出書を市長に提出し、卸売の際にはそ

の旨を呼び上げなければならないこととし、当該届出書の様式を定めます。 

イ 卸売業者は（１）の規定によらないで卸売をしたときは、指値その他の条件をも

って仲卸業者及び売買参加者その他の買受人に対抗することができないこととし

ます。 

ウ 卸売業者は、条件のある受託物品について、その条件で卸売することができない

ときは、その旨を委託者に通知し、その指図を受けなければならないこととします。

ただし、卸売業者において直ちに卸売しなければ委託者に著しい損害を及ぼすお



それがあると認められるときは、申請書を市長に提出し、承認を受けてその条件が

なかったものとしてこれを卸売することができることとし、当該申請書の様式を

定めます。 

エ ただし書の規定により卸売したときは、当該卸売業者の請求により、市長は証明

書を交付することとし、当該証明書の様式を定めます。 

（６）取引方法の周知について 

卸売業者は、当日卸売する物品について、条例第 37 条第１項に規定するいずれの

取引方法により卸売を行うか、仲卸業者及び売買参加者が把握できるよう必要な措

置を講じなければならないこととします。 

（７）卸売業者の報告（仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売）について 

条例第 40条の規定による報告は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売

報告書によるものとし、条例第 40条に規定する卸売を行った時は遅滞なく提出しな

ければならないこととし、当該報告書の様式を定めます。 

（８）卸売業者の報告（市場外販売）について 

条例第 41条の規定による報告は、市場外販売報告書によるものとし、その月に卸売

を行った翌月の 10日までに提出しなければならないこととし、当該報告書の様式を

定めます。 

（９）卸売業者の報告（自己買受）について 

条例第 42条の規定による報告は、自己買受報告書によるものとし、その月に卸売

を行った翌月の 10日までに提出しなければならないこととし、当該報告書の様式を

定めます。 

（10）売買取引条件の公表について 

条例第 43条の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利

用又は事務所における備置きにより行わなければならないこととします。 

ア 営業日及び営業時間 

イ 取扱品目 

ウ 生鮮食料品等の引渡しの方法 

エ 委託手数料その他の生鮮食料品等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 

オ 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法（条例第 52 条に規

定する決済の方法に則したものに限る。） 

カ 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がある場合には、その種類、内容及びその額（そ

の交付の基準を含む。） 

（11）受託物品の受領通知及び検収について 

ア 条例第 44 条第 1 項の規定による通知は、物品受領通知書によるものとします。



ただし、受領した日の翌日までに条例第 51条に規定により作成した売買仕切書（以

下「売買仕切書」という。）を発送するときは、この限りでないこととします。 

イ 条例第 44条第２項又は第３項の規定により市長の指定する検査員の確認を受け

ようとするときは、申請書を市長に提出しなければならないこととし、当該申請書

の様式を定めます。この場合において、ウの規定により、市長の指定する検査員の

確認を受けようとするときは、異状を認めた物品の写真を併せて提出しなければ

ならないこととします。 

ウ イの規定による確認は、卸売業者立会いの上、当該物品の容器の完否、荷造りの

状態、個数、等級、重量、鮮度及び品質等を検査して行うものとします。 

エ 市長は、ウの確認の結果、受託物品に異状を認めたときは、証明書を交付するこ

ととし、当該証明書の様式を定めます。 

（12）卸売をした物品の相手方の明示等について 

ア 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、条例第 45条の規定により、直ちに

当該物品に荷渡票を貼付しなければならないこととし、必要な様式を定めます。 

イ 仲卸業者、売買参加者その他の買受人（以下「買受人」という。）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こととします。 

