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背景

法律の概要

（１） 農林水産大臣は、次の事項を定めた卸売市場に関する基本方
針を定める。（第３条）
・業務の運営に関する事項 ・その他重要事項 ・施設に関する事項

（２） 基本方針等に即し、生鮮食料品等の公正な取引の場として、
①から⑥の共通の取引ルールを遵守し、公正・安定的に業務運営
を行える卸売市場を、中央卸売市場又は地方卸売市場として農林
水産大臣又は都道府県知事が認定・公表し、指導・検査監督する。
（第４条から第14条まで）

（３） 国は、２（２）の食品等流通合理化計画に従って行われる中央卸
売市場の整備に対し、予算の範囲内において、その費用の4/10以
内を補助できる。（第16条）

※ 第三者販売の禁止、直荷引きの禁止、商物一致等。卸売市場ごとに、関係者
の意見を聴くなど公正な手続を踏み、共通の取引ルールに反しない範囲におい
て定めることができる。

① 売買取引の方法の公表
② 差別的取扱いの禁止
③ 受託拒否の禁止

（中央卸売市場のみ）
④ 代金決済ルールの策定・公表

（１）農林水産大臣は、次の事項を定めた食品等の流通の
合理化に関する基本方針を定める。（第４条）

（２）農林水産大臣は、基本方針等に即し、食品等の流通の
合理化を図る事業に関する計画を認定する。（第５条）

（３）認定を受けた者は、農林漁業成長産業化支援機構（Ａ
－ＦＩＶＥ）の出資等の支援を受けることができる。（第７条
から第26条まで）

（４）農林水産大臣は、食品等の取引状況について定期的
な調査を行い、当該調査の結果に基づき必要な措置を
講じ、不公正な取引方法があると思料する場合には公正
取引委員会に通知する。（第27条から第29条まで）

２ 食品流通構造改善促進法の改正１ 卸売市場法の改正

※ 上記の改正に伴い、題名を「食品等の流通の合理化及び取引の適正
化に関する法律」に改める。

⑤ 取引条件の公表
⑥ 取引結果の公表
⑦ その他の取引ルールの公表（※）

 食品流通の中で卸売市場が果たしてきた集荷・分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は重要。今後も食品流通の核として堅持。

 農林漁業者の所得を向上させるとともに、消費者ニーズに的確に応えていくためには、卸売市場を含めて、新たな需要の開拓や付加
価値の向上につながる食品流通構造を確立していくことが重要。

 このような観点から、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を促進。

・ 流通の効率化 ・ 品質・衛生管理の高度化
・ 情報通信技術等の利用 ・ 国内外の需要への対応
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（参考）卸売市場法改正により期待されるビジネスモデル
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産地

中央卸売市場

卸売業者

⼩売店等

・ 代⾦決済（取引）は産地→卸売市場→⼩売店。
農産物は産地→⼩売店へ直送。

仲卸業者

直送

注⽂
決済

１．品揃えの充実

注⽂
決済

・ 海外市場のニーズに合った有機野菜等のこだわり農産物を、仲卸業
者が産地から直接仕⼊れて輸出。

２．産地直送

・ 各卸売市場での需給の状況に応じて市場間で農産物
の過不⾜を迅速かつ柔軟に調整。

３．市場間ネットワーク
中央卸売市場Ａ

卸売
業者

仲卸
業者

中央卸売市場Ｂ

卸売
業者

仲卸
業者

中央卸売市場Ｃ

卸売業者

仲卸業者

商品の過不⾜調整

市場間転送
（第三者販売）

⼩売店等

⼩売店等

⼩売店等

≪現⾏≫
仲卸業者による産地からの直接集荷
（直荷引き）は原則禁⽌。

≪改正案≫
国⼀律の規制は廃⽌し、卸売市
場ごとに設定可能に。

≪現⾏≫
農産物は卸売市場に持ち込んで
取引すること（商物⼀致）が原則。

≪改正案≫
国⼀律の規制は廃⽌し、卸売市
場ごとに設定可能に。

注
⽂

決
済

≪現⾏≫
卸売業者による同⼀市場内の仲卸業者以外（第三者）
への卸売は原則禁⽌。

≪改正案≫
国⼀律の規制は廃⽌し、卸売市場ごとに設定可能に。

商品の過不⾜
調整

商品の過不⾜
調整

他市場への転送等の効率化

輸送時間の短縮による鮮度保持・物流の効率化輸出のための品揃えの充実と販路拡⼤

中央卸売市場

海外実需者
輸⼊業者

産地

卸売
業者

直接仕⼊れ

有機野菜等⼩ロット注⽂
仲卸
業者 輸出

⼩ロットのため卸売
業者の集荷に乗り
難い
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施⾏期⽇等（予定）①
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平成30年10⽉17⽇ 関係政省令・告⽰の公布
【政令】
①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の施⾏に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
②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の施⾏期⽇を定める政令

【省令】
①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の施⾏に伴う農林⽔産省関係省令の整備に関する省令
②⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第⼀項第⼆号の農林⽔産省令・財務省令で定める農林漁業者の組
織する法⼈を定める省令
③⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第⼋条第⼀項の農林⽔産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外にお
ける中⼩企業者に準ずるもの及び⾦融機関を定める省令

④株式会社⽇本政策⾦融公庫法施⾏規則
⑤農林中央⾦庫及び特定農⽔産業協同組合等による信⽤事業の再編及び強化に関する法律施⾏規則
⑥流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施⾏規則

【告⽰】
①卸売市場に関する基本方針
②食品等の流通の合理化に関する基本方針
③⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第⼀項の農林⽔産⼤⾂及び財務⼤⾂が指定する資⾦
④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の施⾏に伴う農林⽔産省関係告⽰の整備に関する告⽰
⑤中央卸売市場の認定に係る登録免許税の納付期限及び当該納付に係る領収証書をはり付ける書類
⑥農林中央⾦庫法の施⾏に関し定める件等の⼀部を改正する告⽰
⑦流通業務総合効率化事業の実施に関する基本⽅針の⼀部を改正する告⽰
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平成30年10⽉22⽇ ⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令・告⽰の施⾏
・⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
・⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施⾏令
・⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律施⾏規則
・食品等の流通の合理化に関する基本方針 等

平成32年６⽉21⽇ 改正卸売市場法及び関係政省令・告⽰の施⾏
（半年前の平成31年12⽉21⽇から改正法に基づく認定申請⼿続が可能）

・改正卸売市場法
・改正卸売市場法施⾏令
・改正卸売市場法施⾏規則
・卸売市場法に関する基本方針 等
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「卸売市場に関する基本方針案」及び「食品等の流通の合理化に関する基本方針案」等に対する
意見募集における御意見・御質問及びそれに対する農林水産省の考え方

項⽬ 御意⾒・御質問 御意⾒・御質問に対する考え⽅ 提出者

１ 第１－１ 第1段落の⽂末に「…役割を果たすことが期待される。」、また第3段
落⽂末に「…果たしていくことが期待される。」とあるが、改定卸売市
場法第1条で「…⽣鮮⾷料品などの公正な取引の場として重要な役
割を果たしていることに鑑み、…」とすでにその役割の重要性を定めて
いるにもかかわらず、なぜ基本⽅針の中で「期待される」という表現で
その役割の重要さに関する表現を後退させているのか。

