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卸売市 場法施 行規則
（ 昭和四 十六年 六月三 十日）
（ 農林省 令第五 十二号 ）

中央卸 売市場 開設区 域を指 定する 件
（昭和 四十七 年二月十 五日）
（農 林省告 示第六 十一号 ）
中央 卸売市 場指定 区域を 指定する 件）
（昭和 三十一 年九月 二十四 日）
（農 林省告 示第六 百十二 号）

卸 売業者 の純資 産基準 額を定め る件
（昭 和四十 六年六 月三十 日）
（ 農林省 告示第 千二十 八号）

卸売 市場法 施行規 則

卸 売市場 法（昭 和四十 六年法 律第三 十五号 ）の規
定に基 づき、 及び同 法を実 施するた め、卸 売市場 法
施行 規則を 次のよ うに定 める。

○

○

○

表 （平成二八年四月 一日現在）

（ 昭和四 十六年 六月三 十日）
（政 令第二 百二十 一号）

卸売 市場法 施行令 をここに 公布す る。

卸 売市場 法施行 令
内 閣は、 卸売市 場法（ 昭和四 十六年 法律第 三十五
号 ）第二条 第一項 及び第 四項、 第四条 第一項 、第五
条第一 項、第 六条第一 項、第 八条第 一号、 第十一 条
第一項 、第七 十三条 第一項 及び第 二項並び に第七 十
六 条の規 定に基 づき、 この政令 を制定 する。

○

法

（昭 和四十 六年四 月三日 ）
（ 法律第 三十五 号）

卸 売市場 法をこ こに公布 する。

卸売市 場法
目次
第一章 総則 （第一条 ―第三 条）
第二 章 卸 売市場 整備基 本方針等 （第四 条―第 六
条）
第三章 中央 卸売市 場
第一 節 開 設（第 七条― 第十四 条）
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第二 節 卸 売業者等 （第十 五条― 第三十 三条）
第 三節 売買取引 （第三 十四条 ―第四 十七条 ）
第四節 監督 （第四十 八条― 第五十 一条）
第五 節 雑 則（第五 十二条 ―第五 十四条 ）
第 四章 地方卸 売市場
第一節 開設 及び卸売 の業務 につい ての許 可（第
五十 五条―第 六十条 ）
第 二節 業務につ いての 規制及 び監督 （第六 十一
条―第六 十六条 ）
第三 節 雑 則（第六 十七条 ―第六 十九条 ）
第 五章 都道府 県卸売市 場審議 会（第 七十条 ・第七
十一条 ）
雑 則（第 七十二 条―第 七十六 条）
罰則（ 第七十 七条― 第八十 三条）
第六 章
第 七章
附則
第一章 総則
（目 的）
第一条
第 一条 この法 律は、卸 売市場 の整備 を計画 的に促 進
するた めの措 置、卸売 市場の 開設及 び卸売 市場に お
ける 卸売そ の他の取 引に関 する規 制等に ついて 定め
て 、卸売 市場の 整備を促 進し、 及びそ 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 て国民 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。
この法 律にお いて「卸 売市場 」とは 、生鮮 食料品
２

削除
（平一一政二三三）
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等の卸売のために開設される市場であつて、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「 中央卸 売市場 」とは 、生鮮 食
料品等 の流通 及び消費 上特に 重要な 都市及 びその 周
辺の 地域に おける生 鮮食料 品等の 円滑な 流通を 確保
す るため の生鮮 食料品等 の卸売 の中核 的拠点 となる
ととも に、当 該地域外 の広域 にわた る生鮮 食料品 等
の流 通の改 善にも資 するも のとし て、第 八条の 規定
に より農 林水産 大臣の認 可を受 けて開 設され る卸売
市場を いう。
４ この法 律にお いて、 「地方 卸売市 場」とは 、中央
（地 方卸売 市場の 施設の最 低規模 ）
卸 売市場 以外の 卸売市 場で、 その施 設が政 令で定 め 第二 条 卸 売市場 法（以 下「法 」とい う。）第 二条
る規模 以上の ものを いう。
第四項 の政令 で定め る規模は 、その 卸売市 場の取
扱品 目が次 の各号 に掲げ る品目 のいず れかに 該当
（昭五三法八七・平一一法一〇九・一部改正）
する場合 におい て、そ の該当 する品 目のい ずれか
一に つき、 それぞれ 当該各 号に掲 げる卸 売場の 面
積 とする 。
一 青 果物（ 野菜及 び果実を いう。 ） そ の卸売
場の 面積三 百三十 平方メー トル
二 水産 物 そ の卸売場 の面積 二百平 方メー トル
（主と して漁 業者又は 水産業 協同組 合から 出荷
され る水産 物の卸 売のため その水 産物の 陸揚地
に おいて 開設さ れる卸売 市場で 、その 水産物 を
主とし て他の 卸売市場 に出荷 する者 、水産 加工
業を 営む者 に卸売 する者又 は水産 加工業 を営む
者 に対し 卸売す るための ものに あつて は、三 百
三十平 方メー トル）
肉類 その卸 売場の面 積百五 十平方 メート ル
花き その 卸売場の 面積二 百平方 メート ル
三
四

（昭四八政七一・平一 一政二三三・一部改正）
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（名 称の制 限）
第三条 中央卸売市場又は地方卸売市場の名称中に
は、中 央卸売 市場又は 地方卸 売市場 という 文字を 用
いな ければ ならない 。
２ 卸売 市場で あつて中 央卸売 市場又 は地方 卸売市 場
でない ものの 名称中に は、中 央卸売 市場又 は地方 卸
売市 場とい う文字を 用いて はなら ない。
第二章 卸売市 場整備 基本方 針等
（卸 売市場 整備基本 方針）
（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 第三条 法第四条第一項の卸売市場整備基本方針
り、卸売市場の整備を図るための基本方針（以下
は、お おむね 五年ごと に、農 林水産 大臣が 定める
「卸 売市場 整備基 本方針 」とい う。） を定めな けれ
目標 年度ま での期 間につき 定める ものと する。
ば ならな い。
（ 昭五三政二八二・一部改正）
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 近 代的な 卸売市場 の立地 並びに 施設の 種類、 規
模、 配置及 び構造に 関する 基本的 指標
三 卸売 市場に おける取 引及び 物品の 積卸し 、荷さ
ばき、 保管等 の合理化 並びに 物品の 品質管 理の高
度化 に関す る基本的 な事項
四 卸売 の業務 （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 をいう 。以下 同じ。 ）又は 仲卸
しの業 務（卸 売市場を 開設す る者が 当該卸 売市場
内に 設置す る店舗に おいて 当該卸 売市場 に係る 卸
売 の業務 を行う者 から卸 売を受 けた生 鮮食料 品等
を仕分 けし又 は調製し て販売 する業 務をい う。以
下同 じ。） を行う者 の経営 規模の 拡大、 経営管 理
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の合 理化等 経営の近 代化の 目標
五 その 他卸売 市場の整 備に関 する重 要事項
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 。
平一六法九六・一部改正）

（ 昭 五 三 法 八 七 ・ 平 三 法五 九 ・平 一 一法 一 〇 九 ・ 平 一 一 法 一 六 〇 ・

（中 央卸売 市場整備 計画）
（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 第四条 法第五条第一項の中央卸売市場整備計画
り、中央卸売市場の整備を図るための計画（以下
は 、前条 の目標 年度まで の期間 につき 定める もの
「中 央卸売 市場整備 計画」 という 。）を 定めな けれ
とする 。
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 生 鮮食料 品等の流 通及び 消費上 特に重 要な都 市
で中 央卸売 市場を開 設する ことが 必要と 認めら れ
る ものの 名称
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
取扱品 目の設定 又は変 更に関 する事 項
三

-5-

四 施設の 改良、造 成、取 得又は 管理に 関する 事項
五 その 他中央 卸売市場 の整備 を図る ために 必要な
事項
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 。
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。
５
（ 昭 五 三 法 八 七 ・ 平 三 法 五 九 ・ 平 一 一 法 一 六 〇 ・ 平一 六法 九 六 ・ 一 部 改 正 ）

（都道 府県卸 売市場 整備計 画）
（都道 府県卸 売市場 整備計画 ）
第六 条 都 道府県 は、政 令で定 めると ころに より、 当 第五 条 法 第六条 第一項 の都道府 県卸売 市場整 備計
該都道府 県にお ける卸 売市場 の整備 を図る ための 計
画 は、第 三条の 目標年度 までの 期間に つき定 める
画（ 以下「 都道府県 卸売市 場整備 計画」 という 。）
ものと する。
を 定める ことが できる。
２ 都 道府県 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 針及び 中央卸売 市場整 備計画 に即す るもの
でなけ ればな らない。
一 その区 域又はそ の区域 を分け て定め る区域 ごと
の 生鮮食 料品等の 流通事 情に応 ずる卸 売市場 の適
正な配 置の方 針
二 その区 域におけ る生鮮 食料品 等の流 通事情 に応
ず る近代 的な卸売 市場の 立地並 びに施 設の種 類、
規模、 配置及 び構造に 関する 指標
三 卸売市 場におけ る取引 及び物 品の積 卸し、 荷さ
ば き、保 管等の合 理化並 びに物 品の品 質管理 の高
度化に 関する 事項
その他 卸売市場 の整備 を図る ために 必要な 事項
四
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３ 都道府 県は、 都道府県 卸売市 場整備 計画を 定めよ
う とする ときは 、当該都 道府県 の区域 内の地 方自治
法（昭 和二十 二年法律 第六十 七号） 第二百 五十二 条
の十九第一項の指定都市に協議しなければならな
い。
４ 都 道府県 は、都道 府県卸 売市場 整備計 画を定 めた
とき は、遅 滞なく、 これを 農林水 産大臣 に提出 する
と ともに 、その 内容を公 表しな ければ ならな い。
５ 前 三項の 規定は、 都道府 県卸売 市場整 備計画 の変
更に ついて 準用する 。
（昭五三法八七・昭六一法一〇九・平一六法九六・一部改正）

第三 章 中 央卸売 市場
第 一節 開設
（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。

○

中央卸売 市場開 設区域 を指定 する件
（ 昭和四 十七年二 月十五 日）
（農 林省告示 第六十 一号）

卸売市 場法（昭 和四十 六年法 律第三 十五号 ）第
七条第 一項の規 定によ り、次 のよう に中央 卸売市
場開 設区域を 指定す る。
昭和 四十七年 二月十 五日
農 林大臣 赤城 宗徳
八戸 市中央卸 売市場 開設区 域
八 戸市
秋田市 中央卸売 市場開 設区域
秋田 市
い わき市 中央卸売 市場開 設区域
いわき 市
福井 市中央卸 売市場 開設区 域
福 井市
静岡市 中央卸売 市場開 設区域
静岡 市
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浜松 市中央卸 売市場 開設区 域
浜 松市
大阪府 中央卸売 市場開 設区域
茨木 市、大阪 市（東 淀川区 、旭区 、城東 区、淀
川 区及び鶴 見区に 限る。 ）、豊 中市、 池田市 、
吹田市 、高槻市 、守口 市、枚 方市、 寝屋川 市、
大東 市、箕面 市、門 真市、 摂津市 、東大 阪市、
四 條畷市、 交野市 、三島 郡島本 町、豊 能郡豊 能
町、豊 能郡能勢 町
奈良 県中央卸 売市場 開設区 域
奈 良市、 天理市 、橿原市 、大和 郡山市 、大和 高
田市、 御所市 、桜井 市、生 駒市、香 芝市、 葛城
市、 生駒郡 、北葛 城郡、 磯城郡 、高市 郡
長 崎市中 央卸売 市場開 設区域
長崎市
宮崎 市中央 卸売市 場開設 区域
宮崎市
沖繩 県中央卸 売市場 開設区 域
沖 繩県
附 則 （平成 十七年 六月十 四日農 林水産
省告 示第千 九十九 号）
この告示は、平成十八年一月一日から施行す
る。

○ 中央卸 売市場指 定区域 を指定 する件
（昭和 三十一年 九月二 十四日 ）
（農 林省告示 第六百 十二号 ）

中央卸 売市場法 （大正 十二年 法律第 三十二 号）
第一 条第一項 の規定 により 本日付 で中央 卸売市 場
指 定区域 の指定を 次のよ うに改 めたの で、中 央卸
売市場 法施行規 則（大 正十二 年農商 務省令 臨第十
号） 第八条第 一号の 規定に より告 示する 。
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昭和 三十一年 九月二 十四日
農 林大臣 河野 一郎
札幌市 中央卸売 市場指 定区域
札幌 市
青 森市中 央卸売市 場指定 区域
青森市
盛田 市中央卸 売市場 指定区 域
盛 岡市
紫波郡 矢巾町
仙台 市中央卸 売市場 指定区 域
仙 台市
宇都宮 市中央 卸売市 場指定 区域
宇都 宮市
さ いたま 市食肉 中央卸 売市場 開設区 域
さいた ま市
東京 都中央 卸売市 場開設 区域
東京都
川崎 市中央卸 売市場 指定区 域
川 崎市
横浜市 中央卸売 市場指 定区域
横浜 市
新 潟市中 央卸売市 場指定 区域
新潟市
金沢 市中央卸 売市場 指定区 域
金 沢市
岐阜市 中央卸売 市場指 定区域
岐阜 市
名 古屋市 中央卸売 市場開 設区域
名古屋 市、西春 日井郡 豊山町
京都 市中央卸 売市場 指定区 域
京 都市
大阪市 中央卸売 市場開 設区域
大阪 市、堺市 、豊中 市、吹 田市、 守口市 、八尾
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市、 松原市、 大東市 、柏原 市、羽 曳野市 、門真
市 、摂津市 、藤井 寺市、 東大阪 市
神戸市 中央卸売 市場指 定区域
神戸 市
姫 路市中 央卸売市 場指定 区域
姫路市
和歌 山市中央 卸売市 場指定 区域
和 歌山市
岡山市 中央卸売 市場指 定区域
岡山 市
広 島市中 央卸売 市場指定 区域
広島市
宇部 市中央 卸売市 場指定 区域
宇 部市
徳島市 中央卸 売市場 指定区 域
徳島 市
高松市中 央卸売 市場指 定区域
高松 市
松 山市中 央卸売市 場指定 区域
松山市
高知 市中央卸 売市場 指定区 域
高 知市
北九州 市中央卸 売市場 開設区 域
北九 州市
福 岡市中 央卸売市 場指定 区域
福岡市
久留 米市中央 卸売市 場指定 区域
久 留米市
鹿児島 市中央卸 売市場 指定区 域
鹿児 島市
附 則 （ 平成十 三年五 月十四 日農林 水産
省告示 第六百 四十四 号）
この告示は、平成十三年五月一日から施行す
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る。