ウ 卸売業者は、買受人が次に掲げる事項に該当し、物品の引取りを怠ったと認めら

れるときは、その買受物品を当該買受人の費用で保管し、又は催告をしないで他の

者に卸売をすることができることとします。 

（ア）卸売業者が引渡しの準備を完了し、買受人に引取りを請求したにもかかわらず、

買受人が正当な理由がなくこれを引き取らないとき。 

（イ）買受人の所在が不明で、引取りの請求ができないとき。 

（ウ）前２号に掲げるほか、買受人が不当又は不正に引取りを怠ったと市長が認める

とき。 

エ ウの規定により卸売業者が他の者に卸売をした場合において、その卸売金額（競

り売り若しくは入札又は相対取引に係る金額にその８パーセントに相当する金額

を加えた金額をいう。以下同じ。）が同項の物品の引き取りを怠ったに対する卸売

価格より低いときは、その差額は当該買受人の負担とすることとします。 

オ ウの規定の規定による保管の費用は、買受人が当該物品を引き取ったときに、ま

たエの規定による差額（以下「差損金」という。）は、卸売業者が他の者に卸売し

たときに、それぞれ支払わなければならないこととします。 

（13）卸売業者の届出事項について 

卸売業者は、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその旨を市長に届け出なけ

ればならないこととします。 

ア 仲卸業者及び売買参加者が買受代金（消費税及び地方消費税の額を含む。）の支

払を怠ったとき。 



イ （12）ウの規定により、物品を保管し、又は他の者に卸売したとき。 

ウ 仲卸業者及び売買参加者が（12）ウの規定による保管の費用又は（12）エの差損

金の支払を怠ったとき。 

（14）仲卸業者の報告について 

条例第 46 条の規定による報告は、その月に販売を行った翌月の 10 日までに卸売

業者及び仲卸業者以外の者からの買入れ物品販売報告書によりおこなわなければな

らないこととし、当該報告書の様式を定めます。 

（15）販売原票の作成及び提出について 

ア 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、直ちに販売原票を作成し、その写し

（必要事項を電磁的記録に記録したものを含む。）を市長に提出しなければならな

いこととします。 

イ 卸売業者は、アの販売原票に基づき、売渡票を作成し、買受人に交付しなければ

ならないこととします。 

ウ アで求める内容は現行の様式で定めている事項を原則として定めます。 

（16）卸売の結果等の報告について 

ア 条例第 49条第１項の規定による報告及び公表は、毎開場日の販売開始時刻まで

に、卸売予定数量等報告書により行うこととし、当該報告書の様式を定めます。 

イ 条例第 49 条第２項の規定による報告及び公表は、毎開場日の午後４時までに、

次に定めるところにより行うものとし、当該報告書の様式を定めます。 

（ア）その日の品目に関する市長への報告 売上高日計表 

（イ）その日の主要品目に関する市長への報告及び公表 主要品目販売価格報告書 

（ウ）その日の主要品目に関する市長への報告及び公表の規定により報告する卸売

価格については、高値（最も高い価格をいう。以下同じ。）、中値（最も卸売の数

量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目については、

加重平均価格をいう。以下同じ。）及び安値（中値未満の価格のうち、最も卸売

数量が多い価格をいう。ただし、個々の商品ごとに価格を決定する品目について

は、最も低い価格をいう。以下同じ。）に区分して行うこと。 

ウ 条例第 49 条第３項の規定による報告及び公表は、毎月 10 日までに、次に定め

るところにより行うものとし、市長への報告は、月間取扱高等報告書により行うも

のとし、必要な様式を定めます。 

エ ア～ウに規定する公表は、インターネットを利用し、又は卸売場の所定の場所に

掲示して行うものとします。 

（17）開設者による卸売予定数量等の公表について 

ア 条例第 50条第１項に規定する規則で定める事項は、その日の主要な品目の卸売

予定数量とし、毎開場日の販売開始時刻までに公表するものとします。 

イ 条例第 50条第２項に規定する規則で定める事項は、その日の主要な品目の卸売



りの数量及び価格とし、毎開場日の午後５時までに公表するものとします。 

ウ ア及びイに規定する公表は、同項に定めるところによるほか、次に定めるところ

により行うものとします。 

（ア）アに規定する事項にあっては、主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数

量及び価格と併せて公表すること。 

（イ）売買取引の方法ごとに、価格を高値、中値及び安値に区分して行うこと。 