改正後の卸売市場法第１条においては、「卸売市場
が⾷品等の流通において⽣鮮⾷料品等の公正な取
引の場として重要な役割を果たしている」という現状認
識について規定しています。
卸売市場の今後の在り⽅等を規定する本基本⽅針
においては、現状認識のみならず、今後とも卸売市場
が「⾷品等の流通の核として国⺠に安定的に⽣鮮⾷
料品等を供給する役割を果たすことが期待される」と規
定しているところです。

⼤学関
係者

２ 第１－１ 第3段落の⽂章を要約すると、「卸売市場は、公正な取引の場として、
公正を旨とする共通の取引ルールを順守し、公正に業務運営を⾏う
ことにより、⾼い公共性を果たしていくことが期待される」とあるが、卸売
市場法あるいは卸売市場に関する基本⽅針における「公正」とは何
か。改定卸売市場法に⽰された共通ルールを守る＝公正な取引とい
う定義になっているのか。少なくとも、基本⽅針（案）の「公正なこと
をやっているから公正な場である」というのは、トートロジーであり、卸売
市場の公共性に関して実際には何も説明していない。もし、ここでの
「公正な取引」が、独占禁⽌法に定める「不公正な取引」ではない取
引と同様の内容を意味しているのであれば、ことさら卸売市場における
取引だけを「公正な取引」と強調する必要はない。うがった⾒⽅かもし
れないが、卸売市場の公共性を特に「公正な取引」に依拠して主張
する⽬的は、今回の卸売市場法改定で、「卸売市場は公正な取引
な場であるから必要」という形で制度としての卸売市場を残したが、施
⾏後5年後の再検討の際に「卸売市場以外も取引は公正に⾏われ
て当然である」、したがって「卸売市場だけの公正な取引を定めた卸
売市場法は不要」、という卸売市場法廃⽌への布⽯となっているので
はないかと危惧している。

改正後の卸売市場法においては、⽣鮮⾷料品等の公
正な取引の場として公正・透明を旨とする共通ルール
（差別的取扱いの禁⽌、受託拒否の禁⽌（中央卸
売市場のみ）、売買取引・決済の⽅法の公表、取引
条件・取引結果の公表等）を遵守する卸売市場につ
いて、農林⽔産⼤⾂⼜は都道府県知事が中央卸売
市場⼜は地⽅卸売市場として認定することとしていま
す。
なお、５年後の⾒直しにおいてあらかじめ卸売市場法
の廃⽌を予定しているということはありません。



項⽬ 御意⾒・御質問 御意⾒・御質問に対する考え⽅ 提出者

３ 第１－２ 共通ルールに挙げられている「エ ⾃⼰買受け」については、これまでの
卸売市場法改正論議を散⾒する限り、⼀度も議論されていない。な
ぜ基本⽅針案の段階で突然出てきたのか。やり⽅によっては、卸売業
者の売上⾼⽔増し、循環取引による粉飾決済につながる危険性の
ある取引である。少なくとも、⾃⼰買受けが基本⽅針に定めるその他
の取引ルールの中に組み込まれた経緯を国⺠に説明すべきである。

⾃⼰買受けについては、法改正に係る各種会合にお
いて、下記の資料により他の規制と併せて議論を⾏っ
てきたところです。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/atta
ch/pdf/index-29.pdf

⼤学関
係者

４ 第１－２ p.1最後の段落「開設者は、…ルール設定を⾏う」という⽂章を読むと、
p.1下から3⾏⽬に「…今後の事業展開に関する新しいアイデア等を
共有する…」とあることから、開設者は卸売市場において何かの事業
を⾏う事業体のように読み取れる。改定卸売市場法では、第2条に
おいて「開設者」は単に卸売市場を開設する者と定められているが、こ
の基本⽅針案に書かれた「事業展開」は誰によるどのような事業を想
定しているのか。

当該規定の「事業展開」とは、開設者、卸売業者、
仲卸業者等を含めた卸売市場としての総体の活動
を想定しています。

５ 第1－３ （1）において、開設者の指導監督について必要な⼈員の確保等を
⾏うとあるが、現状の地⽅公共団体が開設者となっている公設卸売
市場において、そうした⼈員及び予算の確保の実現性を、農⽔省とし
てはどのように想定しているのか。
さらに前述（２）の②で不明瞭な点として指摘したように、もし開設
者を「卸売市場事業体」と位置づけているのであれば、公設市場の
場合、地⽅公共団体がそうした位置づけとなることについて、全国中
央卸売市場協会等で⼗分説明しつくしているといえるか。

地⽅公共団体が開設者である公設の卸売市場にお
いては、開設者の責任において必要な⼈員及び予算
が確保されるものと考えています。
なお、開設者は卸売市場を開設するという事業を
⾏っています。

６ 第２－１ 第2の1の「（1）流通の効率化」の中で、転送について述べられてい
るが、ここでいう転送は物理的な荷物の移動のみを指しているのか。
現在、卸売市場での転送には、上場荷の転送と、単なる物理的な
転送があり、多くの卸売市場において後者は統計的にも把握されてい
ない。ここでのハブ・アンド・スポーク的な卸売市場の位置づけを後者
の転送を想定されているのであれば、卸売市場は単なる物流センター
という性格が強くなることが予想され、卸売業者の事業悪化とそれに
伴う卸売市場が果たしてきた物流機能以外の機能が発揮されなくな
る危険性がある。

流通の効率化については、ドライバー不⾜が深刻化
する中で、「上場荷の転送」はもちろんのこと、「物理
的な転送」を含めて進めるべきと考えています。
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項⽬ 御意⾒・御質問 御意⾒・御質問に対する考え⽅ 提出者

７ 第２－１
－（５）

第2の1の「（5）関連施設との有機的な連携」2⾏⽬「…卸売
市場外で取引される⾷品等を含めて効率的に輸送する、広く
開かれた卸売市場として⼀般消費者に対しても⽣鮮⾷料品等
を販売する、卸売市場から原材料を供給して加⼯⾷品を製造
する等、…」の例が挙げられているが、これらの例は「総合⾷品
卸センター機能」「⼩売機能」「場内での加⼯機能（これについ
ては本⽂からは加⼯⾷品製造が場内か場外かどちらを想定して
いるのかわからないが、とりあえず場内として）」を卸売市場に整
備するということか。それは卸売市場の機能といえるのか。また、
そうした機能（事業）を常時遂⾏することを奨励しているのか。
卸売市場が卸売機能以外の機能を付加することは、総合⾷品
卸売業や⼩売業と競争に参⼊するということであり、本来の事
業でない部⾨での競争は本来の卸売業を後退させる危険性が
ある。卸売市場は、まずは「卸売」としての機能の⾼度化により、
⽣鮮⾷料品流通の円滑化に寄与するべきである。

当該規定については、「卸売を⾏う卸売市場の役割を
基本としつつ、関係者間の調整を⾏った上で」、卸売市
場施設を有効に活⽤する観点から「卸売市場の内外に
おいて関連施設の整備に取り組む」ことを記述したもの
です。
記述の趣旨を明確にするため、「広く開かれた卸売市場
として⼀般消費者に対しても⽣鮮⾷料品等を販売す
る」との記述については、「既に市場まつり等の取組もな
されているが、卸売市場の役割に⽀障を及ぼさない範
囲で施設を有効に活⽤する」に修正します。

