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１ 規則等の案の題名 

  静岡市中央卸売市場業務条例及び静岡市中央卸売市場業務条例施行規則の全部改正に

伴う審査基準等の制定及び改廃（案） 

 

２ 意見公募手続を実施した期間 

  令和２年５月１日（金）から令和２年６月１日（月）まで 

 

３ 定めた規則等の題名 

 （１）申請に対する処分の審査基準・標準処理期間（「卸売業務の許可」ほか 23件） 

 （２）不利益処分の処分基準（「卸売業務の許可の取消し」ほか 11件） 

 

４ 規則等の公布等年月日 

  令和２年６月 21日 

 

５ 規則等の案と定めた規則等の差異 ※該当部分は下線により明示 

 既に公表した規則等の案の

内容 

現に定めた規則等の内容 理由 

１ １【申請に対する処分の審査

基準】 

●内容の変更を行うもの 

仲卸業務の許可に関する審

査基準（条例第 20条第１項） 

 条例第 20 条第２項第５号

に規定する「業務を適確に遂

行するのに必要な知識、経験

又は資力信用を有しない者」

は、次のとおりとする。 

  

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者及び市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

 

 

 

仲卸業務の許可に関する審

査基準（条例第 20条第１項） 

条例第 20 条第２項第５号

に規定する「仲卸業者の業務

を適確に遂行するのに必要

な知識、経験又は資力信用を

有しない者」は、次のいずれ

かに該当する者をいう。 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者又は市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

要件に一つでも該

当すれば「業務を適

確に遂行するのに必

要な知識、経験又は

資力信用を有しない

者」であると判断す

ることを明確にする

ため、「次のとおりと

する」を「次のいずれ

かに該当する者をい

う」としました。 

 また、既に公表し

た規則等の案の内容

では、「市場関係事業

者」と「市」の両方に

対して債務を有して

規則等の案と定めた規則等の差異について 
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込みがない者 込みがない者 おり、その債務を完

済する見込みがない

必要がありました

が、「市場関係事業

者」又は「市」のいず

れか一方に対する債

務を有しており、そ

の債務を完済する見

込みがないだけで、

「業務を適確に遂行

するのに必要な知

識、経験又は資力信

用を有しない者」で

あると判断できると

考え、「及び」を「又

は」に修正しました。 

２ 仲卸業者の事業の譲渡し、譲

受け並びに合併及び分割の

認可に関する審査基準（条例

第 23条第１項及び第２項） 

条例第 23 条第４項におい

て準用する条例第 20 条第２

項第５号に規定する「仲卸業

者の業務を適確に遂行する

のに必要な知識、経験又は資

力信用を有しない者」は、次

のとおりとする。  
（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者及び市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

仲卸業者の事業の譲渡し、譲

受け並びに合併及び分割の

認可に関する審査基準（条例

第 23条第１項及び第２項） 

条例第 23 条第４項におい

て準用する条例第 20 条第２

項第５号に規定する「仲卸業

者の業務を適確に遂行する

のに必要な知識、経験又は資

力信用を有しない者」は、次

のいずれかに該当する者を

いう。 
（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者又は市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

３ 仲卸業者の相続の認可に関

する審査基準（条例第 23 条

第３項） 

条例第 23 条第４項におい

て準用する条例第 20 条第２

項第５号に規定する「仲卸業

者の業務を適確に遂行する

のに必要な知識、経験又は資

力信用を有しない者」は、次

のとおりとする。  
（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者及び市に対して

債務を有しており、その債務

を完済する見込みがない者 

仲卸業者の相続の認可に関

する審査基準（条例第 23 条

第３項） 

条例第 23 条第４項におい

て準用する条例第 20 条第２

項第５号に規定する「仲卸業

者の業務を適確に遂行する

のに必要な知識、経験又は資

力信用を有しない者」は、次

のいずれかに該当する者を

いう。 
（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者又は市に対して

債務を有しており、その債務

を完済する見込みがない者 

４ 売買参加者の許可に関する 売買参加者の許可に関する 既に公表した規則
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審査基準（条例第 26 条第１

