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参考１

卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）－抜粋－

（卸売市場整備基本方針）

第四条 農林水産大臣は 政令で定めるところにより 卸売市場の整備を図るための基本方針 以、 、 （

下「卸売市場整備基本方針」という ）を定めなければならない。。

２ 卸売市場整備基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

一 生鮮食料品等の需要及び供給に関する長期見通しに即した卸売市場の適正な配置の目標

二～五 （略）

３ 前項第一号の目標を定めるに当たつては、生鮮食料品等の流通の広域化及び情報化の進展状

況を考慮した卸売市場の再編について配慮しなければならない。

４ 農林水産大臣は、卸売市場整備基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審

議会の意見を聴かなければならない。

５ 農林水産大臣は、卸売市場整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。

６ 前二項の規定は、卸売市場整備基本方針の変更について準用する。

（中央卸売市場整備計画)

第五条 農林水産大臣は 政令で定めるところにより 中央卸売市場の整備を図るための計画(以、 、

下「中央卸売市場整備計画」という。)を定めなければならない。

２ 中央卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、卸売市

場整備基本方針に即するものでなければならない。

一 （略）

二 その取扱品目の適正化若しくはその施設の改善を図ること又はその運営の広域化若しくは

地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の名称

三～五 （略）

３ 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審

議会の意見を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。

４ 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなけ

ればならない。

５ 前三項の規定は、中央卸売市場整備計画の変更について準用する。

（開設区域)

第七条 農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設するこ

とが必要と認められる都市及びその周辺の地域であつて、その区域内における生鮮食料品等の

流通事情に照らしその区域を一体として生鮮食料品等の流通の円滑化を図る必要があると認め

られる一定の区域を、中央卸売市場開設区域(以下この章において「開設区域」という。)とし

て指定することができる。
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２ 農林水産大臣は、開設区域を指定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見

を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。

３ 前二項の規定は、開設区域の変更について準用する。

（地方卸売市場への転換）

第十三条の五 中央卸売市場整備計画で定められた地方卸売市場への転換を推進することが必要

と認められる中央卸売市場の開設者又は当該開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を

取得し、地方卸売市場を開設しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府

県知事の許可を受けて、当該中央卸売市場を地方卸売市場に転換することができる。

２ 前項の許可を受けた者は、第五十五条の許可を受けたものとみなす。

３ 第一項の規定による転換があったときは、当該中央卸売市場に係る第八条の認可は、その効

力を失う。

４ 第五十六条及び第五十七条の規定は、第一項の許可について準用する。

５ 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しな

ければならない。

（地方卸売市場への転換の効果）

第十三条の六 前条第一項の規定による転換後の地方卸売市場に係る業務規程で定められた取扱

品目に係る取扱品目の部類が同項の規定による転換前の中央卸売市場の卸売業者についての第

十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいる場合には、当該卸売業者は、

当該中央卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品

目の部類について卸売の業務を行う者として第五十八条第一項の許可を受けたものとみなす。
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参考２