⼤学関係
者

８ 第１－１ 「⾷品等の流通の核として国⺠に安定的に⽣鮮⾷料品等を供
給する役割を果たすことが期待される」
「公正かつ安定的に業務運営を⾏うことにより、⾼い公共性を果
たしていくことが期待される」
これらの表現では、これまで「国⺠に安定的に⽣鮮⾷料品等を
供給する役割を」果たしていなかった、また「⾼い公共性を」果た
していなかったようにも受け取れる。少なくとも、「供給する役割を
果たしてきたし、今後も果たすことが期待される」「⾼い公共性を
果たしてきたし、今後も果たしていくことが期待される」程度には
修正すべきではなかろうか。

改正後の卸売市場法第１条においては、「卸売市場が
⾷品等の流通において⽣鮮⾷料品等の公正な取引の
場として重要な役割を果たしている」という現状認識につ
いて規定しています。
卸売市場の今後の在り⽅等を規定する本基本⽅針に
おいては、現状認識のみならず、今後とも卸売市場が
「⾷品等の流通の核として国⺠に安定的に⽣鮮⾷料品
等を供給する役割を果たすことが期待される」と規定して
いるところです。

中央卸売
市場卸売
業者

９ 第１－２
－エ

「⾃⼰買受け」についてはこれまで議論が⾏われなかったにもかか
わらず、突如として基本⽅針の中で取り上げた理由な何か。これ
は誰にとって、どのようなメリットがあると考えているのか。

⾃⼰買受けについては、法改正に係る各種会合におい
て、下記の資料により他の規制と併せて議論を⾏ってき
たところです。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/
pdf/index-29.pdf
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項⽬ 御意⾒・御質問 御意⾒・御質問に対する考え⽅ 提出者

10 第１－３
－（１）

「開設者は・・・指導監督に必要な⼈員の確保等を
⾏う」とあるが、これによって開設者である地⽅⾃治
体の市場運営コストが増加することになるのではない
か。その点をどのように考えているのか。

卸売業者等に対する指導監督については、これまでも地⽅公共
団体を含む開設者が実施してきたところであり、改正法の施⾏に
より必ずしも事務負担の増⼤につながるものではありません。

中央卸売
市場卸売
業者

11 第２－１
－（５）

「広く開かれた卸売市場として⼀般消費者に対して
も⽣鮮⾷料品等を販売する」とのことであるが、これ
はどの程度の販売頻度を想定しているのか。毎⽇か、
それとも⽉に１回か年に数回程度か。
仮に毎⽇販売するとなると、⼩売販売の⽐率が⾼ま
ることになるが、それでも「卸売市場」ということで問
題は起きないのか。
なお、消費者向け販売施設が必要になった場合、
それも補助対象となるのか。

当該規定については、「卸売を⾏う卸売市場の役割を基本としつ
つ、関係者間の調整を⾏った上で」、卸売市場施設を有効に活
⽤する観点から「卸売市場の内外において関連施設の整備に取
り組む」ことを記述したものです。
記述の趣旨を明確にするため、「広く開かれた卸売市場として⼀
般消費者に対しても⽣鮮⾷料品等を販売する」との記述につい
ては、「既に市場まつり等の取組もなされているが、卸売市場の役
割に⽀障を及ぼさない範囲で施設を有効に活⽤する」に修正しま
す。
なお、消費者向け販売のための施設については、卸売市場の施
設整備に対する国の補助⾦の対象となりません。

12 第１－２
ウ

「仲卸業者が店舗を有する当該卸売市場の卸売
業者以外」に修正。

当該規定は卸売市場内の取引ルールとして例⽰しているため、
他市場の卸売業者を想定した規定をしていません。
なお、各卸売市場の業務規程において御指摘のように規定する
必要があれば、それを否定しているものではありません。

中央卸売
市場卸売
業者

13 第１－２
エ

改正前法第40条において例外で禁⽌されていた事
項である。卸売市場における卸売業者の価格形成
の公正への疑念を招く⾏為であり削除されたい。

⾃⼰買受けについては、法改正に係る各種会合において、下記
の資料により議論を⾏ってきたところであり、改正法では禁⽌規定
はなく、その他の取引ルールとして卸売市場ごとに判断することとし
ています。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/attach/pdf/inde
x-29.pdf

14 第１－２ 個々の市場の「その他の取引ルール」の定め⽅を当
該卸売市場への出荷、買受が限定できない（⾃
由に売り先、買い先を選べる）者の意⾒まで求める
ことを基本⽅針に盛り込むべきでない。決定⽅法は
開設者に任せればよい。

改正後の卸売市場法においては、中央卸売市場等において開
設者がその他の取引ルールを定める場合には、出荷者や買受⼈
等も含め取引参加者の意⾒を聴くことを求めています。
なお、当該規定は、全ての関係者の意⾒を聴くことまでを求めて
いる訳ではなく、取引参加者の意⾒を偏りなく⼗分に聴いた上で、
最終的な決定⽅法は開設者に委ねられることになります。
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項⽬ 御意⾒・御質問 御意⾒・御質問に対する考え⽅ 提出者

15 第１-３－
（１）

認定基準にかかる内容かと思うが、「卸売業者の財
務基準」について改正前の純資産額、流動⽐率、
⾃⼰資本⽐率等を明記し、卸売市場における卸売
業者の信⽤の指標と開設者の指導監督の全国的
⽔準維持を図る。

改正後の卸売市場法においては、卸売業者は許可を受けなけれ
ば営業を⾏うことができない許可業種ではなくなるため、卸売業者
の財務状況について国が全国⼀律の財務基準は⽰さないこととし
ています。
なお、決済の確保の観点から、出荷者が卸売業者の財務状況を
把握して出荷を判断することができるよう、卸売業者の財務に関す
る情報（貸借対照表及び損益計算書）を閲覧することができる
こととしています。

中央卸
売市場
卸売業
者

16 第１-３－
（２）

卸売業者への直接の指導監督は、開設者となるこ
とから、バランスを⽋くことが懸念される。国による検
査指針等を⽰すことを明⽰されたい。

卸売業者については、卸売業者は許可を受けなければ営業を⾏う
ことができない許可業種ではなくなるため、事業者に直接接する開
設者が監督（検査を含む。）することとしています。
なお、卸売業者の業務や財務状況については、開設者が毎年提
出する業務報告と併せて国に報告されることとしています。

17 第２-１ 改正法は、卸売市場の整備の促進の⽬的が削除
されており「都市計画との整合性等を図りつつ」は明
記する必要はない。

卸売市場の施設整備については、卸売市場法の⽬的規定から卸
売市場の整備を計画的に促進するための措置が削除されたとして
も、都市計画に反して⾏うことができないため、その旨を規定してい
ます。

18 第２-１
（1）

トラックバースとあるが、今の⽇本の⻘果物流通にお
いてトラックの主流がウイング⾞となっており、ウイング
⾞に対応できないトラックバースの整備は限定的とな
るのではないか。

当該規定は、トラックの荷台と卸売場の荷受⼝との段差がなく円
滑に搬出⼊を⾏うことができる例⽰としてトラックバースを記載してい
ます。
なお、ウイング⾞の場合、複数のトラックバースを活⽤して円滑な搬
出⼊を⾏うことができると考えています。