項） 

 条例第 26 条第２項第４号

に規定する「売買参加者の業

務を的確に遂行するのに必

要な知識、経験又は資力信

用」とは、次に掲げる事項を

いう。 

（１）～（５）略 

（６）市場関係事業者及び市

に対する債務を有して

いない。又は債務を有し

ている場合は、その債務

を完済できること。 

（７）、（８）略 

審査基準（条例第 26 条第１

項） 

 条例第 26 条第２項第４号

に規定する「売買参加者の業

務を的確に遂行するのに必

要な知識、経験又は資力信

用」とは、次に掲げる事項を

いう。 

（１）～（５）略 

（６）市場関係事業者又は市

に対する債務を有して

いない。又は債務を有し

ている場合は、その債務

を完済できること。 

（７）、（８）略 

等の案の内容では、

「市場関係事業者」

と「市」の両方に対し

て債務を有してお

り、その債務を完済

する見込みがない必

要がありましたが、

「市場関係事業者」

又は「市」のいずれか

一方に対する債務を

有しており、その債

務を完済する見込み

がないだけで、「業務

を的確に遂行するの

に必要な知識、経験

又は資力信用」の要

件を満たさないと判

断できると考え、「及

び」を「又は」に修正

しました。 

５ 関連事業の営業の許可に関

する審査基準（条例第 30 条

第１項） 

 条例第 30 条第２項第４号

に規定する「関連事業者の業

務を適確に遂行するのに必

要な知識、経験又は資力信用

を有しない者」とは、次のと

おり。 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者及び市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

関連事業の許可に関する審

査基準（条例第 30条第１項） 

 条例第 30 条第２項第４号

に規定する「関連事業者の業

務を適確に遂行するのに必

要な知識、経験又は資力信用

を有しない者」とは、次のい

ずれかに該当する者をいう。 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者又は市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

要件に一つでも該

当すれば「業務を適

確に遂行するのに必

要な知識、経験又は

資力信用を有しない

者」であると判断す

ることを明確にする

ため、「次のとおりと

する」を「次のいずれ

かに該当する者をい

う」としました。 

 また、既に公表し

た規則等の案の内容

では、「市場関係事業

者」と「市」の両方に

対して債務を有して
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おり、その債務を完

済する見込みがない

必要がありました

が、「市場関係事業

者」又は「市」のいず

れか一方に対する債

務を有しており、そ

の債務を完済する見

込みがないだけで、

「業務を適確に遂行

するのに必要な知

識、経験又は資力信

用を有しない者」で

あると判断できると

考え、「及び」を「又

は」に修正しました。 

６ 買出人の登録に関する審査

基準（静岡市中央卸売市場業

務条例施行規則の改正骨子

（案）第５ 雑則（５）買出

人の登録について） 

静岡市中央卸売市場業務

条例施行規則の改正骨子

（案）第５ 雑則（５）買出

人の登録についてに基づく

承認基準は、次のとおり。 

（１）～（３）略 

（４）（２）①エ、②オに規定

する「仲卸業者からの買

受け業務に参加するの

に必要な知識及び経験

等」及び（３）②に規定

する「販売の相手方とし

て必要な知識、経験又は

資力信用」は、次に掲げ

る要件に該当すること

買出人の登録に関する審査

基準（静岡市中央卸売市場

業務条例施行規則第 87条第

1項） 

 

静岡市中央卸売市場業務

条例施行規則第 87 条第１項

に基づく承認基準は、次のと

おり。 

 