・一部改 正）

・一部改正）

・一部改正）

（昭 和三一農 林告示六一三

（昭和三六農林告示七一七

・一部改正）

（昭和三二農林告示五六一

（昭和三八農 林告示一〇四

（昭和三八農林告示一五三三・一部改正）

・一部改正）

・一部改正）

（昭和三九農林告示一四一六・一部改正）

（昭和四一 農林告示 五二六

・一部改正）

（昭和四三農林告示四六

（昭和四四農林告示一二八

（昭和四五農林告 示一七六三・一部改正）

・一部改正）

（昭和四五農林告示一七六四・一部改正）

（昭和四七農林告示六二

・一部改正）

（昭和四七農林告 示一○五 四・一部改正）

（昭和四八農林告示八五八

（昭和六一農水告示五二一

（昭和 六一農水告示五二〇

（昭和五六農林告示四五一

（昭和五三農林告示四三 二

（昭和五一農林告示三六八

（昭和五一農林告示三六七

（昭和五〇農林告示七一 〇

・一部改正）

・ 一部改正 ）

・一部改正）

・一部改正）

・一 部改正）

・一部改正）

・一部改正）

・一部改正）

（昭和四八農林告示一八四五・一部改正）

（平成一三農水告示五二七

・一部改正 ）

・一部改正）

・一部改正）

（平成一七農水告示六四四

・一部改 正）

・一部改正）

（平成 一三農水告示六四四

（平 成一七農 水告示六四五

（平成一七農水告示六四三

（平成一七農水告示六四六

（平成一八 農水告示五二九

・一部改正）

・一部改正）

（平成一七農水告示一〇九九・一部改正）

（平成一九農水告示四四一
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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。
前二 項の規 定は、 開設区 域の変 更につ いて準 用す
る。
３
（ 昭 五 三 法 八 七 ・ 平 三 法 五 九 ・ 平 一 一 法 一 六 〇 ・ 一 部 改正 ）

（開 設の認 可）
第 八条 次の各 号のいず れかに 該当す る地方 公共団 体
は、農 林水産 大臣の認 可を受 けて、 開設区 域にお い
て中 央卸売 市場を開 設する ことが できる 。
一 都道 府県又 は政令で 定める 数以上 の人口 を有す
（中 央卸売 市場を 開設する 市の最 低人口 ）
る市で 、中央 卸売市場 整備計 画にお いて定 められ 第六 条 法 第八条 第一号 の政令で 定める 数は、 二十
た中 央卸売 市場を開 設する ことが 必要と 認めら れ
万 とする 。
る 都市の 区域の全 部又は 一部を 管轄す るもの
二 中 央卸売 市場の開 設に関 する事 務を処 理する た
めに 設置さ れる地方 自治法 第二百 八十四 条第一 項
の 一部事 務組合又 は広域 連合で 、前号 に掲げ る都
道府県 又は市 の一以上 が加入 し、か つ、当 該開設
区域 の全部 又は一部 を管轄 する地 方公共 団体の み
が 組織す るもの
（ 昭 五 三 法 八 七 ・平 六 法四 九 ・ 一 部 改 正 ）

（平 成二一農 水告示四四九

（平成二〇農水告示五九六

（平成二〇農水告示五四一

・一部改正）

・一部改正）

・ 一部改正 ）

（平成二二農水告示五四八

・一部改正）

・一部改正）

（平成二一農水告示一三九〇・一部改 正）

（平成二三農 水告示七二二

・一部改正）

（平成二五農水告示一一五九・一部改正）

（平成二六農水告示六二二
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（認 可の申 請）
第 九条 前条第 一号又は 第二号 に該当 する地 方公共 団
体は、 同条の 認可を受 けよう とする ときは 、業務 規
程及 び事業 計画を定 め、こ れを申 請書に 添えて 、農
林 水産大 臣に提 出しなけ ればな らない 。
２ 前 項の業 務規程に は、少 なくと も次の 各号に 掲げ
る事 項を定 めなけれ ばなら ない。
一 中央 卸売市 場の位置 及び面 積
二 取 扱品目
三 開場の 期日及び 時間
四 卸売 の業務 に係る売 買取引 及び決 済の方 法（委
託手数 料に関 する事 項にあ つては、 農林水 産省令
で定 めるも の）

五 卸 売の業 務に係る 物品の 品質管 理の方 法
六 卸売の 業務を行 う者に 関する 事項
七 卸売 の業務 を行う者 以外の 関係事 業者に 関する
事項（ この章 において 業務規 程で定 めるべ きもの
とさ れた事 項に限る 。）
八 施設 の使用 料
３ 第 一項の 事業計画 には、 次の各 号に掲 げる事 項を
定め なけれ ばならな い。
一 取扱 品目ご との供給 対象人 口並び に取扱 いの数
量及び 金額の 見込み
施設の 種類、規 模、配 置及び 構造
開設 に要す る費用並 びにそ の財源 及び償 却に関
する計 画
二
三

（昭五三法八七・平一六法九六・一部改正）

（平一六農水令五一・追加）

（委託 手数料 に関す る事項 ）
第一条 卸売市 場法（ 以下「 法」と いう。 ）第九 条
第二 項第四 号の農 林水産 省令で定 める事 項は、 次
の 各号に 掲げる 事項と する。
一 委 託手数 料の徴 収の方 法に関 する事 項
二 委託手 数料の 額の決 定に関 する事 項
三 委託 手数料 の額の 周知に 関する 事項
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（ 認可の 基準）
第十条 農林 水産大臣 は、第 八条の 認可の 申請が 次の
各号 に掲げ る基準に 適合す る場合 でなけ れば、 同条
の 認可を しては ならない 。
一 当 該申請 に係る中 央卸売 市場の 開設が 中央卸 売
市場 整備計 画に適合 するも のであ ること 。
二 当該 申請に 係る中央 卸売市 場がそ の開設 区域に
おける 生鮮食 料品等の 卸売の 中核的 拠点と して適
切な 場所に 開設され 、かつ 、相当 の規模 の施設 を
有 するも のであ ること。
三 業 務規程 の内容 が法令 に違反せ ず、か つ、業 務
規程 に規定 する前 条第二 項第三 号から 第八号ま で
に 掲げる 事項が 中央卸 売市場 におけ る業務 の適正
かつ健 全な運 営を確 保する 見地か らみて 適切に 定
めら れてい ること 。
事業 計画が 適切で 、かつ 、その 遂行が 確実と 認
めら れるこ と。
四

（昭五三法八七・平一六法九六・一部改正）

（業 務規程 に規定す る事項 等の変 更）
第 十一条 第八 条の認可 を受け た地方 公共団 体（以 下
この章 におい て「開設 者」と いう。 ）は、 第九条 第
二項 各号に 掲げる事 項又は 同条第 三項第 二号に 掲げ
る 事項の 変更（ 政令で定 める軽 微な変 更を除 く。）
をしよ うとす るときは 、農林 水産大 臣の認 可を受 け
なけ ればな らない。

（業務 規程に 規定す る事項等 の軽微 な変更 ）
第七 条 法 第十一 条第一 項の政令 で定め る軽微 な変
更 は、次 に掲げ る変更と する。
一 中 央卸売 市場の 面積の変 更のう ち、市 場（法
第 十五条 第二項 の市場を いう。 第六号 におい て
同じ。 ）ごと に、その 面積の 十パー セント 以内
を増 減する もの
二 開場 の期日 又は時間 の変更 のうち 、開場 され
ていな かつた 期日又は 時間を 開場す ること とす
るも の
三 卸売 の業務 を行う者 に関す る事項 の変更 のう
ち、保 証金の 額の十パ ーセン ト以内 を増減 する
もの
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２ 開設 者は、 第九条 第二項 第三号 から第 七号ま でに
掲げる 事項の 変更に 係る前 項の認 可の申 請をし よう
とす るとき は、農 林水産 省令で 定める ところ により
選定した 卸売業 者（第 十五条 第一項 の許可 を受け た
者を いう。 以下この 章にお いて同 じ。） 、仲卸 業者
（ 第三十 三条第 一項の許 可を受 けた者 をいう 。以下
同じ。 ）、第 三十六条 第一項 に規定 する売 買参加 者
その他の利害関係者の意見を聴かなければならな
い 。ただ し、第 十三条の 二第一 項の市 場取引 委員会
の意見 を聴い たときは 、この 限りで ない。
前条の 規定は 、第一項 の認可 につい て準用 する。
３

（昭五三法八七・平一一法一〇九・平一六法九六・一部改正）

（開 設の促 進等の勧 告）
第 十二条 農林 水産大臣 は、中 央卸売 市場整 備計画 の
適正か つ円滑 な実施を 図るた め必要 がある と認め る
とき は、あ らかじめ 食料・ 農業・ 農村政 策審議 会の
意 見を聴 いて、 中央卸売 市場整 備計画 で定め 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
市の 区域の 全部又は 一部を 管轄す る地方 公共団 体又

四 卸売の 業務を 行う者以 外の関 係事業 者に関 す
る 事項の 変更の うち、仲 卸しの 業務を 行う者 の
保証金 の額の 十パーセ ント以 内を増 減する もの
五 施設の 使用料 の変更の うち、 卸売場 、仲卸 売
場 、生鮮 食料品 等の保管 所若し くは積 込所又 は
駐車場 （次号 において 「卸売 場等」 という 。）
の使 用料を その十 パーセン トを超 えて増 減する
も の以外 のもの
六 施 設の種 類、規 模、配置 又は構 造の変 更のう
ち、 市場ご とに、 卸売場等 の面積 をその 十パー
セ ントを 超えて 増減する もの以 外のも の
（平一一政二三三・平一六政 一九六・一部改正）

（利害 関係者 の選定 ）
第二 条 法 第十一 条第二 項の規 定により 意見を 聴く
べ き利害 関係者 （以下 「利害 関係者」 という 。）
の選定 は、意 見を述 べるこ とについ て正当 な理由
を有 する者 のうち から開 設者（法 第十一 条第一 項
の 開設者 をいう 。以下 同じ。 ）が指名 するこ とに
より行 うもの とする 。

（平一一農水令五〇・追加、平一六農水令 五一・

旧第一条繰下・一部改正、平二八農水令三〇・一部改正）
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は当 該都市 の周辺の 地域を 管轄す る地方 公共団 体に
対 し、中 央卸売 市場の開 設を促 進し、 一体と して中
央卸売 市場を 開設し、 又は開 設され る中央 卸売市 場
位置 、規模 等につい て調整 を図る べき旨 の勧告 をす
こ とがで きる。
（ 昭 五 三 法八 七 ・平 三 法五 九 ・ 平 一 一 法 一 六 〇 ・ 一 部 改 正 ）

（ 中央卸 売市場 開設運営 協議会 ）
第十三 条 第 八条第一 号若し くは第 二号に 該当す る地
方公 共団体 又は開設 者は、 中央卸 売市場 の開設 又は
そ の業務 の運営 に関し必 要な事 項を調 査審議 させる
ため、 条例で 、中央 卸売市 場開設運 営協議 会（以 下
「協 議会」 という 。）を 置くこ とがで きる。
２ 協議 会の委 員は、 学識経 験のあ る者の うちか ら、
協議会 を設置 する前 項の地 方公共 団体又 は開設 者が
委嘱 する。 この場 合にお いて、 当該地 方公共 団体又
は開設者 は、当 該中央 卸売市 場に係 る開設 区域の 全
部又は一部を管轄する他の地方公共団体と協議し
て 、当該 他の地 方公共団 体の代 表者又 は職員 を協議
会の委 員に委 嘱するこ とがで きる。
３ 前二項 に規定 するもの のほか 、協議 会の組 織及び
運 営に関 し必要 な事項は 、協議 会を設 置する 第一項
の地方 公共団 体又は開 設者が 条例で 定める 。
（ 市場取 引委員 会）
第十三 条の二 開設者 は、中 央卸売 市場に おける 売買
取引 に関し 必要な事 項を調 査審議 させる ため、 業務
規 程で、 市場取 引委員会 （以下 この条 におい て「委
員会」 という 。）を置 くこと ができ る。
２ 委員会 は、業 務規程の 変更（ 第九条 第二項 第三号
か ら第七 号まで に掲げる 事項の 変更に 限る。 ）に関
し、及 び当該 中央卸売 市場に おける 公正か つ効率 的
な売 買取引 の確保に 資する ため、 開設者 に対し て意
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見を 述べる ことがで きる。
３ 委員 会の委 員は、卸 売業者 、仲卸 業者、 第三十 六
条第一 項に規 定する売 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 、委員 会を設 置す
る 開設者 が委嘱 する。
４ 前 三項に 規定する ものの ほか、 委員会 の組織 及び
運営 に関し 必要な事 項は、 委員会 を設置 する開 設者
が 業務規 程で定 める。
（平一一法一〇九・ 追加、平 一六法九六・一部改正）

（ 開設者 の地位 の承継）
第十三 条の三 次の 各号の いずれか に該当 する地 方公
共団 体であ つて、 現に開 設され ている 中央卸売 市場
（ 中央卸 売市場 整備計 画で定 められ た運営 の広域 化
を推進 するこ とが必 要と認 められ るもの に限る 。）
の開 設者か ら当該 中央卸 売市場 の施設 に係る 権原を
取得し、 中央卸 売市場 の開設 者とな ろうと するも の
は、 農林水 産省令で 定める ところ により 、農林 水産
大 臣の認 可を受 けて、当 該中央 卸売市 場の開 設者の
地位を 承継す ることが できる 。
一 都道府 県で、現 に開設 されて いる中 央卸売 市場
の 開設区 域の全部 を管轄 するも の
二 中 央卸売 市場の開 設に関 する事 務を処 理する た
めに 設置さ れる地方 自治法 第二百 八十四 条第一 項
の 一部事 務組合又 は広域 連合で 、現に 開設さ れて
いる中央卸売市場の開設者である地方公共団体
（当 該開設 者が第八 条第二 号に規 定する 一部事 務
組 合又は 広域連合 である 場合に あつて は、こ れら
を組織 する地 方公共団 体）が 加入し 、かつ 、当該
中央 卸売市 場の開設 区域の 全部又 は一部 を管轄 す
る 地方公 共団体の みが組 織する もの
２ 前 項の規 定による 地位の 承継が あつた ときは 、当
該中 央卸売 市場に係 る従前 の開設 者に対 する第 八条

（平一一農水令五〇・追加、平一六 農水令五 一・旧第一条の二繰下）

（開設 者の地 位の承 継の認 可の申請 ）
第三 条 法 第十三 条の三 第一項 の規定に より開 設者
の 地位の 承継に 係る認 可を受 けようと する地 方公
共団体 は、当 該承継 に係る 中央卸売 市場の 施設に
係る 権原を 取得し たこと を証する 書類を 、同条 第
三 項にお いて準 用する 法第九 条第一項 の申請 書に
添えて 農林水 産大臣 に提出 しなけれ ばなら ない。
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の認 可は、 その効力 を失う 。
３ 第九 条及び 第十条（ 同条第 三号及 び第四 号に係 る
部分に 限る。 ）の規定 は、第 一項の 認可に ついて 準
用す る。
（平一一法一〇九・追加、平一六法九六・一部改正）