エ 条例第 50条第３項の規定による公表は、毎月 15 日までに行うものとします。 

オ エに規定する公表は、インターネットを利用し、又は卸売場の所定の場所に掲示

して行うものとします。 

（18）売買仕切書について 

ア 卸売業者は、条例第 51 条の規定により売買仕切書を委託者に送付したときは、

直ちにその写し（必要事項を電磁的記録に記録したものを含む。）を市長に提出し

なければならないこととします。 

イ アで求める内容は現行の様式で定めている事項を原則として定めます。 

（19）決済の方法について 

ア 条例第 52条に規定する規則で定める決済の方法については、次のとおりとしま

す。 

（ア）卸売業者が、受託物品の卸売又は販売をしたときは、委託者に対し、その卸売

又は販売をした日の翌日までにその代金を支払うこと。 

（イ）卸売業者が、出荷者から生鮮食料品等を買い受けたときは、その引渡しを受け

た日の翌日までに、その代金を支払うこと。 

（ウ）卸売業者から卸売又は販売を受けた者は、卸売業者から買い受けた生鮮食料品

等の引き渡しを受けると同時にその代金を支払うこと。 

（エ）仲卸業者から販売を受けた者は、仲卸業者から生鮮食料品等の引渡しを受ける

と同時に、その代金を支払うこと。 

（オ）仲卸業者は、出荷者から生鮮食料品を買い受けたときは、その引き渡しを受け

た日から 30 日以内に、その代金を支払うこと。 

（カ）市場における売買取引の支払方法は、送金、現金又は手形によるものとする。 

イ アの各規定は、代金の支払いに関し特約をすることを妨げないこととします。 

第４ 市場施設の使用 

（１）使用の指定等について 

ア 条例第 54条第１項の指定又は同条第２項の許可を受けようとする者は、申請書

を市長に提出しなければならないこととし、当該申請書の様式を定めます。 

イ 市長は、アの指定又は許可をしたときは、使用指定（許可）書を交付するものと

し、当該指定（許可）書の様式を定めます。 

ウ 市長は、必要があると認めるときは、アの指定又は許可をした後であっても、そ



の指定又は許可に係る位置、面積、使用期間その他の使用条件を変更することがで

きることとします。 

エ 市長は、必要があると認めるときは、市場施設の一部について適当な責任者を定

めて、その管理を委託することができることとします。 

オ 市場施設の使用期間は、１年以内とし、これを更新することができることとしま

す。 

カ 条例第 54条第４項に規定する保証金の額は、市場施設の使用料月額の３倍に相

当する額とします。 

（２）使用上の義務等について 

ア 条例第 55条第３項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなけれ

ばならないこととし、当該申請書の様式を定めます。 

イ アの申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこととします。 

・設計図 

・仕様書 

・工程表 

・その他、市長が必要があると認める書類 

ウ 市場施設に備付け以外の看板、装飾、広告物等を設けることは、市場施設の現状

に変更を加える行為とみなすこととします。 

エ 市長が必要があると認めるときは、（１）の承認をした後であっても、当該申請

者に対し指示をし、又は変更させ、若しくは除去を命ずることができることとしま

す。 

オ （１）の承認を受けた者は、工事完了後遅滞なく市長に届け出て、検査を受けた

後でなければ使用してはならないこととします。 

第５ 雑則 

（１）処分の通知について 

    市長は、条例第 12 条、第 17条、第 22条、第 27条、第 32条及び第 57 条の規定に

基づく処分をするときは、処分通知書により通知するものとし、当該通知書の様式を

定めます。 

（２）身分証明書について 

ア 条例第 44条第２項並びに第 53条ただし書の規定による市長の指定する検査員

は、物品検査員証を携帯しなければならないこととし、その様式を定めます。 

イ 条例第 60条第２項の規定による身分証明書の様式を定めます。 

（３）臨時競り人について 

条例第 65条第４項の規定により市長が卸売の業務を代行するときは、その取扱品

目の部類の競り人として登載されていた者のうちから、臨時に競り行為をさせるこ

とができることとします。 



（４）入場制限について 

市長は、次のいずれかに該当する者に対し、その入場を制限し、又は退去を命ずる

ことができることとします。 

・みだりに市場内へ廃棄物を捨てる者 

・市場内において暴行、脅迫その他の不穏の行為により市場の秩序を乱す者 