19 第２-１
（2）

HACCP基準については、輸出に限定した記述から
卸売市場全般にかかる記述に修正されたい。

当該規定は、施設の整備に当たって、輸出先国のＨＡＣＣＰ基
準を満たす閉鎖型施設を先進的な取組の例⽰として記載してい
ます。
なお、⾷品衛⽣法に基づくＨＡＣＣＰに沿った衛⽣管理等につ
いては、当然に求められます。

20 第２-１
（３）

ICTの活⽤や、卸売予定数量の公表など、産地側
の協⼒なしには対応できない事も多い。卸売市場と
いう中間だけでなく、⻘果物流通全体でICT導⼊の
検討をお願いしたい。

卸売市場だけでＩＣＴの活⽤等を進めることが難しいのは御指摘
のとおりです。
当該規定は、卸売市場が今後も⾷品等の流通の核として国⺠に
安定的に⽣鮮⾷料品等を供給する役割を果たすためには、⻘果
物流通全体の中で卸売市場が主導してＩＣＴ導⼊等の取組を
⾏っていくことが⼀層求められているとの趣旨を記載しています。
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項⽬ 御意⾒・御質問 御意⾒・御質問に対する考え⽅ 提出者

21 第１－２
ウ エ

開設者の遵守事項を定められているが、旧法の第４０条、第４４
条が削除され、開設者の業務規程により、ウ・直荷引き、エ・⾃⼰
買付が⾃由に取引できるようになる場合には、仲卸業者の各届出
内容について卸売会社と同様とすべき⽅針を加える必要がある。
理由。仲卸が市場外から販売の委託を受ける若しくは仕⼊れる業
務は法第２条第５項に定めた仲卸業者の定義外の取扱であり、
それは卸売会社と同義であり、市場の透明性、信頼性確保におい
て事業報告書や直荷引き分についての各種販売報告及び開⽰な
ど必要である。

改正後の卸売市場法においては、共通の取引
ルール以外のその他の取引ルールを定める場合に
は、取引参加者の意⾒を聴くなどの⼿続を定める
に留め、その他の取引ルールとして、どのような取
引ルールを定めるか等は卸売市場ごとに判断する
こととしています。

不明

22 第１－３ ⽂中「開設者は 〜 指導監督に必要な⼈員の確保等を⾏う」とあ
るが、⺠間事業者の参⼊においてこの必要財源をどのように考えてい
るか。
また、卸売業者への国許可権限が削除され、開設者にもたらされる
事務負担は増⼤するが、この必要財源についても、これまで市場運
営のために計上されていた地⽅交付税措置含め、どのように考えて
いるか。
平成30年6⽉7⽇参院附帯決議の⽂中 「卸売市場の公的機能が
引き続き維持・発揮できるよう、卸売市場に対する 〜⽀援などの
関与を適切に実施すること」 の“⽀援”への対応も含め⽰されたし。

卸売市場の認定を受ける⺠間事業者は、開設
者の責務として指導監督に必要な⼈員の確保
等について必要な財源を確保する必要があります。
卸売市場に係る地⽅交付税措置については、引
き続き措置されるよう総務省に要望してまいりま
す。
中央卸売市場及び地⽅卸売市場の施設の整
備には、国による⽀援として引き続き予算措置に
より助成していく考えです。

中央卸売
市場開設
者
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項⽬ 御意⾒・御質問 御意⾒・御質問に対する考え⽅ 提出者

23 第１－３
－(2)

地⽅卸売市場においては、⺠間事業者が開設者と卸売業者を兼
ねていることが多く、経営規模の⼩さい事業者や漁協等が運営して
いることも多いのが現状です。また、基本⽅針（案）第１の３の(2) 
では「農林⽔産⼤⾂及び都道府県知事は、必要に応じ、開設者に
対して報告徴収及び⽴⼊検査を⾏い」とあります。このことを踏まえ、
開設者が卸売業者を兼ねている場合においては、事務の簡素化を
図る観点から、開設者が提出する運営状況報告書への貸借対照
表、損益計算書の添付を省略することができるようにできないでしょう
か。また、仲卸業者に関する内容についても簡略化（具体的には
「法⼈の仲卸業者の貸借対照表、損益計算書の添付」を不要とす
る、また、「直荷引きの状況」についての記載欄を削除する）できな
いでしょうか。
上記のように省略、簡素化しても、必要に応じて農林⽔産⼤⾂、
報告徴収及び⽴⼊検査を⾏うこと等により補完することができると思
います。
ご検討よろしくお願いします。

地⽅卸売市場の開設者は、毎年都道府県知事
に卸売市場の「運営状況報告書」を提出するとと
もに、これに卸売業者の「事業報告書」を添付する
ことが必要です。
卸売業者の事業報告書は、省令の別記様式第
２号で定めていますが、地⽅卸売市場の場合、都
道府県知事が別に定めることができることとしていま
す。
卸売市場の運営状況報告書は、省令の別記様
式第７号で定めており、この中で仲卸業者の貸借
対照表及び損益計算書の添付等を定めています
が、地⽅卸売市場の場合、都道府県知事が別に
定めることができることとしています。

都道府
県担当
者

24 第２-１
（5）

「卸売市場法の基本⽅針の第２の（５）において、「卸売市場関
係者の調整を⾏った上で……広く開かれた卸売市場として⼀般消
費者に対しても⽣鮮⾷料品等を販売する…」と記述されています。
我々、鮮⿂⼩売商の「まちの⿂屋」としては、最近の厳しい経営環
境のなかで、⼀般消費者に対して卸売市場を開放するに等しいと
受けとめざるを得ず、この内容については容認できません。
また、市場関係者の調整経緯については、第１の２に記述されてい
るように、「取引参加者の意⾒を偏りなく⼗分に聴き、議事録等を
公表する等」の対応を図っていただきたい。

当該規定については、「卸売を⾏う卸売市場の役
割を基本としつつ、関係者間の調整を⾏った上で」、
卸売市場施設を有効に活⽤する観点から「卸売
市場の内外において関連施設の整備に取り組む」
ことを記述したものです。
記述の趣旨を明確にするため、「広く開かれた卸売
市場として⼀般消費者に対しても⽣鮮⾷料品等
を販売する」との記述については、「既に市場まつり
等の取組もなされているが、卸売市場の役割に⽀
障を及ぼさない範囲で施設を有効に活⽤する」に
修正します。
卸売市場におけるその他の取引ルールの設定につ
いては、適切な運⽤に努めてまいります。

⼩売業
界団体
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変更箇所 意⾒募集にかけた案 修正案

1 卸売市場に関する基本⽅針案第２-１-⑵
ドックシェルター

【修正後】
ドッグシェルター

【理由】
国⼟交通省の公表⽂書にて使⽤されている⽤語に統⼀するため修正。

2
卸売市場に関する基本
⽅針案第２-１-⑸

⑸ 関連施設との有機的な連携
主として⽣鮮⾷料品等の卸売を⾏う卸売

市場の役割を基本としつつ、関係者間の調
整を⾏った上で、卸売市場外で取引される
⾷品等を含めて効率的に輸送する、広く開
かれた卸売市場として⼀般消費者に対して
も⽣鮮⾷料品等を販売する、卸売市場から
原材料を供給して加⼯⾷品を製造する等、
卸売市場の機能を⼀層有効に発揮できる
よう、卸売市場の内外において関連施設の
整備に取り組む。