（開 設者の 地位の承 継の効 果）
第 十三条 の四 前条第一 項の規 定によ る地位 の承継 後
の中央卸売市場（以下この条において「新卸売市
場」 という 。）に係 る業務 規程（ 以下こ の条に おい
て 「新業 務規程 」という 。）が 次に掲 げる要 件を満
たす場 合には 、同項 の規定 による地 位の承 継前の 中
央卸 売市場 （以下 この条 におい て「旧 卸売市場 」と
い う。） の卸売 業者（ 以下こ の条に おいて 「旧卸 売
市場卸 売業者 」とい う。） は、新 卸売市 場にお いて
旧卸 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 て第十 五条第 一項の 許可
を 受けた ものと みなす。
一 新 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 旧卸売市 場卸売 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 いるこ と。
二 新業務 規程で新 卸売市 場にお いて卸 売の業 務を
行 う者の 数の最高 限度が 定めら れてい る場合 にあ
つては 、当該 数の最高 限度が 旧卸売 市場卸 売業者
の数 を下回 つていな いこと 。
２ 新業 務規程 が次に掲 げる要 件を満 たす場 合には 、
旧卸売 市場の 仲卸業者 （以下 この条 におい て「旧 卸
売市 場仲卸 業者」と いう。 ）は、 新卸売 市場に おい
て 旧卸売 市場に おける仲 卸しの 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 て仲卸 しの業務 を行う 者とし て第三 十三条 第一
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項の 許可を 受けたも のとみ なす。
一 新業 務規程 で定めら れた取 扱品目 に係る 取扱品
目の部 類が旧 卸売市場 仲卸業 者につ いての 第三十
三条 第一項 の許可に 係る取 扱品目 の部類 のすべ て
を 含んで いること 。
二 新 業務規 程で新卸 売市場 におい て仲卸 しの業 務
を行 う者の 数の最高 限度が 定めら れてい る場合 に
あ つては 、当該数 の最高 限度が 旧卸売 市場仲 卸業
者の数 を下回 つていな いこと 。
３ 前条第 一項の 規定によ る地位 の承継 前に、 この法
律 又はこ の法律 に基づく 命令の 規定に より、 農林水
産大臣 が旧卸 売市場 卸売業 者に対し てした 処分、 手
続そ の他の 行為又 は旧卸 売市場 卸売業 者が農林 水産
大 臣に対 してし た手続 その他 の行為 は、農 林水産 大
臣が第 一項の 規定に より第 十五条 第一項 の許可 を受
けた ものと みなさ れた者 に対し てした 処分、 手続そ
の他の行 為又は 第一項 の規定 により 第十五 条第一 項
の許 可を受 けたもの とみな された 者が農 林水産 大臣
に 対して した手 続その他 の行為 とみな す。
（ 平一 一 法一 〇 九 ・ 追 加 ）

（ 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 。

（ 地方卸 売市場 への転 換の許 可の申請 ）
第四条 法第 十三条 の五第 一項の規 定によ り地方 卸
売市場への転換に係る許可を受けようとする者
は 、次の 各号に 掲げる 許可を 受けよう とする 者の
区分に 応じ、 それぞ れ当該 各号に 定める 書類を同
条第 四項に おいて 準用す る法第 五十六 条第一 項の
申 請書に 添えて 都道府 県知事 に提出 しなけ ればな
らない 。
一 中央卸 売市場 の開設 者 地 方卸売 市場と して
の 業務開 始の予 定期日 を記載し た書類
二 中 央卸売 市場の 開設者 から当該 中央卸 売市場
の施 設の権 原を取 得し、 地方卸売 市場を 開設し

-19-

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 あつた 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 。
（平一六法九六・追加）

（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。
（平一六法九 六・追加 ）

（ 廃止の 認可）
第十四 条 開 設者は、 中央卸 売市場 を廃止 しよう とす
ると きは、 農林水産 大臣の 認可を 受けな ければ なら

よう とする 者 前 号に定 める書類 及び転 換に係
る 中央卸 売市場 の施設 に係る権 原を取 得した こ
とを証 する書 類

（平一六農水令五一・追加）
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ない 。
２ 農林 水産大 臣は、中 央卸売 市場の 廃止に よつて 一
般消費 者及び 関係事業 者の利 益が害 される おそれ が
ない と認め るときで なけれ ば、前 項の認 可をし ては
な らない 。
（ 昭 五 三 法八 七 ・ 一 部 改 正 ）

（昭五三法八七・一部改正）

第 二節 卸売業者 等
（卸売 業務の 許可）
第十 五条 中央卸 売市場に おいて 卸売の 業務を 行なお
う とする 者は、 農林水産 大臣の 許可を 受けな ければ
ならな い。
２ 前項の 許可は 、農林 水産省 令で定 める市場 （以下
こ の章に おいて 単に「 市場」 という 。）及 び農林 水
産省令 で定め る取扱 品目の 部類（ 以下こ の章に おい
て単に「取扱品目の部類」という。）ごとに行な
う。

（ 市場）
第五条 法第 十五条 第二項 の農林水 産省令 で定め る
市場 は、卸 売場、 生鮮食 料品等の 保管所 及び積 込
所 、駐車 場その 他生鮮 食料品 等の取引 及び荷 さば
きに必 要な相 当規模 の施設 が一の機 能を営 むため
に相 互に緊 密な関連 をもつ て運営 される よう配 置
さ れたこ れら施 設の総 合体で、 開設者 が業務 規程
で定め るもの をいう 。

（昭五三農令四九・一部改正、平一一農水 令五〇・旧第一条繰下・

一部改正、平一六農水令五一・旧第一条の三繰下）

（取 扱品目 の部類 ）
第 六条 法第十 五条第 二項の 農林水産 省令で 定める
取扱品目の部類は、次の各号に掲げる部類とす
る。
一 青果 部 野 菜及び 果実並 びにこれ らの加 工品
を主た る取扱 品目と し、並 びに開設 者が業 務規
程で 定める その他 の生鮮 食料品等 を従た る取扱
品 目とす るもの
二 水 産物部 生鮮 水産物 及びその 加工品 を主た
る取 扱品目 とし、 並びに 開設者が 業務規 程で定
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（許可 の申請 ）
第十 六条 前条第 一項の 許可を 受けよ うとす る者は 、
次の各号 に掲げ る事項 を記載 した申 請書を 開設者 を
経由 して農 林水産大 臣に提 出しな ければ ならな い。
一 名称 及び住 所
二 資 本金又 は出資の 額及び 役員の 氏名
三 前条第 一項の許 可を受 けて卸 売の業 務を行 おう
と する市 場及び取 扱品目
２ 開 設者は 、前項の 申請書 を受理 したと きは、 遅滞
なく 、その 申請書を 農林水 産大臣 に進達 しなけ れば
な らない 。この 場合にお いて、 当該開 設者は 、申請
者が当 該中央 卸売市場 におい て卸売 の業務 を行な う
こと につい ての意見 を付す ことが できる 。
第一 項の申 請書には 、農林 水産省 令で定 める書 類
を添附 しなけ ればなら ない。
３

（ 昭五 三法 八七 ・ 平一 一法一 〇九・ 平一七 法八七 ・平二 五法 四四・ 一部改
正）

める その他 の生鮮 食料品 等を従た る取扱 品目と
す るもの
三 食 肉部 肉類及 びその 加工品を 主たる 取扱品
目と し、並 びに開 設者が 業務規程 で定め るその
他 の生鮮 食料品 等を従 たる取扱 品目と するも の
四 加 工食料 品部 加工食 料品を主 たる取 扱品目
とし 、及び 開設者 が業務 規程で定 めるそ の他の
生 鮮食料 品等を 従たる 取扱品目 とする もの
五 花 き部 花きを 主たる 取扱品目 とし、 及び開
設者 が業務 規程で 定める その他の 生鮮食 料品等
を 従たる 取扱品 目とす るもの

平一六農水令五一・旧第二条繰下）

（昭四八農令二三・昭五三農 令四九・ 一部改正、

（卸売 業務の 許可申 請書の 添付書類 ）
第七条 法第 十六条 第三項 の農林水 産省令 で定め る
書類 は、次 の各号 に掲げ る書類と する。
一 定款
二 登 記事項 証明書
三 役員の 履歴書 及び戸 籍抄本又 はこれ に代わ る
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書面
四 株主 若しく は出資 者又は 組合員の 氏名又 は名
称及び その持 株数又 は出資 額を記載 した書 面
五 別記様 式第一 号の例 により作 成した 最近二 年
間 におけ る事業 報告書
六 当 該事業 年度開 始の日 以後二年 間にお ける事
業計 画書
七 申請 者が他 の法人 に対す る支配関 係（他 の法
人に対 する関 係で、 次に掲 げるもの をいう 。以
下同 じ。） を持つ ている ときは、 その法 人の名
称 及び住 所、そ の法人 の総株主 等（総 株主、 総
社員又 は総出 資者を いう。 以下同じ 。）の 議決
権（ 株式会 社にあ つては 、株主 総会に おいて決
議 をする ことが できる 事項の 全部に つき議 決権
を行使 するこ とがで きない 株式に ついて の議決
権を除き、会社法（平成十七年法律第八十六
号）第八 百七十 九条第 三項の 規定に より議 決権
を有 するも のとみな される 株式に ついて の議決
権 を含む 。以下 同じ。 ）の数及 び当該 議決権 の
数のう ち当該 申請者 が有す る議決権 の数、 その
法人 に対す る支配 関係を 持つに至 つた理 由を記
載 した書 面並び にその 法人の定 款、直 前事業 年
度の貸 借対照 表及び 損益計 算書並び に当該 事業
年度 の事業 計画書
イ 申請 者がそ の法人 の総株主 等の議 決権の 二
分の一 以上に 相当す る議決権 を有す る関係
ロ 申請者の営む卸売の業務に従事している
か 、又は 従事し ていた 者が役員 の過半 数又は
代表す る権限 を有す る役員の 過半数 を占め る
関係
ハ 申請 者がそ の法人 の総株主 等の議 決権の 百
分の十 以上に 相当す る議決権 を有し 、かつ 、
その 法人の 事業活 動の主 要部分に ついて 継続
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（ 許可の 基準）
第十七 条 農 林水産 大臣は 、第十 五条第 一項の 許可の
申請 が次の 各号の 一に該 当する ときは 、同項 の許可
をしては ならな い。
一 申請者 が法人で ないと き。
二 申請 者が、 この法律 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 三年を 経過しな いもの である とき。
三 申 請者が 、第四十 九条第 二項の 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 三
年 を経過 しない者 である とき。
四 申 請者の 業務を執 行する 役員の うちに 次のい ず
れか に該当 する者が あると き。
イ 破産 者で復権 を得な いもの
ロ 禁 錮以上 の刑に処 せられ た者又 はこの 法律の
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 て三年 を経過 しな
いも の

的で 緊密な 関係を 維持す る関係（ ロに掲 げる
も のを除 く。）
八 申 請者が 法第十 七条第 一項第二 号から 第四号
まで に掲げ る者に 該当し ないこと を誓約 する書
面
九 申 請者が 法第十 七条第 二項に規 定する 者に該
当す る場合 には、 その旨 を記載し た書面
申請 の日前 三十日 以内の 日現在に おいて 別記
様式第 二号の 例によ り作成 した純資 産額調 書
十

（昭五三農令四九・平一一農水令五〇・一部改正、

平一 六農水令五一・旧第三条繰下・一部改正、

平一七農水令一八・平一八農 水令三九 ・一部改正）
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ハ 第四十 九条第二 項第二 号の規 定によ る許可 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 当時現 にその 法人の 業務
を執 行する 役員とし て在任 した者 （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 て三年を 経過し ないも の
ニ 第四 十九条第 二項第 三号の 規定に よる解 任の
命令を 受けた法 人の当 該命令 により 解任さ れる
べき ものと された者 で、そ の処分 の日か ら起算
し て三年 を経過 しないも の
五 申 請者が 中央卸 売市場 における 卸売の 業務を 適
確に 遂行す ること ができ る知識 及び経 験を有す る
者 でない とき。
六 申 請者の 純資産 額がそ の申請 に係る 取扱品 目の
部類 につき 第十九 条第一 項の規 定によ り定め られ
た純資産 基準額 （その 者が他 の取扱 品目の 部類に
つい て第十 五条第一 項の許 可を受 けてい るか又 は
そ の申請 をしてい る場合 にあつ ては、 当該取 扱品
目の部 類及び 当該他の 取扱品 目の部 類につ いて第
十九 条第一 項の規定 により 定めら れた純 資産基 準
額 を合算 した額） を下つ ている とき。
七 業 務規程 で中央卸 売市場 におい て卸売 の業務 を
行う 者の数 の最高限 度が定 められ ている 場合に あ
つ ては、 その許可 をする ことに よつて 卸売業 者の
数が当 該最高 限度を超 えるこ ととな るとき 。
２ 農林水 産大臣 は、第十 五条第 一項の 許可の 申請を
し た者が 第二十 五条第二 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 して一 年を経 過
しな い者で あるとき は、第 十五条 第一項 の許可 をし
な いこと ができ る。
３ 第 一項第 六号の純 資産額 は、資 産の合 計金額 から
負債 の合計 金額を控 除して 得た額 とし、 農林水 産省

（純 資産額 の計算 方法）
第八 条 法 第十七 条第三 項の規 定によ り純資産 額を
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（１）

（24）

（16）
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令で 定める ところに より計 算する ものと する。
（昭五三法八七・平一一法一〇九・平一一法八七・一部改正）

計算 する場 合には 、第一 号に掲 げる資 産の額 の合
計 額から 第二号 に掲げ る負債 の額の合 計額を 控除
するも のとす る。
一 資産
現金
預金（ 支払期 日が一 年内に到 来しな い定期
預金 を除く 。）
売 掛金
受取手 形
有価 証券（ 親会社 株式、投 資有価 証券及 び
子 会社株 式を除 く。）
親会社 株式
商品
貯 蔵品
前渡金 （荷主 前渡金 を除く 。）
荷主 前渡金
前払費用 （一年 内に償 却され 費用と なるも
のに 限る。 ）
未 収収益
立替金
短期 貸付金
未 収金
仮払金
から まで に掲げ るもの以 外の流 動資産
建物
構築物
機械 及び装 置
船 舶及び 車両そ の他の 陸上運搬 具
工具、 器具及 び備品
土地
建 設仮勘 定
から までに 掲げる もの以外 の有形 固定
資産

（18）

（２）（１）

（５）（４）（３）

（11）（10）（９）（８）（７）（６）

（25）（24）（23）（22）（21）（20）（19）（18）（17）（16）（15）（14）（13）（12）

二

のれ ん
借 地権（ 地上権 を含む 。）
電話加 入権
施設 負担金
か ら ま でに掲 げるもの 以外の 無形固 定
資産
投資 有価証 券（子 会社株式 を除く 。）
子 会社株 式
出資金 （子会 社出資 金を除く 。）
子会 社出資 金
長 期貸付 金
開設者 預託保 証金
定期 預金（ 支払期 日が一 年内に 到来し ない
も のに限 る。）
長期前 払費用 （ に 掲げる ものを 除く。 ）
事業 者保険 料
から ま でに掲 げるも の以外 の投資 等
創立 費
開 業費
試験研 究費
開発 費
新 株発行 費
から までに 掲げる もの以外 の繰延 資産
負債
受 託販売 未払金
買掛金
支払 手形
短 期借入 金
未払金 （未払 税金を 除く。）
未払 税金
未 払費用
前受金
預り 金（預 り保証 金を除く 。）