第９次卸売市場整備基本方針（平成22年10月26日策定）－抜粋－

（中央拠点市場・卸売市場の再編関係）

第２ 卸売市場の適正な配置の目標

卸売市場の配置については、生鮮食料品等の流通の広域化及び情報化の進展状況を考

慮した卸売市場の再編にも配慮しつつ、別記１の市場流通量の見通し及び今後の都市人

口の動向、生産者及び実需者のニーズの質的な変化、輸送条件の変化、情報化の進展等

の経済情勢に対応し、また、開設者の財政事情を勘案し、市場機能の円滑な発揮と更な

る機能強化が図られるよう、次の事項に留意して行う。

１ 中央卸売市場

(1)（略）

(2) 大規模な中央卸売市場と中小規模の中央卸売市場との間での機能・役割分担の明

確化を図り、効率的な流通ネットワークを構築するため、大型産地からの荷を大量

に受け、周辺の中小規模の中央卸売市場と連携した流通を行う役割を担う中央卸売

市場（中央拠点市場）において、大型車両にも対応可能な保管・積込施設、全国の

産地や卸売市場との間での情報の迅速な処理を行うために必要な情報処理施設等の

整備を推進すること。なお、開設者は、複数の中央卸売市場に分散して投資するこ

とにより、整備の効率性が阻害されることのないよう十分留意すること。

(3) (2)の中央拠点市場は、中央卸売市場（花き卸売市場及び食肉卸売市場を除く ）。

であって、当該中央卸売市場に係る中央卸売市場開設区域（以下１において「開設

取扱数区域」という ）外にある複数の中央卸売市場へ出荷を行っており、かつ、。

量及び開設区域外への出荷割合について、以下の①又は②のいずれかの指標に該

当すること。

なお、中央拠点市場であるか否かの判断は、取扱品目の部類ごと及び卸売市場

ごとに行う。ただし、開設者が複数の中央卸売市場を開設しており、当該複数の

中央卸売市場を再編する計画を有している場合には、当該複数の中央卸売市場を

１つの卸売市場とみなして取扱数量及び開設区域外への出荷割合を計算すること

ができる。

① 当該中央卸売市場における取扱数量が、

ア 青果物にあっては290,000トン以上

イ 水産物にあっては140,000トン以上

であり、かつ、当該中央卸売市場に係る開設区域外への出荷割合が、

ウ 青果物にあっては30％以上

エ 水産物にあっては40％以上

であること。

② 当該中央卸売市場における取扱数量が、

ア 青果物にあっては150,000トン以上

イ 水産物にあっては 60,000トン以上
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であり、かつ、当該中央卸売市場に係る開設区域外への出荷割合が、

ウ 青果物にあっては45％以上

エ 水産物にあっては60％以上

であること。

(4) [略]

(5) 中央卸売市場（食肉卸売市場を除く ）であって、次に掲げる指標のうち３以上。

の指標に該当するものは、再編に取り組むこと。なお、再編に取り組む卸売市場で

あるか否かの判断は、取扱品目の部類ごと及び卸売市場ごとに行う。

① 当該中央卸売市場における取扱数量が当該中央卸売市場に係る開設区域内に

おける需要量未満であること。ただし、②に掲げる指標に該当しない中央卸売

市場であって、当該中央卸売市場に係る開設区域外への出荷割合が、

ア 青果物にあっては45％以上

イ 水産物にあっては60％以上

ウ 花きにあっては60％以上

である場合には、この限りではない。

② 当該中央卸売市場における取扱数量が、

ア 青果物にあっては65,000トン未満

イ 水産物にあっては35,000トン未満

ウ 花きにあっては6,000万本相当未満

であること。

③ 当該中央卸売市場における取扱数量が直近で３年間連続して減少し、かつ、３

年前を基準年とする取扱数量の減少率が、

ア 青果物にあっては9 9％以上.

イ 水産物にあっては15 7％以上.

ウ 花きにあっては7 4％以上.

であること。

④ 以下のいずれかの要件に該当すること。

ア 当該中央卸売市場の市場特別会計に対する一般会計からの繰出金が直近で３

年間連続して総務省で定める繰出しの基準を超えていること。

イ 当該中央卸売市場における当該取扱品目の部類に係る取扱数量の過半を占め

る卸売業者が直近で３年間連続して卸売市場法（昭和46年法律第35号）第51

条第２項各号のいずれかに該当していること。

(6) (5)に規定する再編基準に該当する中央卸売市場の開設者は、次に掲げる措置の

いずれに取り組むかを検討し、早期に具体的な取組内容及び実施時期を決定する

こと。ただし、沖縄本島にある中央卸売市場については、この限りでない。なお、

(5)に規定する再編基準に該当しない中央卸売市場であっても、市場機能の強化を

図る観点から、必要に応じて当該措置に取り組むことが望ましい。

① 市場運営の広域化（広域の開設者への地位の承継）

② 地方卸売市場への転換

③ 他の卸売市場との統合による市場機能の集約

④ 集荷・販売面における他の卸売市場との連携

⑤ 卸売市場の廃止その他市場流通の効率化

(7)～(8) [略]



参考３
策定 平成23年３月31日
変更 平成24年３月30日

中央卸売市場整備計画

平成２４年３月

農 林 水 産 省
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中央卸売市場整備計画

第１ 計画の期間

平成23年度から平成27年度までとする。

第２ 運営の広域化、地方卸売市場への転換その他の再編措置への取組を推進することが

必要と認められる中央卸売市場及び取り組む再編措置の内容

別添１のとおりとする。

第３ 取扱品目の適正化を図ることが必要と認められる中央卸売市場及び設定又は変更を

必要とする取扱品目

別添２のとおりとする。

第４ 施設の改善を図ることが必要と認められる中央卸売市場又は必要に応じ施設の改善

を図ることができる中央卸売市場及びこれらの改良、造成又は取得を必要とする施設

別添３のとおりとする。

第５ 卸売市場整備基本方針第２の１の（２）に規定する中央拠点市場

別添４のとおりとする。

第６ その他

中央卸売市場における施設の整備及び管理については、卸売市場としての経営戦略を

早期に確立し、開設者及び市場関係業者が一体となって取り組む。

また、中央卸売市場の整備に当たっては、災害等にも備えつつ、生鮮食料品等の安全

を確保し、消費者等の安心につながるように留意する。
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（別添１）