【修正後】
⑸ 関連施設との有機的な連携
主として⽣鮮⾷料品等の卸売を⾏う卸売市場の役割を基本としつつ、関係者間の調
整を⾏った上で、卸売市場外で取引される⾷品等を含めて効率的に輸送する、既に市
場まつり等の取組もなされているが、卸売市場の役割に⽀障を及ぼさない範囲で施設を
有効に活⽤する広く開かれた卸売市場として⼀般消費者に対しても⽣鮮⾷料品等を販
売する、卸売市場から原材料を供給して加⼯⾷品を製造する等、卸売市場の機能を⼀
層有効に発揮できるよう、卸売市場の内外において関連施設の整備に取り組む。

【理由】
当該規定については、「卸売を⾏う卸売市場の役割を基本としつつ、関係者間の調整を
⾏った上で」、卸売市場施設を有効に活⽤する観点から「卸売市場の内外において関連
施設の整備に取り組む」ことを記述したものだが、いただいた御意⾒をうけ、記述の趣旨を
明確にするため修正。

3 ⾷品等の流通の合理化に関する基本⽅針案
第１-２-⑸①及び②

①及び②の語尾に、それぞれ「ことが期待さ
れる」と記載。

【修正後】
「ことが期待される」を削った。

【理由】
⑸本⽂で既に「期待される」と記載しており、⽂章上の重複を避けるため修正。

意見募集にかけた「卸売市場に関する基本方針案」及び
「食品等の流通の合理化に関する基本方針案」からの変更点
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第⼀章 総則

（⽬的）
第⼀条 この法律は、卸売市場が⾷品等の流通（⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成三年法律第五⼗九号）
第⼆条第⼆項に規定する⾷品等の流通をいう。）において⽣鮮⾷料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸
売市場に関し、農林⽔産⼤⾂が策定する基本⽅針について定めるとともに、農林⽔産⼤⾂及び都道府県知事によるその認定に関する措置
その他の措置を講じ、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、
もって国⺠⽣活の安定に資することを⽬的とする。

（定義）
第⼆条 この法律において「⽣鮮⾷料品等」とは、野菜、果実、⿂類、⾁類等の⽣鮮⾷料品その他⼀般消費者が⽇常⽣活の⽤に供する⾷料
品及び花きその他⼀般消費者の⽇常⽣活と密接な関係を有する農畜⽔産物で政令で定めるものをいう。
２ この法律において「卸売市場」とは、⽣鮮⾷料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、⾃動⾞駐⾞場その他の⽣鮮⾷料品
等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
３ この法律において「開設者」とは、卸売市場を開設する者をいう。
４ この法律において「卸売業者」とは、卸売市場に出荷される⽣鮮⾷料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、⼜は
買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務を⾏う者をいう。
５ この法律において「仲卸業者」とは、卸売市場において卸売を受けた⽣鮮⾷料品等を当該卸売市場内の店舗において販売する者をいう。

第⼆章 卸売市場に関する基本⽅針

第三条 農林⽔産⼤⾂は、卸売市場に関する基本⽅針（以下「基本⽅針」という。）を定めるものとする。
２ 基本⽅針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
⼀ 卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項
⼆ 卸売市場の施設に関する基本的な事項
三 その他卸売市場に関する重要事項
３ 農林⽔産⼤⾂は、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くものとする。
４ 農林⽔産⼤⾂は、基本⽅針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
５ 前⼆項の規定は、基本⽅針の変更について準⽤する。
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第三章 中央卸売市場

（中央卸売市場の認定）
第四条 卸売市場（その施設の規模が⼀定の規模以上であることその他の農林⽔産省令で定める基準に該当するものに限る。）であって、
第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林⽔産⼤⾂の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。

２〜４ （略）
５ 農林⽔産⼤⾂は、第⼀項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるとき
は、当該認定をするものとする。
⼀ 申請書及び業務規程の内容が、基本⽅針に照らし適切であること。
⼆ 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
三 業務規程に定められている前項第⼀号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ 開設者は、当該卸売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ないこと。
ロ 開設者は、当該卸売市場において取り扱う⽣鮮⾷料品等について、農林⽔産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他
の農林⽔産省令で定める事項を公表すること。
ハ 開設者は、業務規程に定められている遵守事項（前項第⼆号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。）を取引参加者に遵守
させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助⾔、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができる
こと。

四 業務規程に前項第⼀号に掲げる事項として次に掲げる⽅法が定められているとともに、当該⽅法が農林⽔産省令で定めるところにより公
表されていること。
イ 卸売業者の⽣鮮⾷料品等の品⽬ごとのせり売⼜は⼊札の⽅法、相対による取引の⽅法その他の売買取引の⽅法
ロ 取引参加者が売買取引を⾏う場合における⽀払期⽇、⽀払⽅法その他の決済の⽅法
五 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものである
こと。

⼀ 売買取引の原則 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を⾏うこと。

⼆ 差別的取扱いの禁⽌ 卸売業者は、出荷者⼜は仲卸業者その他の買受⼈に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

三 売買取引の⽅法 卸売業者は、前号イに掲げる⽅法として業務規程に定められた⽅法により、卸売をすること。
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六 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。
ロ 当該遵守事項が取引参加者の意⾒を聴いて定められていること。
ハ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
七 開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
⼋ 当該卸売市場が、⽣鮮⾷料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
九 前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林⽔産省令で定める要
件に適合するものであること。

６〜７ （略）

四 売買取引の条件の公表 卸売業者は、農林⽔産省令で定めるところにより、その取扱品⽬その他売買取引の条件（売買取
引に係る⾦銭の収受に関する条件を含む。）を公表すること。

五 受託拒否の禁⽌ 卸売業者は、その取扱品⽬に属する⽣鮮⾷料品等について当該卸売市場における卸売のための販
売の委託の申込みがあった場合には、農林⽔産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その引
受けを拒まないこと。

六 決済の確保 ㈠ 取引参加者は、前号ロに掲げる⽅法として業務規程に 定められた⽅法により、決済を⾏うこと。
㈡ 卸売業者は、農林⽔産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出
するとともに、当該事業報告書（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
報として農林⽔産省令で定めるものが記載された部分に限る。）について閲覧の申出があった場合
には、農林⽔産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。

七 売買取引の結果等の公表 卸売業者は、農林⽔産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果
（売買取引に係る⾦銭の収受の状況を含む。）その他の公正な⽣鮮⾷料品等の取引の指標とな
るべき事項として農林⽔産省令で定めるものを定期的に公表すること。
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（指導及び助⾔）
第九条 農林⽔産⼤⾂は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及
び助⾔を⾏うものとする。

（措置命令）
第⼗条 農林⽔産⼤⾂は、中央卸売市場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、その開設者に対し、必
要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

（認定の取消し）
第⼗⼀条 農林⽔産⼤⾂は、中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第四条第⼀項の認定を取
り消すことができる。
⼀ 当該中央卸売市場が、第四条第⼀項の農林⽔産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。
⼆ 当該中央卸売市場が、第四条第五項各号に掲げる要件を⽋くに⾄ったとき。
三 その開設者が、第五条第⼀号、第⼆号⼜は第四号に該当するに⾄ったとき。
四 その開設者が、開設する卸売市場について不正の⼿段により第四条第⼀項の認定（第六条第⼀項の変更の認定を含む。）⼜は第
⼗三条第⼀項の認定（第⼗四条において読み替えて準⽤する第六条第⼀項の変更の認定を含む。）を受けたことが判明したとき。
五 その開設者が、次条第⼀項若しくは第⼆項（これらの規定を第⼗四条において読み替えて準⽤する場合を含む。）の規定による報告
をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、⼜は同項（第⼗四条において読み替えて準⽤
する場合を含む。）の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 その開設者が、この法律若しくは第五条第⼆号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令⼜はこれらに基づく処分に違反し
たとき。