（11）
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（30）（29）（28）（27）（26）

（37）（36）（35）（34）（33）（32）（31）

（46）（45）（44）（43）（42）（41）（40）（39）（30）

（９）（８）（７）（６）（５）（４）（３）（２）（１）

（41）

（31）

（26）

（45）

（39）

（29）

（ 処分の 手続）
第十八 条 農 林水産大 臣は、 第十五 条第一 項の許 可又
は許 可の拒 否の処分 をしよ うとす るとき は、開 設者
の 意見を 尊重し なければ ならな い。
（ 昭五 三 法八 七 ・ 一 部 改 正 ）

（ 純資産 額）
第十九 条 卸 売業者の 純資産 基準額 は、取 扱品目 の部
類ご とに、 中央卸売 市場の 業務の 規模、 卸売の 業務
を行なう者の数の最高限度その他の事情を考慮し
て、農 林水産 大臣が定 める。

前受 収益
仮 受金
賞与引 当金
から まで に掲げ るもの以 外の流 動負債
長 期借入 金
預り保 証金
退職 給付引 当金
か ら ま でに掲 げるもの 以外の 固定負 債
引当金 （ 、 、 及び に 掲げる ものを
除く 。）
２ 前項 に規定 する資 産及び 負債の額 は、純 資産額
の計算 を行な う日（ 以下「 計算日」 という 。）に
おけ る帳簿 価額に より計 算する ものと する。た だ
し 、資産 にあつ てはそ の帳簿 価額が 当該資 産を計
算日に おいて 評価し た額を こえる とき、 負債に あ
つて はその 帳簿価 額が当 該負債 を計算 日にお いて
評価した 額を下 るとき は、そ の評価 した額 により
計算 するも のとする 。

（16）
（12）

（12）

（13）

（16）

（17）

五一・旧 第四条繰 下・一部改正、平一八農水令三九・一部改正）

（昭五五農水令四八・昭五八農水令三七・一部改正、平一六農水令

（１）

卸売 業者の 純資産 基準額を 定める 件
（昭和 四十六 年六月 三十日 ）
（農 林省告示 第千二 十八号 ）
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（14）

卸売 市場法 （昭和 四十六 年法律 第三十 五号） 第
十九 条第一項 の規定 に基づ き、卸 売業者 の純資 産

○

（18）（17）（16）（15）（14）（13）（12）（11）（10）

卸売 金額

七億五 千万円

六億 円

四 億五千 万円

三億六 千万円

二億 七千万 円

一 億五千 万円

三 千万円
六千六 百万円

純 資産基 準額

基準 額を次の ように 定める 。
昭 和四十六 年六月 三十日
農林大 臣 倉石 忠雄
卸売 市場法第 十九条 第一項 の農林 大臣の 定める
卸 売業者 の純資産 基準額 は、次 の表の 上欄に 掲げ
る取扱 品目の部 類ごと に、同 表の相 当中欄 に掲げ
る当該事業年度の開始日前一年間の卸売の金額
（ 同法第 十五条第 一項の 許可を 受けて 一年を 経過
しない 者につい ては、 卸売市 場法施 行規則 （昭和
四十 六年農林 省令第 五十二 号。以 下「規 則」と い
う 。）第 三条第 一項第六 号に規 定する 事業計 画書
に記載 した最 初の事 業年度 の開始日 以後一 年間の
卸売 の予定 金額） の区分 に応じ 、それ ぞれ同表 の
下 欄に掲 げる額 とする 。

取扱 品目の
部類

青果部

五 十億円 未満
五十億 円以上
百億 円未満
百 億円以 上二
百億円 未満
二百 億円以 上
三 百億円 未満
三百億 円以上
四百 億円未 満
四 百億円 以上
五百億 円未満
五百 億円以 上
七 百億円 未満
七百億 円以上
一千 億円未 満
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水産 物部

食 肉部

五十億 円未満
五十 億円以 上
百 億円未 満
百億円 以上二
百億 円未満
二 百億円 以上
三百億 円未満
三百 億円以 上
四 百億円 未満
四百億 円以上
五百 億円未 満
五 百億円 以上

五十億 円未満
五十 億円以 上
百 億円未 満
百億円 以上二
百億 円未満
二 百億円 以上
三百億 円未満
三百 億円以 上
四 百億円 未満
四百億 円以上
五百 億円未 満
五 百億円 以上
七百億 円未満
七百 億円以 上
一千億円 未満
一千 億円以 上

一千 億円以 上

百万 円

二 億円

十二 億円

十二 億円

一億五 千万円

一億 二千万 円

九 千万円

五千万 円

一千万 円
二千 二百万 円

七 億五千 万円

六億円

四億 五千万 円

三億 六千万 円

二 億七千 万円

一億五 千万円

三千万 円
六千 六百万 円

五億 円未満
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加 工食料 品
部

花 き部

九 千万円

百五 十万円

五億 円以上 十
億 円未満
十億円 以上二
十億 円未満
二 十億円 以上
三十億 円未満
三十 億円以 上
五 十億円 未満
五十億 円以上
百億 円未満
百 億円以 上二
百億円 未満
二百 億円以 上

一億 五千万 円

七 千五百 万円

三千九 百万円

二千 四百万 円

四百 五十万 円
一 千五百 万円

五千万円

二千二 百万円

一千 万円

八 百万円

四百五 十万円

十億円 未満
十億 円以上 二
十億円未 満
二十 億円以 上
三 十億円 未満
三十億 円以上
五十 億円未 満
五 十億円 以上
百億円 未満
百億 円以上

附 則
１ この告示 は、昭 和四十 六年七 月一日 から施 行
す る。
２ 昭 和三十三 年六月 三十日 農林省 告示第 四百五
十七 号（中央 卸売市 場法第 十条ノ 四第一 項第二
号 の額を定 める件 ）は、 廃止す る。
３ 規 則附則第 三項の 規定に より、 卸売市 場法第
十五 条第二項 の農林 省令で 定める 取扱品 目の部
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類と される部 類に係 る卸売 業者の 純資産 基準額
に ついては 、野菜 及び果 実を主 たる取 扱品目 と
する部 類にあつ てはそ の部類 を青果 部とし て、
生鮮 水産物及 びその 加工品 を主た る取扱 品目と
する部類にあつてはその部類を水産物部とし
て、肉 類を主た る取扱 品目と する部 類にあ つて
はそ の部類を 食肉部 として 、その 他の部 類にあ
つ てはその 部類を 加工食 料品部 として この告 示
の規定 を適用す る。

卸売金 額

純資産 基準額

附 則（ 平成十 一年十一 月十二 日農林 水産
省告示 第千五 百十一 号）
１ この告 示は、 平成十 二年四 月一日 から施行 す
る。
２ こ の告示 の施行 の際現 に青果 部、水 産物部 又
は花 き部に ついて 卸売市 場法第 十五条 第一項 の
許可を受 けて卸 売の業 務を行 ってい る者の 純資
産基 準額は、 この告 示の施 行の日 から平 成十五
年 三月三十 一日ま での間 は、こ の告示 による 改
正後の 本則の規 定にか かわら ず、次 の表の 上欄
に掲 げる取扱 品目の 部類ご とに、 同表の 相当中
欄 に掲げる 卸売金 額（計 算の日 の属す る事業 年
度の開 始日前一 年間の 卸売の 金額（ 卸売市 場法
第十 五条第一 項の許 可を受 けて一 年を経 過しな
い 者につい ては、 卸売市 場法施 行規則 （昭和 四
十六年 農林省令 第五十 二号） 第三条 第一項 第六
号に 規定する 事業計 画書に 記載し た最初 の事年
度 の開始日 以降一 年間の 卸売の 予定金 額）を い
う。） の区分に 応じ、 それぞ れ同表 の下欄 に掲
げる とおりと する。

取扱品 目の
部類
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青果部

水産物 部

五 十億円 未満
五十億 円以上
百億 円未満
百 億円以 上二
百億円 未満
二百 億円以 上
三 百億円 未満
三百億 円以上
四百 億円未 満
四 百億円 以上
五百億 円未満
五百 億円以 上
七 百億円 未満
七百億 円以上
一千 億円未 満
一千億円 以上

五 十億円 未満
五十億 円以上
百億 円未満
百 億円以 上二
百億円 未満
二百 億円以 上
三 百億円 未満
三百億 円以上
四百 億円未 満
四 百億円 以上
五百億 円未満
五百 億円以 上
七 百億円 未満
七百億 円以上
一千 億円未 満

二 千万円
四千四 百万円

一 億円

一億 八千万 円

二億四 千万円

三億円

四 億円

五億 円

八億円

二 千万円
四千四 百万円

一 億円

一億 八千万 円

二億四 千万円

三 億円

四億 円

五億円
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２ 農林 水産大 臣は、 卸売業 者の純 資産額 が、そ の者
が卸 売の業 務を行な 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 なう取扱 品目の 部類が 二以上 ある場 合
にあ つては 、その各 取扱品 目の部 類につ いて同 項の
規 定によ り定め 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、中央 卸売市 場にお ける卸 売の業 務の
全 部又は 一部の 停止を命 ずるこ とがで きる。
３ 農 林水産 大臣は、 前項の 規定に よる処 分の日 から
起算 して六 月以内に 、当該 処分を 受けた 者から 農林
水 産省令 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。

花き 部

一千 億円以 上

一億 円

八億 円

・一部改正）

五千 万円

二 千六百 万円

一千六 百万円

三百万 円
一千 万円

十億円 未満
十億 円以上 二
十 億円未 満
二十億 円以上
三十 億円未 満
三 十億円 以上
五十億 円未満
五十 億円以 上
百 億円未 満
百億円 以上

（ 昭和四八 農林告示八一四

（平成一一農水告示一五一一・一部 改正）

（純 資産額 回復の 申出）
第九 条 法 第十九 条第三 項の規 定による 申出を しよ
う とする 者は、 申出書 に別記 様式第 二号の 例によ
り作成 した純 資産額 調書を 添えて 、これ を農林 水
産 大臣に提 出しな ければ ならな い。

（昭五三農令四九・平一二農水令五・一部改正、

平一六農水令五一・旧 第五条繰 下）
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４ 農林水 産大臣 は、第二 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 ても農林 水産大 臣がこ れを相 当と認 める
こ とがで きない とき（当 該期間 内に二 以上の 申出が
あつた ときは 、その申 出のす べてに ついて 農林水 産
大臣 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 十五条 第一項
の許可 を取り 消さなけ ればな らない 。
５ 前項の 規定に よる許可 の取消 しに係 る聴聞 の期日
における審理は、公開により行わなければならな
い。
６ 第十七 条第三 項の規 定は、 第二項 及び第三 項の純
資 産額に ついて 準用す る。
（昭五三法八七・平五法八 九・平一 一法一〇九・一部改正）

（純資産 額の報 告等）
第二 十条 卸売業者 は、農 林水産 省令で 定める ところ
に より、 毎年二 回、農林 水産大 臣に対 し、そ の純資
産額を 報告し なければ ならな い。

２ 卸売業者は、農林水産省令で定めるところによ
り 、農林 水産大 臣が定め る期間 ごとに 、農林 水産大
臣に対 し、農 林水産省 令で定 める財 産の状 況を記 載
した 書類を 提出しな ければ ならな い。

（純資 産額の 定期報 告）
第十 条 法 第二十 条第一 項の規 定による 報告は 、毎
年 三月三 十一日 及び九 月三十 日を計算 日とし て別
記様式 第二号 により 作成し た純資産 額調書 を提出
して しなけ ればな らない 。
前項 の報告 は、当 該純資 産額調書 に係る 計算日
から六 十日以 内にし なけれ ばならな い。
２

（昭五三農令四九・平一二農水令五・平一二農水令八二・一部改正、

平一六農水令五一・旧第六条繰下）

（ 財産の 状況を 記載し た書類 の提出）
第 十一条 法第 二十条 第二項 の規定に よる財 産の状
況を記 載した 書類の 提出は 、卸売 業者（ 法第十 五
条 第一項の 許可を 受けた 者をい う。以 下同じ 。）
が 法第五 十一条 第二項 各号の いずれか に該当 する
ことと なつた 場合又 はその 純資産額 が法第 十九条
第一 項の規 定によ り定め られた純 資産基 準額（ そ
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３

第十 七条第 三項の規 定は、 第一項 の純資 産額に つ
いて準 用する 。
（昭五三法八七・平一一法一〇九・一部改正）

（事業 の譲渡 し及び 譲受け 並びに 合併及 び分割 ）
第二 十一条 卸売 業者が 事業（ 中央卸 売市場 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 農林水 産大臣の 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（中 央
卸売 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 農林水
産大臣 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 第一項 又は前 項の認可 を受け ようと する者 は、農
林 水産省 令で定 めるとこ ろによ り、開 設者を 経由し
て申請書を農林水産大臣に提出しなければならな
い。

の者 が卸売 の業務 を行う 取扱品目 の部類 が二以 上
あ る場合 にあつ ては、 その各 取扱品目 の部類 につ
いて同 項の規 定によ り定め られた純 資産基 準額を
合算 した額 ）を下 つた場 合に、農 林水産 大臣の 指
示 に従い 行うも のとす る。
２ 法 第二十 条第二 項の農 林水産省 令で定 める財 産
の状 況を記 載した 書類は 、別記様 式第三 号によ り
作 成した 残高試 算表と する。