（１）～（３）略 

（４）（２）①エ、②オに規定

する「仲卸業者からの買

受け業務に参加するの

に必要な知識及び経験

等」及び（３）②に規定

する「販売の相手方とし

て必要な知識、経験又は

資力信用」は、次に掲げ

る要件に該当すること

既に公表した規則

等の案の内容では、

「市場関係事業者」

と「市」の両方に対し

て債務を有していな

い、又は債務を有し

ている場合には、そ

の債務を完済できる

必要がありました

が、「市場関係事業

者」又は「市」のいず

れか一方に対する債

務を完済できないだ

けで、「仲卸業者から

の買受け業務に参加

するのに必要な知識

及び経験等」及び「販

売の相手方として必

要な知識、経験又は

資力信用」の要件を
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とする。 

 ① 市場関係事業者及び

市に対する債務を有し

ていない。又は債務を有

している場合は、その債

務を完済できること。 

 ②～⑥ 略 

とする。 

 ① 市場関係事業者又は

市に対する債務を有し

ていない。又は債務を有

している場合は、その債

務を完済できること。 

 ②～⑥ 略 

満たさないと判断で

きると考え、「及び」

を「又は」に修正しま

した。 

７ ●新規に制定するもの 

卸売業務の許可に関する審

査基準（条例第７条第１項） 

条例第７条第２項第５号

に規定する「卸売業者の業務

を適確に遂行するのに必要

な知識、経験又は資力信用を

有しない者」は、次のとおり

とする。 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者及び市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

（４）略 

 

卸売業務の許可に関する審

査基準（条例第７条第１項） 

 条例第７条第２項第５号

に規定する「卸売業者の業務

を適確に遂行するのに必要

な知識、経験又は資力信用を

有しない者」は、次のいずれ

かに該当する者をいう。 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者又は市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

（４）略 

要件に一つでも該

当すれば「業務を適

確に遂行するのに必

要な知識、経験又は

資力信用を有しない

者」であると判断す

ることを明確にする

ため、「次のとおりと

する」を「次のいずれ

かに該当する者をい

う」としました。 

 また、既に公表し

た規則等の案の内容

では、「市場関係事業

者」と「市」の両方に

対して債務を有して

おり、その債務を完

済する見込みがない

必要がありました

が、「市場関係事業

者」又は「市」のいず

れか一方に対する債

務を有しており、そ

の債務を完済する見

込みがないだけで、

「業務を適確に遂行

するのに必要な知

識、経験又は資力信

用を有しない者」で

８ 卸売業者の事業の譲渡し、譲

受け並びに合併及び分割の

認可に関する審査基準（第 13

条第１項及び第２項） 

条例第 13 条第４項におい

て準用する条例第７条第２

項第５号に規定する「業務を

適確に遂行するのに必要な

知識、経験又は資力信用を有

しない者」は、次のとおりと

する。 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

卸売業者の事業の譲渡し、譲

受け並びに合併及び分割の

認可に関する審査基準（第 13

条第１項及び第２項） 

 条例第 13 条第４項におい

て準用する条例第７条第２

項第５号に規定する「業務を

適確に遂行するのに必要な

知識、経験又は資力信用を有

しない者」は、次のいずれか

に該当する者をいう。 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場 
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関係事業者及び市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

（４）略 

関係事業者又は市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

（４）略 

あると判断できると

考え、「及び」を「又

は」に修正しました。 

９ 卸売業者の相続の認可に関

する審査基準（条例第 13 条

第３項） 

条例第 13 条第４項におい

て準用する条例第７条第２

項第５号に規定する「業務を

適確に遂行するのに必要な

知識、経験又は資力信用を有

しない者」は、次のとおりと

する。 

 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者及び市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

（４）略 

 

卸売業者の相続の認可に関

する審査基準（条例第 13 条

第３項） 

 条例第 13 条第４項におい

て準用する条例第７条第２

項第５号に規定する「卸売業

者の業務を適確に遂行する

のに必要な知識、経験又は資

力信用を有しない者」は、次

のいずれかに該当する者を

いう。 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者又は市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