２ 農林⽔産⼤⾂は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公⽰するものとする。

（報告及び検査）
第⼗⼆条 中央卸売市場の開設者は、毎年、農林⽔産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林⽔産⼤⾂に報
告しなければならない。
２ 農林⽔産⼤⾂は、この法律の施⾏に必要な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、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、⼜は当該職員に、中央卸売市場の開設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。
３ 前項の規定により⽴⼊検査をする当該職員は、その⾝分を⽰す証明書を携帯し、関係⼈に提⽰しなければならない。
４ 第⼆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。
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第四章 地⽅卸売市場

（地⽅卸売市場の認定）
第⼗三条 卸売市場であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、当該卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事（以下
「都道府県知事」という。）の認定を受けて、地⽅卸売市場と称することができる。
２〜４ （略）
５ 都道府県知事は、第⼀項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるとき
は、当該認定をするものとする。
⼀ 申請書及び業務規程の内容が、基本⽅針に照らし適切であること。
⼆ 申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。
三 業務規程に定められている前項第⼀号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。
イ 開設者は、当該卸売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ないこと。
ロ 開設者は、当該卸売市場において取り扱う⽣鮮⾷料品等について、農林⽔産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格
その他の農林⽔産省令で定める事項を公表すること。
ハ 開設者は、業務規程に定められている遵守事項（前項第⼆号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。）を取引参加
者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助⾔、報告及び検査、是正の求めその他の措置
をとることができること。

四 業務規程に前項第⼀号に掲げる事項として次に掲げる⽅法が定められているとともに、当該⽅法が農林⽔産省令で定めるところ
により公表されていること。
イ 卸売業者の⽣鮮⾷料品等の品⽬ごとのせり売⼜は⼊札の⽅法、相対による取引の⽅法その他の売買取引の⽅法
ロ 取引参加者が売買取引を⾏う場合における⽀払期⽇、⽀払⽅法その他の決済の⽅法
五 業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。
⼀ 売買取引の原則 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を⾏うこと。

⼆ 差別的取扱いの禁⽌ 卸売業者は、出荷者⼜は仲卸業者その他の買受⼈に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

三 売買取引の⽅法 卸売業者は、前号イに掲げる⽅法として業務規程に定められた⽅法により、卸売をすること。
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六 前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。
ロ 当該遵守事項が取引参加者の意⾒を聴いて定められていること。
ハ 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
七 開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
⼋ 当該卸売市場が、⽣鮮⾷料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
九 前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林⽔産省令で定める要件に適
合するものであること。

６〜７ （略）

（準⽤）
第⼗四条 第五条から第⼗条まで、第⼗⼀条（第⼀項第⼀号に係る部分を除く。）及び第⼗⼆条の規定は、前条第⼀項の認定について
準⽤する。この場合において、これらの規定（第六条第⼀項を除く。）中「農林⽔産⼤⾂」とあるのは「都道府県知事」と、第六条第⼀項
中「第四条第⼆項各号」とあるのは「第⼗三条第⼆項各号」と、「農林⽔産⼤⾂」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事（以
下第⼗⼆条までにおいて「都道府県知事」という。）」と、同条第三項中「第四条第⼆項」とあるのは「第⼗三条第⼆項」と、第⼋条第⼀
項第⼆号及び第⼆項中「第⼗三条第⼀項」とあるのは「第四条第⼀項」と、第⼗⼀条第⼀項第⼆号中「第四条第五項各号」とあるのは
「第⼗三条第五項各号」と読み替えるものとする。

四 売買取引の条件の公表 卸売業者は、農林⽔産省令で定めるところにより、その取扱品⽬その他売買取引の条件（売買取引
に係る⾦銭の収受に関する条件を含む。）を公表すること。

五 決済の確保 ㈠ 取引参加者は、前号ロに掲げる⽅法として業務規程に定められた⽅法により、決済を⾏うこと。
㈡ 卸売業者は、農林⽔産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出する
とともに、当該事業報告書（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
て農林⽔産省令で定めるものが記載された部分に限る。）について閲覧の申出があった場合には、農
林⽔産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。

六 売買取引の結果等の公表 卸売業者は、農林⽔産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果
（売買取引に係る⾦銭の収受の状況を含む。）その他の公正な⽣鮮⾷料品等の取引の指標となるべ
き事項として農林⽔産省令で定めるものを定期的に公表すること。
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第五章 雑則

（助成）
第⼗六条 国は、中央卸売市場の開設者であって⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第⼀項の認定を受けたもの
が同法第六条第⼆項に規定する認定計画（次項において「認定計画」という。）に従って当該中央卸売市場の施設の整備を⾏う場合には、
当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費⽤の⼗分の四以内を補助することができる。
２ 国及び都道府県は、中央卸売市場⼜は地⽅卸売市場の開設者であって⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条
第⼀項の認定を受けたものが認定計画に従って当該中央卸売市場⼜は地⽅卸売市場の施設の整備を⾏う場合には、当該開設者に対し、必
要な助⾔、指導、資⾦の融通のあっせんその他の援助を⾏うように努めるものとする。
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第⼀章 総則

（⽬的）
第⼀条 この法律は、⾷品等の流通が農林漁業者と⼀般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、⾷品等の流通の合理化を
図るため、農林⽔産⼤⾂による基本⽅針の策定及び⾷品等流通合理化計画の認定、その実施に必要な⽀援措置その他の措置を講ずると
ともに、⾷品等の取引の適正化を図るため、農林⽔産⼤⾂による調査の実施その他の措置を講じ、もって農林漁業及び⾷品流通業の成⻑
発展並びに⼀般消費者の利益の増進に資することを⽬的とする。

（留意事項）
第三条 ⾷品等の流通の合理化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
⼀ ⾷品等の流通に関する事業を⾏う者（以下「⾷品等流通事業者」という。）が、多様化する需要に即して、創意⼯夫を発揮して事業活
動を積極的に⾏うことができるようにすること。
⼆ ⾷品等流通事業者の⾏う事業活動が農林漁業の成⻑発展及び⼀般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。
２ ⾷品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
⼀ ⾷品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が⽣ずる場合があるた
め、その取引の適正化を図る必要性が⾼いこと。
⼆ ⾷品等の取引が適正かつ安定的に⾏われることにより、農林漁業者及び⼀般消費者の利益に資するものとなるようにすること。
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第⼆章 ⾷品等の流通の合理化のための措置
第⼀節 ⾷品等の流通の合理化に関する基本⽅針