（平一一農水令七七・追加、 平一六農水令五一・旧第六条の二繰下）

（ 事業の 譲渡し 及び譲 受け並 びに合併 及び分 割の
認可申 請書）
第十二 条 法 第二十 一条第 三項の規 定によ る申請 を
す る場合 におい て、そ の申請 が事業の 譲渡し 及び
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譲受けに係るものであるときは、当該申請書に
は 、次の 各号に 掲げる 事項を 記載し、 かつ、 譲渡
人及び 譲受人 が連署 しなけ ればなら ない。
一 譲渡人 及び譲 受人の 名称及び 住所
二 譲り 渡す事 業に係 る市場 （法第十 五条第 二項
の市場 をいう 。第十 五条を 除き、以 下同じ 。）
及び 取扱品 目
三 譲渡 し及び 譲受け の予定 年月日
四 譲 渡し及 び譲受 けを必 要とする 理由
２ 法第二 十一条 第三項 の規定 による申 請をす る場
合 におい て、そ の申請 が合併 に係るも のであ ると
きは、 当該申 請書に は、次 の各号に 掲げる 事項を
記載 し、か つ、合 併の当 事者が 連署し なければ な
ら ない。
一 合 併の当 事者の 名称及 び住所
二 合併後 存続す る法人 又は合 併によ り設立 され
る法人の 名称及 び住所
三 合併の 方法及び 条件
四 合併 の予定 年月日
五 合 併を必 要とす る理由
３ 法第二 十一条 第三項 の規定 による申 請をす る場
合 におい て、そ の申請 が分割 に係るも のであ ると
きは、 当該申 請書に は、次 の各号に 掲げる 事項を
記載し、かつ、分割の当事者が二以上あるとき
は 、それ らの者 が連署 しなけ ればなら ない。
一 分 割の当 事者の 名称及 び住所
二 分割に より中 央卸売 市場にお ける卸 売の業 務
を 承継す る法人 の名称 及び住所
三 分 割によ り承継 させる 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
分割 の方法 及び条 件
分 割の予 定年月 日
分割を 必要と する理 由
四
五
六
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４ 第十 六条第 二項及び 第三項 、第十 七条並 びに第 十
八条の 規定は 、第一項 又は第 二項の 認可に ついて 準
用す る。こ の場合に おいて 、第十 六条第 二項中 「前
項 の申請 書」と あるのは 「第二 十一条 第三項 の申請
書」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 り中央 卸売市 場にお
ける卸 売の業 務を承 継する 法人」と 、同条 第三項 中
「第 一項の 申請書 」とあ るのは 「第二 十一条第 三項
の 申請書 」と、 第十七 条第一 項中「 第十五 条第一 項
の許可 の申請 」とあ るのは 「第二 十一条 第一項 又は
第二項の認可の申請」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
り中央卸売市場における卸売の業務を承継する法
人」と 、同条 第二項中 「第十 五条第 一項の 許可の 申
請を した者 」とある のは「 第二十 一条第 一項又 は第
二 項の認 可の申 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 より中 央卸売市 場にお ける卸 売の業 務を承 継す
る 法人」 と、「 第十五条 第一項 の許可 を」と あるの
は「第 二十一 条第一項 又は第 二項の 認可を 」と、 第
十八 条中「 第十五条 第一項 の許可 又は許 可の拒 否の
処 分」と あるの は「第二 十一条 第一項 若しく は第二
項の認 可又は 認可の拒 否の処 分」と 読み替 えるも の
とす る。
（昭五三法八七・平九法九六・平一一法一〇九・平一二法九一・
平 一 七 法 八 七 ・ 一部 改 正）

（平一一農水令五〇・平一三農水令六四・一部改 正、

平一六農水令五一・旧第七条繰下、

平一八農水令三九・一部 改正）

○ 法 第二十一 条第四 項の規 定によ る読み 替え後
の法 第十六 条第二 項及び 第三項 、第十 七条並 び
に 第十八 条
（許可 の申請 ）
第十 六条
２ 開設 者は、第 二十一 条第三 項の申 請書を 受理
した ときは、 遅滞な く、そ の申請 書を農 林水産
大 臣に進達 しなけ ればな らない 。この 場合、 当
該開設 者は、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 より中 央卸売 市場に おける 卸
売の業 務を承継 する法 人が当 該中央 卸売市 場に
おい て卸売の 業務を 行なう ことに ついて の意見
を 付すこと ができ る。
３ 第二 十一条第 三項の 申請書 には、 農林水 産省
令で 定める書 類を添 附しな ければ ならな い。
（ 許可の基 準）
第 十七条 農林水 産大臣 は、第 二十一 条第一 項又
は第 二項の認 可の申 請が次 の各号 の一に 該当す
る ときは、 同項の 許可を しては ならな い。

一 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 より中 央卸売市 場にお ける卸 売の
業 務を承 継する 法人が 法人で ないとき 。
二 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 中央卸 売市場 におけ る卸売 の
業務 を承継す る法人 が、こ の法律 の規定 によ
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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 して三 年を経 過しな い
もの であると き。
三 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 り中央 卸売市 場にお ける卸 売の
業 務を承継 する法 人が、 第四十 九条第 二項の
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 して三 年を経 過しな い者で ある
と き。
四 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 中央卸 売市場 におけ る卸売 の
業務を 承継す る法人 の業務 を執行 する役 員の
うち に次のいず れかに該当する者があると
き。
イ 破産者で 復権を 得ない もの
ロ 禁錮以 上の刑 に処せ られた 者又は この法
律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
して三年 を経過 しない もの
ハ 第四十九 条第二 項第二 号の規 定によ る許
可 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 現にそ
の法人 の業務 を執行 する役 員とし て在任 し
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 して三 年
を 経過しな いもの
ニ 第四 十九条 第二項 第三号 の規定 による 解
任の命 令を受 けた法 人の当 該命令 により 解
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任され るべき ものと された 者で、 その処 分
の 日から起 算して 三年を 経過し ないも の
五 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 より中 央卸売 市場に おける 卸売の
業務を承 継する 法人が 中央卸 売市場 におけ る
卸売 の業務を 適確に 遂行す ること ができ る知
識 及び経験 を有す る者で ないと き。
六 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 中央卸売 市場に おける 卸売の
業務を 承継す る法人 の純資 産額がそ の申請 に
係る 取扱品 目の部 類につ き第十 九条第 一項の
規 定によ り定め られた 純資産 基準額 （その 者
が他の 取扱品 目の部 類につ いて第 十五条 第一
項の 許可を 受けて いるか 又はそ の申請 をして
いる場合 にあつ ては、 当該取 扱品目 の部類 及
び当 該他の取 扱品目 の部類 につい て第十 九条
第 一項の規 定によ り定め られた 純資産 基準額
を合算し た額） を下つ ている とき。
七 業務規程 で中央 卸売市 場にお いて卸 売の業
務 を行う者 の数の 最高限 度が定 められ ている
場合にあ つては 、その 許可を するこ とによ つ
て卸 売業者の 数が当 該最高 限度を 超える こと
と なるとき 。
２ 農 林水産大 臣は、 第二十 一条第 一項又 は第二
項の 認可の申 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 中央卸 売市場 におけ る卸売 の業
務を 承継する 法人が 第二十 五条第 二項の 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 て一年を 経過し ない者 である ときは 、第
二十 一条第一 項又は 第二項 の認可 をしな いこと
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がで きる。
３ 第一 項第六号 の純資 産額は 、資産 の合計 金額
から負 債の合計 金額を 控除し て得た 額とし 、農
林水 産省令で 定める ところ により 計算す るもの
と する。
（処分 の手続）
第十 八条 農 林水産 大臣は 、第二 十一条 第一項 若
し くは第二 項の認 可又は 認可の 拒否の 処分し よ
うとす るときは 、開設 者の意 見を尊 重しな けれ
ばな らない。

（事業 の譲渡 し及び 譲受け 又は合併 若しく は分割
の認 可申請 書の添 付書類 ）
第 十三条 法第 二十一 条第四 項にお いて準 用する 法
第十六 条第三 項の農 林水産 省令で 定める 前条第 一
項の 申請書 の添付 書類に ついて は、第 七条の 規定
を準用す る。こ の場合 におい て、同 条中「 次の各
号に 掲げる 書類」と あるの は「次 の各号 に掲げ る
書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写
し」と 、同条 第八号 及び第 九号中「 申請者 」とあ
るの は「譲 受人で ある申 請者」と 読み替 えるも の
と する。

○ 第十三条 の規定 による 読み替 え後の 第七
条
（卸売業 務の許 可申請 書の添 付書類 ）
第七 条 法第 十六条 第三項 の農林 水産省 令で
定 める書類 は、次 の各号 に掲げ る書類 並び
に譲渡し 及び譲 受けに 係る契 約書の 写しと
する。
一 定款
二 登記 事項証 明書
三 役 員の履 歴書及 び戸籍 抄本又 はこれ に
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代わる 書面
四 株主若 しくは 出資者 又は組 合員の 氏名
又は名称 及びそ の持株 数又は 出資額 を記
載した 書面
五 別記様 式第一 号の例 により 作成し た最
近二年間 におけ る事業 報告書
六 当 該事業 年度開 始の日 以後二 年間に お
ける 事業計 画書
七 申請者が他の法人に対する支配関係
（他 の法人に 対する 関係で 、次に 掲げる
も のをい う。以 下同じ。 ）を持 つてい る
ときは 、その 法人の 名称及 び住所、 その
法人 の総株 主等（ 総株主 、総社 員又は 総
出資者をいう。以下同じ。）の議決権
（株式 会社に あつて は、株 主総会 におい
て決 議をす ること ができ る事項 の全部 に
つき議決 権を行 使する ことが できな い株
式につ いての 議決権 を除き 、会社 法（平
成十 七年法 律第八 十六号 ）第八 百七十 九
条第三項 の規定 により 議決権 を有す るも
のとみ なされ る株式 につい ての議 決権を
含む 。以下 同じ。 ）の数 及び当 該議決 権
の数のう ち当該 申請者 が有す る議決 権の
数、そ の法人 に対す る支配 関係を 持つに
至つ た理由 を記載 した書 面並び にその 法
人の定款 、直前 事業年 度の貸 借対照 表及
び損益 計算書 並びに 当該事 業年度 の事業
計画 書
イ 申請 者がそ の法人 の総株 主等の 議決
権の 二分の 一以上 に相当 する議 決権を
有 する関 係
ロ 申請 者の営 む卸売 の業務 に従事 して
いる か、又 は従事 してい た者が 役員の
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過半 数又は 代表す る権限 を有す る役員
の 過半数 を占め る関係
ハ 申請 者がそ の法人 の総株 主等の 議決
権の 百分の 十以上 に相当 する議 決権を
有 し、か つ、そ の法人 の事業 活動の 主
要部分 につい て継続 的で緊 密な関 係を
維持する関係（ロに掲げるものを除
く 。）
八 譲受 人であ る申請 者が法 第十七 条第一
項第 二号から 第四号 までに 掲げる 者に該
当 しない ことを 誓約する 書面
九 譲 受人で ある申 請者が 法第十七 条第二
項に 規定す る者に 該当す る場合 には、 そ
の 旨を記 載した 書面
十 申 請の日 前三十 日以内 の日現 在にお い
て別 記様式 第二号 の例に より作 成した 純
資産額調 書

２ 法第 二十一 条第四 項におい て準用 する法 第十六
条第三 項の農 林水産 省令で 定める前 条第二 項の申
請書 の添付 書類に ついて は、第七 条の規 定を準 用
す る。こ の場合 におい て、同 条中「次 の各号 に掲
げる書 類」と あるの は「当 該申請者 及び合 併後存
続す る法人 又は合 併によ り設立さ れる法 人につ い
て の次の 各号に 掲げる 書類及 び合併に 係る契 約書
の写し 」と、 同条第 八号及 び第九号 中「申 請者」
とあ るのは 「合併 後存続 する法人 又は合 併によ り
設 立され る法人 」と読 み替え るものと する。

○ 第十三条 第二項 の規定 による 読み替 え後
の 第七条
（卸売業 務の許 可申請 書の添 付書類 ）
第七 条 法第 十六条 第三項 の農林 水産省 令で
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定める 書類は 、当該 申請者 及び合 併後存 続
す る法人又 は合併 により 設立さ れる法 人に
ついての 次の各 号に掲 げる書 類及び 合併に
係る契 約書の 写しと する。
一 定款
二 登記 事項証 明書
三 役 員の履 歴書及 び戸籍 抄本又 はこれ に
代わ る書面
四 株主 若しく は出資 者又は 組合員 の氏名
又は 名称及び その持 株数又 は出資 額を記
載 した書 面
五 別 記様式 第一号 の例に より作成 した最
近二 年間に おける 事業報 告書
六 当該 事業年 度開始 の日以 後二年 間にお
ける事 業計画 書
七 申請者が他の法人に対する支配関係
（他の法 人に対 する関 係で、 次に掲 げる
ものを いう。 以下同 じ。） を持つ ている
とき は、そ の法人 の名称 及び住 所、そ の
法人の総 株主等 （総株 主、総 社員又 は総
出資者をいう。以下同じ。）の議決権
（株 式会社 にあつ ては、 株主総 会にお い
て決議を するこ とがで きる事 項の全 部に
つき議 決権を 行使す ること ができ ない株
式に ついて の議決 権を除 き、会 社法（ 平
成十七年 法律第 八十六 号）第 八百七 十九
条第三 項の規 定によ り議決 権を有 するも
のと みなさ れる株 式につ いての 議決権 を
含む。以 下同じ 。）の 数及び 当該議 決権
の数の うち当 該申請 者が有 する議 決権の
数、 その法 人に対 する支 配関係 を持つ に
至つた理 由を記 載した 書面並 びにそ の法
人の定 款、直 前事業 年度の 貸借対 照表及
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び損益 計算書 並びに 当該事 業年度 の事業
計画 書
イ 申請 者がそ の法人 の総株 主等の 議決
権の 二分の 一以上 に相当 する議 決権を
有 する関 係
ロ 申請 者の営 む卸売 の業務 に従事 して
いる か、又 は従事 してい た者が 役員の
過 半数又 は代表 する権 限を有 する役 員
の過半 数を占 める関 係
ハ 申請者が その法 人の総 株主等 の議決
権 の百分 の十以 上に相 当する 議決権 を
有し、 かつ、 その法 人の事 業活動 の主
要部 分につ いて継 続的で 緊密な 関係を
維持する関係（ロに掲げるものを除
く。）
八 合併後 存続す る法人 又は合 併によ り設
立される 法人が 法第十 七条第 一項第 二号
から第 四号ま でに掲 げる者 に該当 しない
こと を誓約 する書 面
九 合併 後存続 する法 人又は 合併に より設
立され る法人 が法第 十七条 第二項 に規定
する 者に該 当する 場合に は、そ の旨を 記
載した書 面
十 申 請の日 前三十 日以内 の日現 在にお い
て別 記様式 第二号 の例に より作 成した 純
資産額調 書

３ 法第 二十一 条第四 項にお いて準用 する法 第十六
条第三 項の農 林水産 省令で 定める前 条第三 項の申
請書 の添付 書類に ついて は、第七 条の規 定を準 用
す る。こ の場合 におい て、同 条中「次 の各号 に掲
げる書 類」と あるの は「当 該申請者 及び分 割によ
り中 央卸売 市場に おける 卸売の業 務を承 継する 法
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人に ついて の次の 各号に 掲げる書 類並び に分割 に
係 る計画 書又は 契約書 の写し 」と、同 条第八 号及
び第九 号中「 申請者 」とあ るのは「 分割に より中
央卸 売市場 におけ る卸売 の業務を 承継す る法人 」
と 読み替 えるも のとす る。