・市場内において他人の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある者 

・感染性の疾病がある者 

・これらに掲げる者のほか、市長が不適当と認める者 

（５）買出人の登録について 

ア 条例第 69条第２項の規定に基づき、市場内において仲卸業者から物品の販売を

受けようとする者（以下「買出人」という。）は、市長が行う買出人登録を受けな

ければならないこととします。 

イ アに規定するもののほか、買出人に関し必要な事項は、市長が定めることとしま

す。 

ウ 条例第 69条第２項の規定に基づき、市長は、取引参加者の市場の使用または利

用に関し、必要に応じて取引参加者に指示又は助言を行うものとします。 

（６）掲示事項について 

市長は、次のいずれかに該当する場合には、その旨を開設者掲示場に掲示するもの

とします。 

ア 条例第５条第２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

とき。 

イ 条例第６条第１項ただし書の規定により開場の時間を変更するとき、又は同条

第２項の規定により卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻を定めたとき、

又は変更したとき。 

ウ 条例第７条第１項の規定により卸売の業務を許可し、又は条例第 12 条各項の規

定によりその許可を取り消したとき。 

エ 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止するとき。 

オ 条例第 16 条第１項の規定により競り人の登録をしたとき、又は条例第 18 条の

規定により競り人の登録を消除したとき。 

カ 条例第 20 条第１項の規定により仲卸しの業務を許可し、又は条例第 22 条各項

の規定によりその許可を取り消したとき。 

キ 条例第 26 条第１項の規定により売買参加者の許可をし、又は条例第 27 条の規

定によりその許可を取り消したとき。 

ク 条例第 30 条第１項の規定により関連事業者の許可をし、又は条例第 32 条各項

の規定によりその許可を取り消したとき。 

ケ 条例第 13 条第１項の規定により卸売業者の事業の譲渡し及び譲受けを認可し、



同条第２項の規定により法人である卸売業者の合併若しくは分割を認可し、又は

同条第３項の規定により卸売業者の相続を認可したとき。 

コ 条例第 23 条第１項の規定により仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受けを認可し、

同条第２項の規定により法人である仲卸業者の合併若しくは分割を認可し、又は

同条第３項の規定により仲卸業者の相続を認可したとき。 

サ 条例第 28 条第１項の規定により売買参加者の事業の譲渡し及び譲受けを認可し、

同条第２項の規定により売買参加者の合併若しくは分割を認可し、又は同条第３

項の規定により売買参加者の相続を認可したとき。 

シ 条例第 34 条第１項の規定により関連事業者の事業の譲渡し及び譲受けを認可し、

同条第２項の規定により関連事業者の合併若しくは分割を認可し、又は同条第３

項の規定により関連事業者の相続を認可したとき。 

ス 条例第 47条各項の規定により売買を差し止めたとき。 

セ 条例第 48条第３項の規定により衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去

を命じたとき。 

ソ 条例第 62条の規定により処分をしたとき。 

タ 市場に関する法令又は条例若しくはこの規則に変更があったとき。 

チ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

（７） その他市場に関する法令により求められる改正を必要に応じて行います。 

（８） 現行の本規則第４条、第６条、第 10 条、第 11条、第 12条、第 26条、第 33 条、

第 37条、第 39 条、第 42条、第 44 条、第 48条、第 52条、第 53 条、第 54条、第

55 条、第 57条、第 58条、第 59条、第 61 条、第 62 条、第 63条、第 69 条、第 69

条の２、第 70 条、第 72条、第 77 条、第 77条の２、第 77 条の３、第 77条の４、

第 78 条、第 79 条、第 80 条、第 82 条、第 82 条の２、第 97 条、第 98 条、第 99

条、第 100条、第 101 条、第 102 条、第 111 条及び、それらに伴う別表については

削除します。 

（９） その他現行の本規則に規定があり、当骨子案に記載のない事項は原則内容に変更

はありません（静岡市行政手続条例及び静岡市行政手続条例施行規則に定める適

用除外に該当する事項を除く）。 