第四条 農林⽔産⼤⾂は、⾷品等の流通の合理化に関する基本⽅針（以下「基本⽅針」という。）を定めるものとする。
２ 基本⽅針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
⼀ ⾷品等の流通の合理化を図る事業（以下「⾷品等流通合理化事業」という。）を実施しようとする者が講ずべき次に掲げる措置に関する
事項
イ ⾷品等の流通の効率化に関する措置
ロ ⾷品等の流通における品質管理及び衛⽣管理の⾼度化に関する措置
ハ ⾷品等の流通における情報通信技術その他の技術の利⽤に関する措置
ニ ⾷品等に係る国内外の需要への対応に関する措置
ホ イからニまでに掲げるもののほか、⾷品等の流通の合理化のために必要な措置
⼆ 前号に掲げるもののほか、⾷品等の流通の合理化に関し必要な事項
３ 農林⽔産⼤⾂は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が⽣じたときは、基本⽅針を変更するものとする。
４ 農林⽔産⼤⾂は、基本⽅針を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、関係⾏政機関の⻑に協議し、かつ、⾷料・農業・農村政策審議会
の意⾒を聴くものとする。
５ 農林⽔産⼤⾂は、第⼀項の規定により基本⽅針を定め、⼜は第三項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとす
る。

第⼆節 ⾷品等流通合理化計画

（計画の認定）
第五条 ⾷品等流通合理化事業を実施しようとする者は、農林⽔産省令で定めるところにより、単独で⼜は共同して、その実施しようとする⾷品
等流通合理化事業に関する計画（以下「⾷品等流通合理化計画」という。）を作成し、これを農林⽔産⼤⾂に提出して、その認定を受ける
ことができる。
２ （略）
３ 農林⽔産⼤⾂は、第⼀項の認定の申請があった場合において、当該⾷品等流通合理化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると
認めるときは、その認定をするものとする。
⼀ 基本⽅針に照らし適切なものであること。
⼆ 当該⾷品等流通合理化事業が確実に実施されると⾒込まれるものであること。
三 当該⾷品等流通合理化事業の実施が農林漁業の成⻑発展及び⼀般消費者の利益の増進に寄与するものであ
ること。

４・５ （略）
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第三節 ⽀援措置
第⼀款 株式会社⽇本政策⾦融公庫の⾏う⾷品等流通合理化事業促進業務

（資⾦の貸付け）
第七条 株式会社⽇本政策⾦融公庫（以下「公庫」という。）は、株式会社⽇本政策⾦融公庫法（平成⼗九年法律第五⼗七号。以下
「公庫法」という。）第⼗⼀条に規定する業務のほか、認定事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、⾷料の安定供給の確
保⼜は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する⻑期かつ低利の資⾦であって認定計画に従って⾷品等流通合理化事業を実施するため
に必要なものであり、かつ、それぞれ当該各号に定めるもの（他の⾦融機関が融通することを困難とするものに限る。）のうち農林⽔産⼤⾂及
び財務⼤⾂の指定するものの貸付けの業務を⾏うことができる。
⼀ 中⼩企業者（公庫法第⼆条第三号に規定する中⼩企業者をいう。次条第⼀項において同じ。） その償還期限が⼗年を超える資⾦
⼆ 農林漁業者⼜はその組織する法⼈（これらの者の出資⼜は拠出に係る法⼈を含む。）であって農林⽔産省令・財務省令で定めるもの
これらの者が資本市場から調達することが困難な資⾦

２ 前項に規定する資⾦の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。
３ （略）

（債務の保証）
第⼋条 公庫は、公庫法第⼗⼀条の規定にかかわらず、認定事業者（中⼩企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林⽔産省令・
経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。）が認定計画に従って海外において⾷品等流通合理化事業を実施するために必要な⻑期の
資⾦の借⼊れ（外国の銀⾏その他の⾦融機関のうち農林⽔産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借⼊れに限る。）に係る
債務の保証（債務を負担する⾏為であって債務の保証に準ずるものを含む。）を⾏うことができる。
２（略）
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第⼆款 株式会社農林漁業成⻑産業化⽀援機構の⾏う⾷品等流通合理化事業⽀援業務

（出資等）
第九条 株式会社農林漁業成⻑産業化⽀援機構（以下「⽀援機構」という。）は、株式会社農林漁業成⻑産業化⽀援機構法（平成
⼆⼗四年法律第⼋⼗三号。第⼗⼆条において「⽀援機構法」という。）第⼆⼗⼀条第⼀項第⼀号から第⼗五号までに掲げる業務のほ
か、次に掲げる業務を営むことができる。
⼀ ⽀援対象認定事業者（認定事業者のうち第⼗⼀条第⼀項の規定により⽀援の対象となったものをいう。以下この条において同じ。）
に対する出資
⼆ ⽀援対象⾷品等流通合理化事業⽀援団体（認定事業者に対し資⾦供給その他の⽀援を⾏う団体（以下「⾷品等流通合理化
事業⽀援団体」という。）のうち第⼗⼀条第⼀項の規定により⽀援の対象となったものをいう。次号及び第⼋号において同じ。）に対する
出資
三 ⽀援対象⾷品等流通合理化事業⽀援団体に対する基⾦（⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律（平成⼗⼋年法律第
四⼗⼋号）第百三⼗⼀条に規定する基⾦をいう。）の拠出
四 ⽀援対象認定事業者に対する資⾦の貸付け
五 ⽀援対象認定事業者が発⾏する有価証券（⾦融商品取引法（昭和⼆⼗三年法律第⼆⼗五号）第⼆条第⼀項に規定する有
価証券及び同条第⼆項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号において同じ。）及び⽀援対象認定事業者が保有
する有価証券の取得
六 ⽀援対象認定事業者に対する⾦銭債権及び⽀援対象認定事業者が保有する⾦銭債権の取得
七 ⽀援対象認定事業者の発⾏する社債及び資⾦の借⼊れに係る債務の保証
⼋ ⽀援対象⾷品等流通合理化事業⽀援団体が⾏う認定事業者に対する資⾦供給その他の⽀援に関する指導、勧告その他の措置
九 ⾷品等流通合理化事業を実施し、⼜は実施しようとする者に対する専⾨家の派遣
⼗ ⾷品等流通合理化事業を実施し、⼜は実施しようとする者に対する助⾔
⼗⼀ 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
⼗⼆ ⾷品等流通合理化事業及び認定事業者に対し資⾦供給その他の⽀援を⾏う事業活動（次条第⼀項において「⾷品等流通合
理化事業等」という。）を推進するために必要な調査及び情報の提供

⼗三 前各号に掲げる業務に附帯する業務

⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成３年法律第59号）－抜粋－
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（⾷品等流通合理化事業等⽀援基準）
第⼗条 農林⽔産⼤⾂は、⽀援機構が⾷品等流通合理化事業等の⽀援（前条第⼀号から第七号までに掲げる業務によりされる
ものに限る。以下「⾷品等流通合理化事業等⽀援」という。）の対象となる認定事業者⼜は⾷品等流通合理化事業⽀援団体
及び当該⾷品等流通合理化事業等⽀援の内容を決定するに当たって従うべき基準（以下「⾷品等流通合理化事業等⽀援基
準」という。）を定めるものとする。
２ ⾷品等流通合理化事業等⽀援基準は、⾷品等の流通の合理化を通じた農林漁業及び⾷品流通業の成⻑発展並びに⼀般
消費者の利益の増進に資することを旨として定めるものとする。
３ 農林⽔産⼤⾂は、⾷品等流通合理化事業等⽀援基準を定めようとするときは、あらかじめ、⾷品等流通合理化事業等⽀援の
対象となる活動に係る事業を所管する⼤⾂（次条第三項及び第四項において「事業所管⼤⾂」という。）の意⾒を聴くものとする。
４ 農林⽔産⼤⾂は、⾷品等流通合理化事業等⽀援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