平一六農水令五一・旧第八条繰下・一部改正、

（昭五三農令四九・平 一一農水 令五〇・平一三農水令六四・一部改正、

平一八農水令三九・一部改正）

○ 第十三条 第三項 の規定 による 読み替 え後
の 第七条
（卸売 業務の 許可申 請書の 添付書類 ）
第七 条 法 第十六 条第三 項の農 林水産 省令で
定 める書 類は、 当該申 請者及 び分割 により
中央卸 売市場 におけ る卸売 の業務 を承継 す
る法 人につ いての 次の各 号に掲 げる書 類並
びに分割 に係る 計画書 又は契 約書の 写しと
する。
一 定款
二 登記 事項証 明書
三 役 員の履 歴書及 び戸籍 抄本又 はこれ に
代わ る書面
四 株主 若しく は出資 者又は 組合員 の氏名
又は名 称及び その持 株数又 は出資 額を記
載し た書面
五 別記 様式第 一号の 例によ り作成 した最
近二年 間にお ける事 業報告 書
六 当該事 業年度 開始の 日以後 二年間 にお
ける事業 計画書
七 申請者が他の法人に対する支配関係
（他 の法人 に対す る関係 で、次 に掲げ る
ものをい う。以 下同じ 。）を 持つて いる
ときは 、その 法人の 名称及 び住所 、その
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法人の 総株主 等（総 株主、 総社員 又は総
出資者をいう。以下同じ。）の議決権
（株式会 社にあ つては 、株主 総会に おい
て決議 をする ことが できる 事項の 全部に
つき 議決権 を行使 するこ とがで きない 株
式につい ての議 決権を 除き、 会社法 （平
成十七 年法律 第八十 六号） 第八百 七十九
条第 三項の 規定に より議 決権を 有する も
のとみな される 株式に ついて の議決 権を
含む 。以下同 じ。） の数及 び当該 議決権
の 数のう ち当該 申請者が 有する 議決権 の
数、そ の法人 に対す る支配 関係を持 つに
至つ た理由 を記載 した書 面並び にその 法
人 の定款 、直前 事業年 度の貸 借対照 表及
び損益 計算書 並びに 当該事 業年度 の事業
計画 書
イ 申請 者がそ の法人 の総株 主等の 議決
権の 二分の 一以上に 相当す る議決 権を
有 する関 係
ロ 申請 者の営 む卸売 の業務 に従事 して
いる か、又 は従事 してい た者が 役員の
過 半数又 は代表 する権 限を有 する役 員
の過半 数を占 める関 係
ハ 申 請者が その法 人の総 株主等 の議決
権 の百分 の十以 上に相 当する 議決権 を
有し、 かつ、 その法 人の事 業活動 の主
要部 分につ いて継 続的で 緊密な 関係を
維持する関係（ロに掲げるものを除
く。）
八 分 割によ り中央 卸売市 場にお ける卸 売
の業 務を承 継する 法人が 法第十 七条第 一
項第二号 から第 四号ま でに掲 げる者 に該
当しな いこと を誓約 する書 面
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第二十 二条及 び第二十 三条

削除
（平一六法九六）

（名称 変更等 の届出 ）
第二 十四条 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 旨を開 設者を 経由し て
農林水 産大臣 に届け 出なけ ればな らない 。
一 第十五 条第一 項の許 可に係 る卸売 の業務 を開始
し、休止 し、又 は再開 したと き。
二 第十五 条第一項 の許可 に係る 卸売の 業務を 廃止
し たとき 。
三 第 十六条 第一項第 一号又 は第二 号に掲 げる事 項
に変 更があ つたとき 。
（昭五三法八七・平一六法九六・一部改正）

（許 可の取 消し）
第 二十五 条 農 林水産大 臣は、 卸売業 者が第 十七条 第
一項第 二号又 は第四号 のいず れかに 規定す る者に 該
当す ること となつた ときは 、第十 五条第 一項の 許可
を 取り消 さなけ ればなら ない。
２ 農 林水産 大臣は、 卸売業 者が次 の各号 の一に 該当
する ときは 、第十五 条第一 項の許 可を取 り消す こと
が できる 。
一 正 当な理 由がない のに第 十五条 第一項 の許可 の
通知 を受け た日から 起算し て一月 以内に 中央卸 売

九 分 割によ り中央 卸売市 場にお ける卸 売
の業 務を承 継する 法人が 法第十 七条第 二
項に規定 する者 に該当 する場 合には 、そ
の旨を 記載し た書面
十 申請の 日前三 十日以 内の日 現在に おい
て別記様 式第二 号の例 により 作成し た純
資産額 調書
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市場 におけ る卸売の 業務を 開始し ないと き。
二 正当 な理由 がないの に引き 続き一 月以上 中央卸
売市場 におけ る卸売の 業務を 休止し たとき 。
３ 第十九 条第五 項の規定 は、前 項の規 定によ る許可
の 取消し に係る 聴聞につ いて準 用する 。
（ 昭 五 三 法八 七 ・平 五 法八 九 ・ 平 一 一 法 一 〇 九 ・ 一 部 改 正 ）

（ 卸売業 者の保 証金）
第二十 六条 卸売業者 は、農 林水産 省令で 定める とこ
ろに より、 第十五条 第一項 の許可 に係る 市場及 び取
扱 品目の 部類ご とに、開 設者に 保証金 を預託 した後
でなけ れば、 中央卸 売市場 における 卸売の 業務を 開
始し てはな らない 。

２ 前 項の保 証金は、 農林水 産省令 で定め るとこ ろに
より 、国債 証券、地 方債証 券その 他農林 水産省 令で
定 める有 価証券 をもつて 、これ に充て ること ができ
る。

（昭四八農令二三・一部改正）

（保証 金）
第十 四条 法第二 十六条 第一項 の保証金 の額は 、次
の 各号に 掲げる 取扱品 目の部 類ごとに 、それ ぞれ
各号に 掲げる 金額の 範囲内 において 開設者 が業務
規程 で定め るもの とする 。
一 青果 部 百 二十万 円以上 千六百万 円以下
二 水産 物部 百二十 万円以 上二千 四百万 円以下
三 食 肉部 二百万 円以上 千二百 万円以 下
四 加工食 料品部 百二 十万円 以上四 百万円 以下
五 花き 部 百 二十万 円以上 千二百 万円以 下

（保証 金に充 てるこ とがで きる有 価証券 の範囲 ）
第十 五条 法第二 十六条 第二項 の農林水 産省令 で定
め る有価 証券は 、次の 各号に 掲げる有 価証券 とす
る。た だし、 第三号 から第 六号まで に掲げ る有価
証券 につい ては、 開設者 が業務規 程で定 めるも の
に 限る。
一 日 本銀行 が発行 する出 資証券
二 特別の 法律に より法 人が発行 する債 券
三 金融 商品取 引所が 開設す る市場に おいて 売買
取引さ れてい る株券
四 銀行法 （昭和 五十六 年法律第 五十九 号）に よ
る 銀行が 発行す る株券 （前号の 株券を 除く。 ）
五 第 三号に 掲げる 株券を 発行する 会社が 発行す
る社 債券

-49-

３ 開設者 は、中 央卸売市 場につ き卸売 業者か ら収受
す る使用 料、保 管料及び 手数料 に関し 、当該 卸売業
者が預 託した 第一項の 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。
４ 卸売 業者に 対して中 央卸売 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 た第一 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 。
第三項 の優先 して弁済 を受け る権利 は、前 項の優
５

六 投資信 託及び 投資法 人に関す る法律 （昭和 二
十 六年法 律第百 九十八 号）第二 条第三 項に規 定
する投 資信託 に係る 同条第 七項に規 定する 受益
証券 及び貸 付信託 法（昭 和二十七 年法律 第百九
十 五号） 第二条 第二項 に規定す る受益 証券

平一九農水令七〇・一部改正）

（昭五三農令四九・平 一一農水 令五〇・平一二農水令九九・

（保証 金に充 てるこ とがで きる有価 証券の 価額）
第十 六条 法第二 十六条 第二項 の規定に より有 価証
券 を保証 金に充 てる場 合にお ける当該 有価証 券の
価格は 、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、開 設
者 が業務 規程で 定める 額とす る。
一 国 債証券 、地方 債証券 又は政 府がそ の債券 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
二 前条第 一号、第 二号及 び第五 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 百分の 九十に 相当す る額
三 前条第 三号、 第四号 及び第六 号に掲 げる有 価
証 券 時 価の百 分の八 十に相当 する額
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先し て弁済 を受ける 権利に 優先す る。
（昭五三法八七・一部改正）

（事業 報告書 の提出）
第二 十八条 卸売 業者は、 事業年 度ごと に、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、
毎事業 年度経 過後九 十日以 内に、こ れを開 設者を 経
由し て農林 水産大 臣に提 出しな ければ ならない 。

（平一一農水令 五〇・平 一一農水令七七・一部改正）

（事業 報告書 の作成 ）
第 十七条 法第 二十八 条の事 業報告書 は、別 記様式
第一号 により 作成し なけれ ばならな い。
２ 前項の事 業報告 書には 、定款 を添付 しなけ れば
な らない 。

（事 業年度 ）
第 二十七 条 卸 売業者の 事業年 度は、 四月か ら翌年 三
月まで 又は四 月から九 月まで 及び十 月から 翌年三 月
まで とする 。

（ 昭五 三 法 八 七 ・ 一 部 改 正 ）

（ 事業報 告書の 一部の 写しの 備付け）
第十八 条 法 第二十 九条第 一項の農 林水産 省令で 定
める 部分は 、別記 様式第 一号中合 計貸借 対照表 及
び 合計損 益計算 書とす る。
２ 法 第二十 九条第 一項の 農林水産 省令で 定める 期
間は 、一年 間とす る。

（ 帳簿の 区分経 理）
第十 九条 卸売業 者は、 法第三十 条の規 定によ り、
中 央卸売 市場に おける 取引に ついて、 自己の 計算

（平一一農水令七七・全改）

（事 業報告 書の写 しの備 付け及 び閲覧 ）
第二十九 条 卸 売業者 は、前 条の規 定によ る提出 を行
つた ときは 、速やか に、同 条の事 業報告 書（農 林水
産 省令で 定める 部分に限 る。） の写し を作成 し、農
林水産 省令で 定める期 間、主 たる事 務所に 備えて 置
かな ければ ならない 。

２ 卸売業 者は、 当該卸売 業者に 対して 中央卸 売市場
に おける 卸売の ための販 売又は 販売の 委託を した者
から、 前項の 写しを閲 覧した い旨の 申出が あつた と
きは 、正当 な理由が なけれ ば、こ れを拒 んでは なら
な い。
（ 平 一 一 法一 〇 九 ・ 全 改 ）

（ 帳簿の 区分経 理）
第三十 条 卸 売業者は 、中央 卸売市 場にお ける取 引に
つい て、農 林水産省 令で定 めると ころに より、 自己
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によ る取引 と委託 者の計 算によ る取引 とをそ れぞ
れ 勘定を 設けて 経理し なけれ ばなら ない。

削除

の計 算によ る取引と 委託者 の計算 による 取引と を帳
簿 上区分 して経 理しなけ ればな らない 。

第二十 条

（平 一一農水令七七・全改）

削除

（昭五三農令四九・一部改正）

（仲卸 業者に 関し業 務規程 で定める 事項）
第二 十一条 法第 三十三 条第三 項の農林 水産省 令で
定 める事 項は、 次の各 号に掲 げる事項 とする 。
一 法 第三十 三条第 一項の 許可の申 請に関 する事
項
二 仲卸 業者（ 法第三 十三条 第一項の 許可を 受け
た者を いう。 以下同 じ。） の業務の 規制に 関す
る事 項
仲卸 業者の 届出及 び報告 に関する 事項
仲 卸業者 に対す る検査 に関する 事項
仲卸業 者に対 する監 督処分に 関する 事項
三
四
五

（ 平一一農 水令七七）

（ 平 一 一 法一 〇 九 ・ 全 改 ）

第 三十一 条及び 第三十二 条
（平一一法一 〇九）

（ 仲卸業 務の許 可）
第三十 三条 中央卸売 市場に おける 仲卸し の業務 は、
開設 者の許 可を受け た者で なけれ ば、行 つては なら
な い。
２ 前 項の許 可は、 市場及 び取扱品 目の部 類ごと に行
なう 。
３ 開設 者は、 次項の 規定に より仲 卸しの 業務を 行な
う者を 置かな い旨の 定めを した市 場及び 取扱品 目の
部類 を除き 、市場 及び取 扱品目 の部類 ごとに 、業務
規程で、 仲卸し の業務 を行な う者の 許可の 基準、 数
の最 高限度 、保証金 その他 農林水 産省令 で定め る事
項 を定め なけれ ばならな い。

４ 開設者 は、市 場の業務 の規模 、取扱 品目の 性質、
取 引の状 況等に 照らし、 市場及 び取扱 品目の 全部又
は一部 につい て仲卸し の業務 を行な う者を 置く必 要
がな いと認 めるとき は、業 務規程 で、仲 卸しの 業務
を 行なう 者を置 かない市 場及び 取扱品 目の部 類を定
めるこ とがで きる。
（ 昭 五 三 法 八 七 ・ 平 一 一 法 一 〇 九 ・ 一 部 改 正）
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第 三節 売買取 引
（売買 取引の 原則）
第三 十四条 中央 卸売市場 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 。
（ 平 一 一 法一 〇 九 ・ 全 改 ）

（ 売買取 引の方 法）
第三十 五条 卸売業者 は、中 央卸売 市場に おいて 行う
卸売 につい ては、次 の各号 に掲げ る生鮮 食料品 等の
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 。
一 せり売 又は入 札の方 法によ ること が適当で ある
生 鮮食料 品等と して業 務規程 で定め るもの せり
売又は 入札の 方法
二 毎日の 卸売予 定数量 のうち 少なく とも一 定の割
合に相当 する部 分につ いてせ り売又 は入札 の方法
によ ること が適当で ある生 鮮食料 品等と して業 務
規 程で定 めるもの 毎日 の卸売 予定数 量のう ち、
開設者 が生鮮 食料品等 の品目 ごとに 定める 一定の
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 は相対に よる取 引の方 法（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 。）
三 前 二号以 外の生鮮 食料品 等とし て業務 規程で 定
める もの せり売若 しくは 入札の 方法又 は相対 取
引
２ 前 項第一 号及び第 二号に 掲げる 生鮮食 料品等 （同
項第 二号に 掲げる生 鮮食料 品等に 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、
災害の 発生そ の他の農 林水産 省令で 定める 特別の 事
情が ある場 合であつ て、業 務規程 で定め るとこ ろに

（相 対取引 による ことが できる特 別の事 情があ る
場 合）
第 二十二 条 法 第三十 五条第 二項の農 林水産 省令で
定め る特別 の事情 がある 場合は、 次の各 号に掲 げ
る 場合と する。
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より 、開設 者がせり 売又は 入札の 方法に よるこ とが
著 しく不 適当と 認めたと きは、 同項の 規定に かかわ
らず、 相対取 引による ことが できる ものと する。

３ 第一 項第二 号及び第 三号に 掲げる 生鮮食 料品等 に
ついて は、当 該市場に おける 入荷量 が一時 的に著 し
く減 少した ときその 他の農 林水産 省令で 定める 特別
の 事情が ある場 合であつ て、業 務規程 で定め るとこ
ろによ り、開 設者が指 示した ときは 、同項 の規定 に
かか わらず 、せり売 又は入 札の方 法によ らなけ れば
な らない 。