運営の広域化、地方卸売市場への転換その他の再編措置への取組を推進する

ことが必要と認められる中央卸売市場及び取り組む再編措置の内容

中央卸売市場の名称 取り組む再編措置の内容

卸売市場整備基本方針第 宮崎市中央卸売市場 花き部について、平成24年４月に地方

２の１の（５）に規定す 卸売市場への転換を図る。

る再編基準に該当する中

央卸売市場 佐世保市中央卸売市 平成25年４月に地方卸売市場への転換

場干尽市場 を図る。（注）姫路市中央卸売市場に

ついては青果部、福島市中央

北九州市中央卸売市 水産物部について、平成25年度末まで卸売市場、宇都宮市中央卸売

場 に地方卸売市場への転換を図る。市場、千葉市中央卸売市場、

船橋市中央卸売市場、東京都

青森市中央卸売市場 検討中。中央卸売市場大田市場、高知

遅くとも平成24年度末までに具体市中央卸売市場及び北九州市

福島市中央卸売市場 的な取組内容及び実施時期を決定中央卸売市場については水産

するものとする。物部、横浜市中央卸売市場南

いわき市中央卸売市部市場については水産物部及

場び花き部、青森市中央卸売市

場、いわき市中央卸売市場及

宇都宮市中央卸売市び宮崎市中央卸売市場につい

場ては花き部が再編基準に該当

する。

千葉市中央卸売市場

船橋市中央卸売市場

東京都中央卸売市場

大田市場

東京都中央卸売市場

足立市場

横浜市中央卸売市場

南部市場
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姫路市中央卸売市場

高知市中央卸売市場

上記以外の中央卸売市場 川崎市中央卸売市場 平成19年４月に地方卸売市場への転換

南部市場 を図る。

藤沢市中央卸売市場 平成19年４月に地方卸売市場への転換

を図る。

三重県中央卸売市場 水産物部について、平成19年４月に地

方卸売市場への転換を図る。

尼崎市中央卸売市場 平成19年４月に地方卸売市場への転換

を図る。

呉市中央卸売市場 平成20年４月に地方卸売市場への転換

を図る。

下関市中央卸売市場 平成20年４月に地方卸売市場への転換

を図る。

佐世保市中央卸売市 花き部について、平成20年４月に地方

場干尽市場 卸売市場への転換を図る。

函館市中央卸売市場 平成21年４月に地方卸売市場への転換

を図る。

三重県中央卸売市場 青果部について、平成21年４月に地方

卸売市場への転換を図る。

室蘭市中央卸売市場 平成21年度末までに地方卸売市場への

転換を図る。

山形市中央卸売市場 平成22年４月に地方卸売市場への転換

を図る。

松山市中央卸売市場 花き部について、平成22年度末までに
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中央市場 地方卸売市場への転換を図る。

松山市中央卸売市場 平成22年度末までに地方卸売市場への

水産市場 転換を図る。

甲府市中央卸売市場 平成23年４月に地方卸売市場への転換

を図る。

富山市中央卸売市場 平成23年４月に地方卸売市場への転換

を図る。

秋田市中央卸売市場 青果部及び水産物部について、平成24

年４月に地方卸売市場への転換を図

る。

岡山市中央卸売市場 花き部について、平成24年４月に地方

卸売市場への転換を図る。

佐世保市中央卸売市 平成25年４月に地方卸売市場への転換

場水産市場 を図る。

福岡市中央卸売市場 平成27年度末までに福岡市中央卸売市

西部市場 場青果市場と統合し、廃止する。

福岡市中央卸売市場 平成27年度末までに福岡市中央卸売市

東部市場 場青果市場と統合し、廃止する。
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（別添２）

取扱品目の適正化を図ることが必要と認められる中央卸売市場及び設定又は

変更を必要とする取扱品目

設定又は変更を必要と
中央卸売市場の名称

する取扱品目

東京都中央卸売市場（新設市場－豊洲地区） 野菜、果実及びこれらの加工品

生鮮水産物及びその加工品

福岡市中央卸売市場（新設市場－みなと香椎地区） 野菜、果実及びこれらの加工品
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（別添３）