（⽀援決定）
第⼗⼀条 ⽀援機構は、⾷品等流通合理化事業等⽀援を⾏おうとするときは、⾷品等流通合理化事業等⽀援基準に従って、そ
の対象となる認定事業者⼜は⾷品等流通合理化事業⽀援団体及び当該⾷品等流通合理化事業等⽀援の内容を決定するも
のとする。
２ ⽀援機構は、⾷品等流通合理化事業等⽀援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林⽔産⼤⾂の認可を受け
るものとする。
３ 農林⽔産⼤⾂は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を事業所管⼤⾂に通知するものとする。
４ 事業所管⼤⾂は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該認定事業者⼜は⾷品等流通合理化事業⽀援団体の
属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林⽔産⼤⾂に対して意⾒を述べることができる。

（⽀援機構法の適⽤）
第⼗⼆条 第九条の規定により⽀援機構が営む同条各号に掲げる業務についての⽀援機構法第六条第⼀項第六号、第⼗五条
第⼀項第⼀号及び第⼆号並びに第三項、第⼆⼗⼀条第⼀項第⼗六号、第⼆⼗四条、第⼆⼗五条第⼀項及び第⼆項、第⼆
⼗六条、第⼆⼗七条、第三⼗四条、第三⼗七条、第三⼗九条第⼀項、第⼆項及び第五項、第四⼗条、第四⼗六条、第四
⼗七条並びに第四⼗⼋条第五号及び第九号の規定の適⽤については、次の表の上欄に掲げる⽀援機構法の規定中同表の中
欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、⽀援機構法第⼗五条第⼆項の規定は、適⽤しない。
表（略）
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第四節 ⾷品等流通合理化促進機構

（指定）
第⼗六条 農林⽔産⼤⾂は、⾷品等の流通の合理化を促進することを⽬的とする⼀般社団法⼈⼜は⼀般財団法⼈であって、次条各号に
掲げる業務を適正かつ確実に⾏うことができると認められるものを、その申出により、⾷品等流通合理化促進機構（以下「促進機構」とい
う。）として指定することができる。
２ 農林⽔産⼤⾂は、前項の規定による指定（第⼆⼗五条において「指定」という。）をしたときは、当該促進機構の名称、住所及び事務
所の所在地を官報で公⽰するものとする。
３ 促進機構は、その名称、住所⼜は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林⽔産⼤⾂に届け出なければならな
い。
４ 農林⽔産⼤⾂は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公⽰するものとする。

（業務）
第⼗七条 促進機構は、次に掲げる業務を⾏うものとする。
⼀ 認定計画に係る⾷品等流通合理化事業（次号において「認定⾷品等流通合理化事業」という。）に必要な資⾦の借⼊れに係る債
務を保証すること。
⼆ 認定⾷品等流通合理化事業を実施する者に対し、必要な資⾦のあっせんを⾏うこと。
三 ⾷品等の流通に関する情報の収集、調査及び研究を⾏い、並びにその成果を普及すること。
四 ⾷品等の流通の合理化を促進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を⾏うこと。

（業務の委託）
第⼗⼋条 促進機構は、農林⽔産⼤⾂の認可を受けて、前条第⼀号に掲げる業務（債務の保証の決定を除く。）の⼀部を⾦融機関に委
託することができる。
２ （略）

（業務規程の認可）
第⼗九条 促進機構は、第⼗七条第⼀号に掲げる業務（以下「債務保証業務」という。）を⾏うときは、債務保証業務の開始前に、債務
保証業務の実施に関する規程（以下「業務規程」という。）を作成し、農林⽔産⼤⾂の認可を受けなければならない。これを変更しようとす
るときも、同様とする。
２・３ （略）

⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成３年法律第59号）－抜粋－



⾷料産業局

Copyright 2016 Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 27

（事業計画等）
第⼆⼗条 促進機構は、毎事業年度、農林⽔産省令で定めるところにより、事業計画及び収⽀予算を作成し、農林⽔産⼤⾂の認可を受けな
ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
２ 促進機構は、農林⽔産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収⽀決算書及び財産⽬録を作成し、
農林⽔産⼤⾂に提出し、その承認を受けなければならない。

（区分経理）
第⼆⼗⼀条 促進機構は、債務保証業務を⾏う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければ
ならない。

（農林⽔産省令への委任）
第⼆⼗⼆条 前⼆条に定めるもののほか、促進機構が債務保証業務を⾏う場合における促進機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農
林⽔産省令で定める。

（報告及び検査）
第⼆⼗三条 農林⽔産⼤⾂は、第⼗七条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、促進機構に対し、当該
業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、⼜は当該職員に、促進機構の事務所に⽴ち⼊り、業務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）

（改善命令）
第⼆⼗四条 農林⽔産⼤⾂は、第⼗七条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、促進機構に対し、その改善に必
要な措置をとるべきことを命ずることができる。

⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成３年法律第59号）－抜粋－
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⾷品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成３年法律第59号）－抜粋－

（指定の取消し）
第⼆⼗五条 農林⽔産⼤⾂は、促進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
⼀〜四 （略）
２ （略）

（協議）
第⼆⼗六条 農林⽔産⼤⾂は、次の場合には、あらかじめ、財務⼤⾂に協議するものとする。
⼀ 第⼗⼋条第⼀項、第⼗九条第⼀項⼜は第⼆⼗条第⼀項の認可をしようとするとき。
⼆ 第⼆⼗条第⼆項の承認をしようとするとき。
三 第⼆⼗⼆条の農林⽔産省令を定めようとするとき。
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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）
－抜粋－

29

附 則

（施⾏期⽇）
第⼀条 この法律は、公布の⽇から起算して六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏する。ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める⽇から施⾏する。
⼀ 次条並びに附則第五条、第⼋条、第九条及び第三⼗⼆条の規定 公布の⽇
⼆ 附則第三条及び第⼗四条の規定 公布の⽇から起算して⼀年六⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇
三 第⼀条の規定及び第⼆条中⾷品流通構造改善促進法第三章を第⼆章とし、同章の次に⼀章を加える改正規定（第⼆⼗七条第⼆
項に係る部分に限る。）並びに附則第四条、第⼗五条から第⼗⼋条まで及び第三⼗条の規定 公布の⽇から起算して⼆年を超えない範
囲内において政令で定める⽇

（卸売市場に関する基本⽅針に関する経過措置）
第⼆条 農林⽔産⼤⾂は、前条第三号に掲げる規定の施⾏の⽇（以下「第三号施⾏⽇」という。）前においても、第⼀条の規定による改正
後の卸売市場法（以下「新卸売市場法」という。）第三条の規定の例により、卸売市場に関する基本⽅針を定め、これを公表することができ
る。
２ 前項の規定により定められた卸売市場に関する基本⽅針は、第三号施⾏⽇において新卸売市場法第三条の規定により定められたものとみ
なす。

（⾷品等の流通の合理化に関する基本⽅針に関する経過措置）
第五条 農林⽔産⼤⾂は、この法律の施⾏の⽇（以下「施⾏⽇」という。）前においても、第⼆条の規定による改正後の⾷品等の流通の合理
化及び取引の適正化に関する法律（以下「新⾷品等流通法」という。）第四条の規定の例により、⾷品等の流通の合理化に関する基本⽅
針を定め、これを公表することができる。
２ 前項の規定により定められた⾷品等の流通の合理化に関する基本⽅針は、施⾏⽇において新⾷品等流通法第四条の規定により定められ
たものとみなす。
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