（４）略 

10 売買参加者の事業の譲渡し、

譲受け並びに合併及び分割

の認可に関する審査基準（条

例第 28 条第１項及び第２

項） 

条例第 28 条第４項におい

て準用する第 26 条第２項第

４号に規定する「売買参加者

の業務を的確に遂行するの

に必要な知識、経験又は資力

信用」とは、次に掲げる事項

をいう。 

売買参加者の事業の譲渡し、

譲受け並びに合併及び分割

の認可に関する審査基準（条

例第 28 条第１項及び第２

項） 

 条例第 28 条第４項におい

て準用する第 26 条第２項第

４号に規定する「売買参加者

の業務を的確に遂行するの

に必要な知識、経験又は資力

信用」とは、次に掲げる事項

をいう。 

既に公表した規則

等の案の内容では、

「市場関係事業者」

と「市」の両方に対し

て債務を有していな

い、又は債務を有し

ている場合は、その

債務を完済できる必

要がありましたが、

「市場関係事業者」

又は「市」のいずれか

一方に対する債務を
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（１）～（５）略 

（６）市場関係事業者及び市

に対する債務を有して

いない。又は債務を有し

ている場合は、その債務

を完済できること。 

（７）、（８）略 

（１）～（５）略 

（６）市場関係事業者又は市

に対する債務を有して

いない。又は債務を有し

ている場合は、その債務

を完済できること。 

（７）、（８）略 

完済できないだけ

で、「業務を的確に遂

行するのに必要な知

識、経験又は資力信

用」の要件を満たさ

ないと判断できると

考え、「及び」を「又

は」に修正しました。 11 売買参加者の相続の認可に

関する審査基準（条例第 28

条第３項） 

条例第 28 条第４項におい

て準用する条例第 26 条第２

項第４号に規定する「業務を

的確に遂行するのに必要な

知識、経験又は資力信用」と

は、次のとおりとする。 

 

（１）～（５）略 

（６）市場関係事業者及び市

に対する債務を有して

いない。又は債務を有し

ている場合は、その債務

を完済できること。 

（７）、（８）略 

売買参加者の相続の認可に

関する審査基準（条例第 28

条第３項） 

 条例第 28 条第４項におい

て準用する条例第 26 条第２

項第４号に規定する「売買参

加者の業務を的確に遂行す

るのに必要な知識、経験又は

資力信用」とは、次のとおり

とする。 

（１）～（５）略 

（６）市場関係事業者又は市

に対する債務を有して

いない。又は債務を有し

ている場合は、その債務

を完済できること。 

（７）、（８）略 

12 関連事業者の事業の譲渡し

及び譲受け並びに合併及び

分割の認可に関する審査基

準（条例第 34条第 1項及び

第２項） 

条例第 34 条第４項におい

て準用する条例第 30 条第２

項第４号に規定する「関連事

業者の業務を適確に遂行す

るのに必要な知識、経験又は

資力信用を有しない者」は、

次のとおりとする。 

関連事業者の事業の譲渡し

及び譲受け並びに合併及び

分割の認可に関する審査基

準（条例第 34条第 1項及び

第２項） 

条例第 34 条第４項におい

て準用する条例第 30 条第２

項第４号に規定する「関連事

業者の業務を適確に遂行す

るのに必要な知識、経験又は

資力信用を有しない者」は、

次のいずれかに該当する者

要件に一つでも該

当すれば「業務を適

確に遂行するのに必

要な知識、経験又は

資力信用を有しない

者」であると判断す

ることを明確にする

ため、「次のとおりと

する」を「次のいずれ

かに該当する者をい

う」としました。 

 また、既に公表し
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（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者及び市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

をいう。 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者又は市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