４ 開設者 は、第 一項第二 号の一 定の割 合を定 め、又
は 変更し たとき は、速や かに公 表しな ければ ならな
い。
第十一 条第二 項の規定 は、開 設者が 第一項 第二号
５

一 災害の 発生
二 入荷 の遅延
三 卸 売の相 手方が 少数で ある場 合
四 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
五 卸 売業者 と仲卸 業者又 は売買参 加者（ 法第三
十六 条第一 項に規 定する 売買参加 者をい う。以
下 同じ。 ）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 た生鮮 食料品等 の卸売 をす
る場 合
六 緊急 に出港 する船 舶に生 鮮食料品 等を供 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 の時刻 以前に 卸売を する場合
七 法第 三十七 条ただ 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

（平一一農 水令五五・全改、平一六農水令五一・一部改正）

（ せり売 又は入 札の方 法によ らなけ ればな らない
特別の 事情が ある場 合）
第二 十三条 法第 三十五 条第三 項の農林 水産省 令で
定 める特 別の事 情があ る場合 は、次の 各号に 掲げ
る場合 とする 。
一 当該市 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
二 当 該市場 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

（平一一農水令五五・全改、平一六農水令五一・一部改正）
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の一 定の割 合を定め 、又は 変更す るとき につい て準
用 する。
（平一一法一 〇九・追加、平一六法九六・旧第三十四条の二繰下）

（平一一法一〇九・一部改正）

（ 差別的 取扱い の禁止等 ）
第三十 六条 卸売業者 は、中 央卸売 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（中 央卸売 市場にお いて卸 売業者 から卸 売を受
けるこ とにつ き市場及 び取扱 品目の 部類ご とに業 務
規程 で定め るところ により 開設者 の承認 を受け た者
を いう。 以下同 じ。）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、 第十五 条第一 項の許 可に係る 取扱品
目 の部類 に属す る生鮮 食料品 等につ いて中 央卸売 市
場にお ける卸 売のた めの販 売の委 託の申 込みが あつ
た場 合には 、正当 な理由 がなけ れば、 その引 受けを
拒んでは ならな い。

（卸売 の相手 方の制限 ）
第三 十七条 卸売 業者は、 中央卸 売市場 におけ る卸売
の 業務に ついて は、仲卸 業者及 び売買 参加者 （その
卸売業 者の当 該卸売の 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 て第
三 十三条 第一項 の許可を 受けた 仲卸業 者並び に当該
同一の 市場及 び取扱品 目の部 類につ いて前 条第一 項
に規 定する 承認を受 けた売 買参加 者に限 る。以 下こ
の 条にお いて同 じ。）以 外の者 に対し て卸売 をして
はなら ない。 ただし、 当該市 場にお ける入 荷量が 著
しく 多く残 品を生ず るおそ れがあ る場合 その他 の農
林水産省令で定める特別の事情がある場合であつ
て、業 務規程 で定める ところ により 、開設 者が仲 卸
業者 及び売 買参加者 の買受 けを不 当に制 限する こと

（卸売 の相手 方の制 限を受 けないで 卸売を するこ
とが できる 特別の 事情が ある場 合）
第 二十四 条 法 第三十 七条た だし書の 農林水 産省令
で定め る特別 の事情 がある 場合は、 次の各 号に掲
げる 場合と する。
一 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 生鮮食 料品等 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 を生ず るおそ れがあ
る場 合
二 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 場合
三 当該市 場に係 る開設 区域（法 第七条 第一項 の
開設区 域をい う。以 下同じ 。）内の 他の市 場の
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とな らない と認めた ときは 、この 限りで ない。
（昭五三法八七・一部改正）

入 荷量を 調整す るため 当該他 の市場 の卸売 業者
に 対して 卸売を する場 合
四 当 該市場 に係る 開設区 域外の卸 売市場 の生鮮
食料 品等の 入荷事 情等か 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
る生 鮮食料 品等を 、当該 卸売市場 におい て卸売
の 業務を 行う者 に対し て卸売を する場 合
五 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 につき 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。
イ 当該 契約に おいて 卸売の対 象とな る生鮮 食
料品等 の品目 、数量 の上限、 卸売の 実施期 間
（一 月以上 のもの に限る 。）及び 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。
ロ 卸売業 者が、 当該契 約の契約 書の写 し及び
当 該市場 の開設 者の定 める事項 を記載 した申
請書を 当該開 設者に 提出して 、当該 市場に お
ける 利害関 係者又 は市場 取引委員 会（法 第十
三 条の二 第一項 の市場 取引委員 会をい う。以
下同じ 。）の 意見を 聴いた上 で、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 当該開設 者の承 認を受
けてい ること 。
卸売業 者が、 農林漁 業者等（ 農林漁 業者又 は
六
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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。
イ 当 該契約 におい て卸売 の対象 となる 生鮮食
料品 等の品 目、数 量の上 限及び 卸売の 実施期
間（一月 以上一 年未満 のもの に限る 。）が 定
めら れてい ること。
ロ 卸売 業者が 、当該 契約の契 約書の 写し及 び
当該市 場の開 設者の 定める事 項を記 載した 申
請書 を当該 開設者 に提出 して、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 当該開設 者の承 認を受 け
てい ること 。
七 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。
イ 当該 契約に おいて 卸売の対 象とな る生鮮 食
料品等 の品目 、数量 の上限、 卸売の 実施期 間
（一 年未満 のもの に限る 。）及び 入荷量 が著
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第三十 八条

削除
（平一六法九六）

（市 場外に ある物品 の卸売 の禁止 ）
第 三十九 条 卸 売業者は 、中央 卸売市 場にお ける卸 売
の業務 につい ては、そ の者が 第十五 条第一 項の許 可
を受 けて卸 売の業務 を行う 市場内 にある 生鮮食 料品
等 以外の 生鮮食 料品等の 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 。
一 当該 中央卸 売市場に 係る開 設区域 内にお いて開
設者が 指定す る場所（ 農林水 産省令 で定め る特別
の事 情があ る場合に おいて 、農林 水産省 令で定 め
る ところ により、 農林水 産大臣 が当該 開設区 域の
周辺の地域における一定の場所を指定したとき
は、 その場 所を含む 。）に ある生 鮮食料 品等の 卸
売 をする とき。

しく 減少し た場合 の措置 が定めら れてい るこ
と。
ロ 卸 売業者 が、当 該契約 の契約書 の写し 及び
当該 市場の 開設者 の定め る事項を 記載し た申
請 書を当 該開設 者に提 出して、 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 の当該 開設者の 承認を 受け
て いるこ と。
２ 前 項第五 号ロ、 第六号 ロ又は第 七号ロ 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 月二十 日まで に開設者 に届け 出な
ければ ならな い。

（昭五三農令四九・平一六農水令五一平二八農水令三 〇・一部 改正）

（ 開設区 域の周 辺の地 域にお ける場所 の指定 ）
第 二十五 条 法 第三十 九条第 一号の農 林水産 省令で
定める 特別の 事情が ある場 合は、 次の各 号に掲 げ
る場 合とす る。
一 独立 行政法 人農畜 産業振 興機構 の保管 に係る
肉 類の卸売 をする 場合
二 開設 者が、 当該市場 に係る 開設区 域内に おけ
る交通 事情、 生鮮食 料品等 の保管又 は貯蔵 のた
めの 場所の 存在の 状況等 から、当 該開設 区域内
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二 開設 者が、 農林水産 省令で 定める 基準に 従い業
務規程 で定め るところ により 、当該 中央卸 売市場
に係 る開設 区域内に おいて 卸売業 者が申 請した 場
所 にある 生鮮食料 品等の 卸売を するこ と又は 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 り生鮮 食料品 等
の 卸売を すること につい て、当 該中央 卸売市 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たと
き。
（ 昭 五 三 法八 七 ・平 一 一法 一 〇 九 ・ 平 一 六 法 九 六 ・ 一 部 改 正 ）

にお いて法 第三十 九条第 一号の規 定によ る場所
の 指定を するこ とがで きないか 、又は するこ と
が適当 でない 場合
２ 法第三 十九条 第一号 の規定 により農 林水産 大臣
（ 第三十 四条の 規定に より同 号の規定 による 権限
が地方農政局長に委任されている場合にあつて
は、 当該地 方農政 局長） が行う場 所の指 定は、 当
該 開設者 からの 申出書 の提出 があつた 場合に 行う
ものと する。
３ 前項の 申出書 には、 その場 所の位置 、その 場所
に係る施設の種類、規模及び構造を記載した書
面、指 定の必 要性を 記載し た書面並 びにそ の場所
の位置を記入した図面を添附しなければならな
い。

平一二農水令八二・平一五農水令一〇三・一部改正、

（昭五三農令四九・平九農水令四七 ・平一一農水令五〇・

平一六農水 令五一・旧第二十六条繰上）

（ 卸売業 者が申 請した 場所に ある生鮮 食料品 等を
卸 売する 場合に 関する 基準）
第二十 六条 法第三 十九条 第二号の 農林水 産省令 で
定め る基準 は、次 の各号 に掲げる とおり とする 。
一 卸売 業者は 、その 者が法 第十五条 第一項 の許
可を 受けて 卸売の 業務を 行う市場 内にあ る生鮮
食 料品等 以外の 生鮮食 料品等 （法第三 十九条 第
一号に 掲げる 場所に あるも のを除 く。） の卸売
を当 該許可 に係る 中央卸 売市場 に係る 開設区 域
内 におい て行お うとす る場合 （第三 号に掲 げる
場合を除く。）には、当該生鮮食料品等の品
目、 数量及 び当該 生鮮食 料品等が ある場 所の所
在地を記載した申請書を当該開設者に提出し
て、当 該開設 者の承 認を受 けなけれ ばなら ない
もの とする こと。
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二 前号の 承認は 、次に 掲げる要 件の全 てを満 た
し ている 場合に 行われ るものと するこ と。
イ 当 該申請 に係る 場所が 、当該中 央卸売 市場
の開 設区域 内の場 所であ ること。
ロ 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 た生鮮 食料品 等の卸 売をする 場合で ある
こ と。
ハ そ の他開 設者が 業務規 程で定め る要件 を満
たし ている こと。
三 卸売 業者は 、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 生鮮食 料品等 の卸売 をしよ うとする
場合には、当該生鮮食料品等の品目、取引方
法、当 該取引 方法に よる卸 売の数 量の上 限及び
卸売 の実施 期間を 記載し た申請 書を当 該開設 者
に提出し て、当 該市場 におけ る利害 関係者 又は
市場 取引委 員会の意 見を聴 いた上 で、当 該開設
者 の承認 を受け なけれ ばならな いもの とする こ
と。
四 前号の 承認は 、次に 掲げる要 件の全 てを満 た
し ている 場合に 行われ るものと するこ と。
イ 当 該申請 に係る 生鮮食 料品等が 、次に 掲げ
るも のに限 られて いるこ と。
か んしよ 、ばれ いしよ、 かぼち や、に ん
じん、 ごぼう 、さと いも、や まのい も、た
まね ぎ、ま めもや し、かい われだ いこん 、
な めこ、 えのき たけ、 ひらたけ 及びぶ なし
めじ並 びに野 菜の加 工品
かん きつ類 、りん ご、かき 、くり 、パイ
ン アップ ル、バ ナナ、 キウイフ ルーツ 並び
に冷凍 果実及 び果実 の加工品
冷凍 鯨肉以 外の冷 凍水産物 及び生 鮮水産
（１）

（２）

（３）
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物の 加工品 （湯煮 又は焼干 しした ものを 除
く 。）
牛及び豚の部分肉（枝肉を、もも、ヒ
レ、 ロース 、ばら 及びかた 等の部 分に分 割
し た場合 におけ るそれ ぞれの部 分の肉 をい
う。） 、輸入 に係る 牛肉、馬 肉、豚 肉及び
羊肉 （その 輸出国 の政府又 はこれ に準ず る
機関が規格により格付けをしたものに限
る。） 並びに 鳥肉及 び鳥卵
加工 食料品 （ か ら まで に掲げ る加工
食 料品を 除く。 ）
花きの うち種 苗、花 木、鉢 植えのも の、
枝物 （花又 は紅葉 若しく は黄葉 した葉 の付
い たもの を除く 。）及 び乾燥 、染色 その他
の方法 で加工 された もの
一定 の規格 を有す るため 現物を 見なく て
も適正に 取引す ること が可能 なもの （ か
ら までに掲げるものを除く。）であつ
て 、開設 者が中 央卸売 市場又は 中央卸 売市
場の各 市場ご とに、 当該中央 卸売市 場に対
する 供給事 情が比 較的安定 してい るもの と
し て業務 規程で 定める もの
ロ 当 該申請 に係る 取引に おいて、 物品の 引渡
年月 日、出 荷者の 氏名又 は名称及 び卸売 の数
量 その他 の公正 な価格 形成を確 保する ために
必要な 事項と して開 設者が業 務規程 で定め る
もの が提供 される ことに なること 。
ハ 当該 申請に 係る取 引におい て、当 該市場 の
仲卸業 者及び 売買参 加者が当 該取引 に参加 す
る機 会が与 えられ ること 。
当該 申請に 係る取 引におい て、物 品の引 渡
方法が 定めら れるこ とになる こと。
ニ

（６）

（３）

（１）

（平一一農水令五五・追加、平一六農水令五一・

（１）
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（４）

（５）

（６）

（７）

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 四十条 卸売 業者（そ の役員 及び使 用人を 含む。 ）
は、そ の者が 第十五条 第一項 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 生鮮食料 品等に ついて される 卸売の
相手方 として 、生鮮食 科品等 を買い 受けて はなら な
い。
第四十 一条
（平一六法九六）

（受託 契約約 款）
第四 十二条 卸売 業者は 、業務 規程で 定める ところ に
より、中 央卸売 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 、開設 者の
承 認を受 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 開設者 は、前 項の承認 をした ときは 、遅滞 なく、
当 該受託 契約約 款を農林 水産大 臣に届 け出な ければ
ならな い。
（昭五三法八七・一部改正）

（せり 人の登 録）
第四 十三条 卸売 業者が中 央卸売 市場に おいて 行なう
卸 売のせ り人は 、その者 につい て当該 卸売業 者が開
設者の 行なう 登録を受 けてい る者で なけれ ばなら な
い。
２ 開設 者は、 農林水産 省令で 定める 基準に 従い、 業
務規程 におい て、前項 の登録 に係る せり人 の資格 そ
の他 当該登 録に関し 必要な 事項を 定め、 その登 録を

旧第二十六条の二繰上・一部改正、平二八農水令 三〇・一部改正）

（せり 人の登 録につ いての 基準）
第二十 七条 法第四 十三条 第二項の 農林水 産省令 で
定 める基 準は、 次の各 号に掲 げるとお りとす る。
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行な わなけ ればなら ない。