施設の改善を図ることが必要と認められる中央卸売市場又は必要に応じ施設の改善

を図ることができる中央卸売市場及びこれらの改良、造成又は取得を必要とする施設

改良、造成又は取得を
中央卸売市場の名称

必要とする施設

施設の改善 札幌市中央卸売市場 売場施設

を図ること 青森市中央卸売市場 駐車施設

が必要と認 八戸市中央卸売市場 貯蔵・保管施設

められる中 仙台市中央卸売市場食肉市場 輸送・搬送施設

央卸売市場 秋田市中央卸売市場 衛生施設

さいたま市食肉中央卸売市場 情報・事務処理施設

千葉市中央卸売市場 管理施設

東京都中央卸売市場淀橋市場 加工処理施設

東京都中央卸売市場（新設市場－豊洲地区） 福利厚生施設

横浜市中央卸売市場本場 関連事業施設

横浜市中央卸売市場食肉市場 以上の施設に附帯する施設

川崎市中央卸売市場北部市場

静岡市中央卸売市場

浜松市中央卸売市場

金沢市中央卸売市場

福井市中央卸売市場

名古屋市中央卸売市場本場

名古屋市中央卸売市場北部市場

名古屋市中央卸売市場南部市場

京都市中央卸売市場第一市場

京都市中央卸売市場第二市場

大阪府中央卸売市場

大阪市中央卸売市場本場

大阪市中央卸売市場東部市場

大阪市中央卸売市場南港市場

神戸市中央卸売市場本場

神戸市中央卸売市場東部市場

姫路市中央卸売市場



－7－

奈良県中央卸売市場

岡山市中央卸売市場

広島市中央卸売市場中央市場

広島市中央卸売市場東部市場

広島市中央卸売市場食肉市場

高松市中央卸売市場

松山市中央卸売市場中央市場

北九州市中央卸売市場

福岡市中央卸売市場鮮魚市場

福岡市中央卸売市場食肉市場

福岡市中央卸売市場（新設市場－みなと香椎地区）

久留米市中央卸売市場

長崎市中央卸売市場

宮崎市中央卸売市場

鹿児島市中央卸売市場青果市場

鹿児島市中央卸売市場魚類市場

沖縄県中央卸売市場

必要に応じ 盛岡市中央卸売市場

施設の改善 仙台市中央卸売市場本場

を図ること 福島市中央卸売市場

ができる中 いわき市中央卸売市場

央卸売市場 宇都宮市中央卸売市場

船橋市中央卸売市場

東京都中央卸売市場築地市場

東京都中央卸売市場豊島市場

東京都中央卸売市場足立市場

東京都中央卸売市場食肉市場

東京都中央卸売市場板橋市場

東京都中央卸売市場世田谷市場

東京都中央卸売市場北足立市場

東京都中央卸売市場多摩ニュータウン市場

東京都中央卸売市場葛西市場

東京都中央卸売市場大田市場

横浜市中央卸売市場南部市場

新潟市中央卸売市場

岐阜市中央卸売市場



－8－

神戸市中央卸売市場西部市場

和歌山市中央卸売市場

宇部市中央卸売市場

徳島市中央卸売市場

高知市中央卸売市場

福岡市中央卸売市場青果市場

福岡市中央卸売市場西部市場

福岡市中央卸売市場東部市場

佐世保市中央卸売市場干尽市場

佐世保市中央卸売市場水産市場



－9－

（別添４）

卸売市場整備基本方針第２の１の（２）に規定する中央拠点市場

取扱品目の部類

青果物 水産物

札幌市中央卸売市場 札幌市中央卸売市場

仙台市中央卸売市場本場 仙台市中央卸売市場本場

宇都宮市中央卸売市場 東京都中央卸売市場築地市場

東京都中央卸売市場築地市場 新潟市中央卸売市場

東京都中央卸売市場大田市場 金沢市中央卸売市場

東京都中央卸売市場淀橋市場 名古屋市中央卸売市場本場

京都市中央卸売市場第一市場東京都中央卸売市場北足立市場

横浜市中央卸売市場本場 大阪府中央卸売市場

岐阜市中央卸売市場 大阪市中央卸売市場本場

神戸市中央卸売市場本場名古屋市中央卸売市場本場

名古屋市中央卸売市場北部市場 福岡市中央卸売市場鮮魚市場

京都市中央卸売市場第一市場

大阪府中央卸売市場

大阪市中央卸売市場本場

大阪市中央卸売市場東部市場

神戸市中央卸売市場本場・神戸市中央卸

売市場東部市場（注）

奈良県中央卸売市場

広島市中央卸売市場中央市場・広島市中

央卸売市場東部市場（注）

北九州市中央卸売市場

福岡市中央卸売市場青果市場・福岡市中

央卸売市場西部市場・福岡市中央卸売市

場東部市場（注）

鹿児島市中央卸売市場青果市場

（注）卸売市場整備基本方針第２の１の（３）に規定する「開設者が複数の中央卸売市場

を開設しており、当該複数の中央卸売市場を再編する計画を有している場合」に該当

するもの。
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