た規則等の案の内容

では、「市場関係事業

者」と「市」の両方に

対して債務を有して

おり、その債務を完

済する見込みがない

必要がありました

が、「市場関係事業

者」又は「市」のいず

れか一方に対する債

務を有しており、そ

の債務を完済する見

込みがないだけで、

「業務を適確に遂行

するのに必要な知

識、経験又は資力信

用を有しない者」で

あると判断できると

考え、「及び」を「又

は」に修正しました。 

13 関連事業者の相続の認可に

関する審査基準（条例第 34

条第３項） 

条例第 34 条第４項におい

て準用する条例第 30 条第２

項第４号に規定する「関連事

業者の業務を適確に遂行す

るのに必要な知識、経験又は

資力信用を有しない者」は、

次のとおりとする。 

 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者及び市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

関連事業者の相続の認可に

関する審査基準（条例第 34

条第３項） 

条例第 34 条第４項におい

て準用する条例第 30 条第２

項第４号に規定する「関連事

業者の業務を適確に遂行す

るのに必要な知識、経験又は

資力信用を有しない者」は、

次のいずれかに該当する者

をいう。 

（１）、（２）略 

（３）申請日において、市場

関係事業者又は市に対

して債務を有しており、

その債務を完済する見

込みがない者 

14 ２【不利益処分の処分基準】 

●内容の変更を行うもの 

仲卸業務の許可の取消しに

関する処分基準（条例第 22

条第１項、第２項） 

条例第 22 条第１項に規定

する「業務を適格に遂行する

ことができる資力信用を有

しなくなったと認めるとき」

とは、次のいずれかに該当す

る場合をいい、資力信用を有

しなくなったとされる事情

 

 

仲卸業務の許可の取消しに

関する処分基準（条例第 22

条第１項、第２項） 

 条例第 22 条第１項に規定

する「業務を適確に遂行する

ことができる資力信用を有

しなくなったと認めるとき」

とは、次のいずれかに該当す

る場合をいい、資力信用を有

しなくなったとされる事情

既に公表した規則

等の案の内容では、

「市場関係事業者」

と「市」の両方に対し

て債務を有してお

り、その債務を完済

する見込みがない必

要がありましたが、

「市場関係事業者」

又は「市」のいずれか

一方に対する債務を

有しており、その債
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（債務の額、返済が遅れてい

る期間や理由）や、返済計画

の立案やその履行状況、悪質

性等により総合的に考慮し

て判断する。 

（１）市場関係事業者及び市

に対する債務を有し、そ

の債務を完済する見込

みがないと認められる

とき。 

（２）略 

（債務の額、返済が遅れてい

る期間や理由）や、返済計画

の立案やその履行状況、悪質

性等により総合的に考慮し

て判断する。 

（１）市場関係事業者又は市

に対する債務を有し、そ

の債務を完済する見込

みがないと認められる

とき。 

（２）略 

務を完済する見込み

がないだけで、「業務

を適確に遂行するこ

とができる資力信用

を有しなくなったと

認めるとき」の要件

に該当すると考え、

「及び」を「又は」に

修正しました。 

15 売買参加者の許可の取消し

に関する処分基準（条例第 27

条） 

条例第 27 条に規定する

「業務を適確に遂行するこ

とができる資力信用を有し

なくなったと認めるとき」

は、次のいずれかに該当する

場合をいい、資力信用を有し

なくなったとされる事情（債

務の額、返済が遅れている期

間や理由）や、返済計画の立

案やその履行状況、悪質性等

により総合的に考慮して判

断する。 

（１）市場関係事業者及び市

に対する債務を有し、そ

の債務を完済する見込

みがないと認められる

とき。 

（２）略 

売買参加者の許可の取消し

に関する処分基準（条例第 27

条） 

 条例第 27 条に規定する

「業務を適確に遂行するこ

とができる資力信用を有し

なくなったと認めるとき」

は、次のいずれかに該当する

場合をいい、資力信用を有し

なくなったとされる事情（債

務の額、返済が遅れている期

間や理由）や、返済計画の立

案やその履行状況、悪質性等

により総合的に考慮して判

断する。 

（１）市場関係事業者又は市

に対する債務を有し、そ

の債務を完済する見込

みがないと認められる

とき。 

（２）略 

既に公表した規則

等の案の内容では、

「市場関係事業者」

と「市」の両方に対し

て債務を有してお

り、その債務を完済

する見込みがない必

要がありましたが、

「市場関係事業者」

又は「市」のいずれか

一方に対する債務を

有しており、その債

務を完済する見込み

がないだけで、「業務

を適確に遂行するこ

とができる資力信用

を有しなくなったと

認めるとき」の要件

に該当すると考え、

「及び」を「又は」に

修正しました。 

16 関連事業者の許可の取消し

に関する処分基準（条例第 32

条第１項、第２項） 

条例第 32 条第１項中に規

関連事業者の許可の取消し

に関する処分基準（条例第 32

条第１項、第２項） 

 条例第 32 条第１項中に規

既に公表した規則

等の案の内容では、

「市場関係事業者」

と「市」の両方に対し
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定する「業務を適確に遂行す

ることができる資力信用を

有しなくなったと認めると

き」とは、次のいずれかに該

当する場合をいい、資力信用

を有しなくなったとされる

事情（債務の額、返済が遅れ

ている期間や理由）や、返済

計画の立案及びその履行状

況等により総合的に考慮し

て判断する。 

（１）市場関係事業者及び市

に対する債務を有し、そ

の債務を完済する見込

みがないと認められる

とき。 

（２）略 

定する「業務を適確に遂行す

ることができる資力信用を

有しなくなったと認めると

き」とは、次のいずれかに該

当する場合をいい、資力信用

を有しなくなったとされる

事情（債務の額、返済が遅れ

ている期間や理由）や、返済

計画の立案及びその履行状

況等により総合的に考慮し

て判断する。 

（１）市場関係事業者又は市

に対する債務を有し、そ

の債務を完済する見込

みがないと認められる

とき。 

（２）略 

て債務を有してお

り、その債務を完済

する見込みがない必

要がありましたが、

「市場関係事業者」

又は「市」のいずれか

一方に対する債務を

有しており、その債

務を完済する見込み

がないだけで、「業務

を適確に遂行するこ

とができる資力信用

を有しなくなったと

認めるとき」の要件

に該当すると考え、

「及び」を「又は」に

修正しました。 

17 ●新規に制定するもの 

卸売業務の許可の取消しに

関する処分基準（条例第 12

条第１項） 

条例第 12 条第１項に規定

する「業務を適確に遂行する

ことができる資力信用を有

しなくなったと認めるとき」

とは、次のいずれかに該当す

る場合をいい、資力信用を有

しなくなったとされる事情

（債務の額、返済が遅れてい

る期間や理由）や、返済計画

の立案やその履行状況、悪質

性等により総合的に考慮し

て判断する。 

（１）市場関係事業者及び市

に対する債務を有し、そ

の債務を完済する見込

 

卸売業務の許可の取消しに

関する処分基準（条例第 12

条第１項） 

 条例第 12 条第１項に規定

する「業務を適確に遂行する

ことができる資力信用を有

しなくなったと認めるとき」

とは、次のいずれかに該当す

る場合をいい、資力信用を有

しなくなったとされる事情

（債務の額、返済が遅れてい

る期間や理由）や、返済計画

の立案やその履行状況、悪質 

性等により総合的に考慮し

て判断する。 

（１）市場関係事業者又は市

に対する債務を有し、そ

の債務を完済する見込

既に公表した規則

等の案の内容では、

「市場関係事業者」

と「市」の両方に対し

て債務を有してお

り、その債務を完済

する見込みがない必

要がありましたが、

「市場関係事業者」

又は「市」のいずれか

一方に対する債務を

有しており、その債

務を完済する見込み

がないだけで、「業務

を適確に遂行するこ

とができる資力信用

を有しなくなったと

認めるとき」の要件

に該当すると考え、
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みがないと認められる

とき。 

（２）略 

みがないと認められる

とき。 

（２）略 

「及び」を「又は」に

修正しました。 

 