３ 開 設者は 、第一項 の登録 に係る せり人 が中央 卸売
市場 におけ る卸売の 公正を 害し又 は害す るおそ れが

一 開設者 は、法 第四十 三条第 一項の 登録（ 以下
こ の条に おいて 「登録 」という 。）の 申請に 係
るせり 人が次 に掲げ る者の いずれか に該当 する
場合 には、 登録を しては ならない こと。 この場
合 におけ るニに 掲げる 者に該当 するか どうか に
ついて の認定 は、開 設者が 行なう試 験の結 果に
よる ことが できる こと。
イ 破産 者で復 権を得 ないもの
ロ 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 算して三 年を経 過
しな いもの
ハ 仲卸 業者若 しくは 売買参 加者又 はこれ らの
者の役 員若し くは使 用人で ある者
ニ 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
二 登録は 、開設者 がその 市場に 備え付 けるせ り
人 登録簿 にせり 人の氏 名及び住 所、登 録年月 日
並びに 登録番 号を登 載して すること 。
三 開設者 は、登 録をし たときは 、その 登録を 受
け たせり 人に対 し、登 録証を交 付する こと。
四 登録の有効期間は、五年とすること。ただ
し、 初めて 登録を 受ける 者の登録 の有効 期間及
び 法第四 十三条 第三項 の規定に より取 消し又 は
制限を 受けた 者の当 該取消 し又は制 限後の 最初
の登 録の有 効期間 は、三 年とする こと。
登録 の更新 につい ては、 第一号か ら前号 まで
に掲げ る基準 を準用 するこ と。
五

（昭五三農令四九・平六農水令八九・一部改正）
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ある 行為を したとき は、業 務規程 で定め るとこ ろに
よ り、そ の者に 係る同項 の登録 を取り 消し、 又はそ
の者が 中央卸 売市場に おける 卸売の せりを 行なう こ
とを 制限し なければ ならな い。
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（昭五三法八七・一部改正）

（仲 卸業者 の業務の 規制）
第 四十四 条 仲 卸業者は 、第三 十三条 第一項 の許可 を
受けて 仲卸し の業務を 行う中 央卸売 市場に おける 業
務に ついて は、次の 各号に 掲げる 行為を しては なら
な い。た だし、 第二号に 掲げる 行為に ついて は、仲
卸業者 がその 許可に 係る取 扱品目の 部類に 属する 生
鮮食 料品等 を当該 中央卸 売市場 の卸売 業者から 買い
入 れるこ とが困 難な場 合であ つて、 農林水 産省令 で
定める 基準に 従い業 務規程 で定め るとこ ろによ り、
開設 者が当 該中央 卸売市 場にお ける取 引の秩 序を乱
すおそれ がない と認め たとき は、こ の限り でない 。
一 その許 可に係る 取扱品 目の部 類に属 する生 鮮食
料 品等に ついて販 売の委 託の引 受けを するこ と。
二 そ の許可 に係る取 扱品目 の部類 に属す る生鮮 食
料品 等を当 該中央卸 売市場 の卸売 業者以 外の者 か
ら 買い入 れて販売 するこ と。
（ 昭五 三 法八 七 ・ 平 一 六 法 九 六 ・ 一 部 改 正 ）

（ 仲卸業 者が卸 売業者 以外の 者から買 い入れ るこ
とがで きる場 合に関 する農 林水産省 令で定 める基
準）
第二 十八条 法第 四十四 条ただ し書の 農林水 産省令
で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとす
る。
一 仲卸 業者が 、その 許可に 係る取扱 品目の 部類
に属 する生 鮮食料 品等で あつて当 該中央 卸売市
場 の卸売 業者か ら買い 入れるこ とが困 難なも の
を当該 中央卸 売市場 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 、次に
掲 げる要 件のい ずれか を満たし ている こと。
イ 仲卸 業者が 、買い 入れて販 売しよ うとす る
も のの品 目、数 量及び 買入れの 相手方 並びに
当 該中央 卸売市 場の開 設者の定 める事 項を記
載した 申請書 を当該 開設者に 提出し て、当 該
開設者 の許可 を受け ているこ と。
ロ 当該中 央卸売 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 生鮮食 料品等を 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。
当該契 約にお いて買 入れの対 象とな る生
鮮食 料品等 の品目 、数量の 上限、 卸売の 実
（１）

施期 間（一 月以上 のものに 限る。 ）及び 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 。
卸売 業者が 、当該 契約の契 約書の 写し及
び 当該市 場の開 設者の 定める事 項を記 載し
た申請 書を当 該開設 者に提出 して、 当該市
場に おける 利害関 係者又は 市場取 引委員 会
の 意見を 聴いた 上で、 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 旨の当 該開設者 の承認 を受け て
い ること 。
ハ 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 。
当 該契約 におい て買入れ の対象 となる 生
鮮食料 品等の 品目、 数量の上 限及び 買入れ
の実 施期間 （一月 以上一年 未満の ものに 限
る 。）が 定めら れてい ること。
仲卸業 者が、 当該契 約の契約 書の写 し及
び当 該市場 の開設 者の定め る事項 を記載 し
た 申請書 を当該 開設者 に提出し 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 旨の当 該開設 者
の 承認を 受けて いるこ と。
ニ 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
（２）

（１）

（２）
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（ 決済の 確保）
第四十 四条の 二 中央 卸売市 場にお ける売 買取引 （卸
売の ための 販売の委 託の引 受けを 含む。 ）を行 う者
の 決済は 、支払 期日、支 払方法 その他 の決済 の方法
であつ て業務 規程で定 めるも のによ りしな ければ な
らな い。

件を 満たし ている こと。
当 該契約 におい て買入れ の対象 となる 生
鮮食料 品等の 品目、 数量の上 限、買 入れの
実施 期間（ 一年未 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。
仲卸 業者が 、当該 契約の契 約書の 写し及
び 当該市 場の開 設者の 定める事 項を記 載し
た申請 書を当 該開設 者に提出 して、 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 当該開 設者
の承認 を受け ている こと。
二 前号イ の許可 をする かどう かの決 定は、当 該
生 鮮食料 品等に 関する 取引の 状況、 当該中 央卸
売市場 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 こと。
三 第一 号イの 許可を 受けた 仲卸業 者は、 その許
可に係る生鮮食料品等の全部を販売したとき
は 、その 旨を開 設者に 届け出な ければ ならな い
ものと するこ と。
四 第一号 ロから ニまで 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 を翌月二 十日ま でに
開設 者に届 け出な ければ ならない ものと するこ
と。

（昭五三農令四 九・平一 六農水令五一・平二八農水令三〇・一部改正）
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（１）

（２）

（平一一法一〇九・追加）

（売買 取引の 制限）
第四 十五条 開設 者は、中 央卸売 市場に おける 売買取
引 におい て、不 正な行為 が行な われ、 又は不 当な価
格が形 成され ていると 認める ときは 、業務 規程で 定
める ところ により、 卸売業 者、仲 卸業者 又は売 買参
加者に対し、当該中央卸売市場における売買取引
（卸売 業者に ついては 、当該 中央卸 売市場 におけ る
卸売 のため の販売の 委託の 引受け を含む 。）の 制限
を するこ とがで きる。
（開 設者に よる卸 売予定 数量等 の公表 ）
第 四十六 条 開 設者は 、中央 卸売市 場の各 市場に おい
て取り 扱う生 鮮食料 品等に ついて 、毎日 の卸売 が開
始さ れる時 までに 、その 日の主 要な品 目の卸 売予定
数量その 他農林 水産省 令で定 める事 項を当 該各市 場
の見 やすい 場所に掲 示しな ければ ならな い。
２ 開 設者は 、前項の 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、毎 日の卸 売業者 の卸
売 の数量 及び価 格を、す みやか に公表 しなけ ればな
らない 。
（ 昭 五 三 法 八 七 ・ 平 一 一 法 一 〇 九 ・ 一部 改 正）

（昭五三農令四九・平一一農水令五 五・一部 改正）

（ 掲示事 項）
第二十 九条 法第四 十六条 第一項の 農林水 産省令 で
定め る事項 は、そ の日の 主要な品 目の主 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
する。

（開設 者によ る公表 ）
第三 十条 法第四 十六条 第二項 の規定に よる卸 売の
数 量及び 価格の 公表は 、売買 取引の方 法ごと に行
わなけ ればな らない 。
２ 前項の 規定に よる公 表は、 価格を高 値、中 値及
び 安値に 区分し て行わ なけれ ばならな い。

（平一一農水令 五五・全 改）

（ 卸売業 者によ る公表 ）
第三十 条の二 法第 四十七 条第一項 及び第 二項の 農
林水 産省令 で定め る区分 は、次の 各号に 掲げる 区
分 とする 。
一 せ り売又 は入札 の方法 による卸 売（第 四号に
掲げ るもの を除く 。）
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（ 卸売業 者によ る卸売予 定数量 等の公 表）
第四十 七条 卸売業者 は、前 条第一 項の生 鮮食料 品等
につ いて、 業務規程 で定め るとこ ろによ り、毎 日の
卸 売が開 始され る時まで に、農 林水産 省令で 定める
区分ご とにそ の日の 主要な 品目の卸 売予定 数量そ の
他農 林水産 省令で 定める 事項を 卸売場 の見やす い場
所 に掲示 しなけ ればな らない 。
２ 卸売業 者は、 前項の 生鮮食 料品等 につい て、業 務
規程で定 めると ころに より、 毎日の 卸売が 終了し た
後速 やかに 、農林水 産省令 で定め る区分 ごとに 毎日
の 卸売の 数量、 価格その 他農林 水産省 令で定 める事
項を公 表しな ければな らない 。
（平一一法一〇九・追加、
平一六法九六・旧第四十六条の二繰下・一部改正）

第四節 監督
（報 告及び 検査）
（都道 府県が 処理す る事務）
第 四十八 条 農 林水産大 臣は、 この法 律の施 行に必 要 第八 条 法 第四十 八条第 一項に規 定する 農林水 産大
な限度 におい て、開設 者若し くは卸 売業者 に対し 、
臣の権限に属する事務（都道府県、地方自治法
その 業務若 しくは財 産に関 し報告 若しく は資料 の提
（昭和 二十二 年法律 第六十七 号）第 二百五 十二条
出 を求め 、又は その職員 に、開 設者若 しくは 卸売業
の十 九第一 項の指 定都市 又は同法 第二百 八十四 条
者の事 務所そ の他の業 務を行 なう場 所に立 ち入り 、
第 一項の 一部事 務組合 若しく は広域 連合で同 一の
その 業務若 しくは財 産の状 況若し くは帳 簿、書 類そ
都道府 県の区 域の一 部をそ の区域 とする 地方公 共

二 法第三 十五条 第一項 第二号に 規定す る相対 取
引 による 卸売（ 次号及 び第四号 に掲げ るもの を
除く。 ）
法第三 十七条 ただし 書の規定 による 卸売
法第 三十九 条第二 号の規 定による 卸売
三
四

（平一六農水令五一・ 追加）

第 三十条 の三 法第四 十七条 第一項 の農林 水産省令
で定 める事 項は、 その日 の主要な 品目の 主要な 産
地 とする 。

（平 一六農水令五一・追加）

第 三十一 条 法 第四十 七条第 二項の農 林水産 省令で
定める 事項は 、次の 各号に 掲げる事 項とす る。
一 主要な 品目ご との高 値、中値 及び安 値に区 分
した価 格
二 そ の他開 設者が 当該市 場におけ る適正 な取引
を確 保する ために 必要な 事項とし て業務 規程で
定 めるも の

旧第三十条の二繰下・一部改正）

（平一一農水令五 五・追加、平一六農水令五一・
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の他 の物件 を検査さ せるこ とがで きる。

２ 開設者は、この法律の施行に必要な限度におい
て、卸 売業者 若しくは 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、

団体の みが組 織する もの（同 法第二 百五十 二条の
十 九第一 項の指 定都市が 加入す るもの を除く 。）
以外の ものが 開設す る中央卸 売市場 に係る ものを
除く 。）は 、都道 府県知事 が行う ことと する。 た
だ し、中 央卸売 市場の業 務又は 中央卸 売市場 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、 農林水 産大臣 が
自らその権限に属する事務を行うことを妨げな
い。
２ 前項本 文の場 合にお いては、 法中同 項本文 に規
定 する事 務に係 る農林水 産大臣 に関す る規定 は、
都道府 県知事 に関す る規定 として都 道府県 知事に
適用 がある ものと する。
３ 都道 府県知 事は、 第一項 本文の 規定に 基づき 法
（検 査等の 結果の 報告）
第四十 八条第 一項の 規定に より報 告若し くは資 料 第三 十三条 卸売 市場法 施行令 （昭和 四十六 年政令
の提 出を求 め、又 は立入 検査を した場 合には 、農
第二百 二十一 号。以 下「令 」という 。）第 八条第
林水産省 令で定 めると ころに より、 その結 果を農
三項 の規定 による 報告は 、遅滞な く、次 に掲げ る
林水 産大臣 に報告し なけれ ばなら ない。
事 項を記 載した 書面を 提出し てしなけ ればな らな
い。
（昭五三政二八二・一部改正、昭五五政四二・旧第十条繰上、
一 報 告若し くは資 料の提 出を求め 、又は 立入検
平七 政 二 三 八 ・平 一 一政 四 一六 ・一 部 改正 、平 二 三政 一 九九 ・ 旧第 九 条
査を した開 設者の 名称若 しくは卸 売業者 の名称
繰上）
及 び住所
二 報 告若し くは資 料の提 出を求め 、又は 立入検
査を した年 月日
三 開設 者若し くは卸 売業者 がした報 告の内 容若
しくは 提出し た資料 の内容 又は立入 検査の 結果
その他 参考と なる事 項
四

（平一二農水令五・全改、平一二農水令七一・

平一二農水令八二・平 二三農水令四二・一部改正）
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又は その職 員に、卸 売業者 若しく は仲卸 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。
３ 第一 項又は 前項の規 定によ り立入 検査を する職 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 第一項又は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。
（昭五三法八七・一部改正）

（監 督処分 ）
第 四十九 条 農 林水産 大臣は 、開設 者が、 この法 律若
しくは この法 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 は、当 該開設 者に対 し、次 に掲げ
る処分を するこ とがで きる。
一 当該違 反行為の 中止、 変更そ の他違 反を是 正す
る ため必 要な措置 を指示 するこ と。
二 中 央卸売 市場の開 設の認 可を取 り消し 、又は 一
年以 内の期 間を定め て中央 卸売市 場の業 務の全 部
若 しくは 一部の停 止を指 示する こと。
２ 農 林水産 大臣は、 卸売業 者が、 この法 律若し くは
この 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 きは、 当該卸売 業者に 対し、 次に掲 げる処
分をす ること ができる 。
一 当該違 反行為の 中止、 変更そ の他違 反を是 正す
る ため必 要な措置 を命ず ること 。
二 第 十五条 第一項の 許可を 取り消 し、又 は一年 以
内の 期間を 定めてそ の許可 に係る 卸売の 業務の 全
部 若しく は一部の 停止を 命ずる こと。
三 そ の業務 を執行す る役員 で当該 違反行 為をし た
もの の解任 を命ずる こと。
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３ 農林水 産大臣 は、開設 者に対 し第一 項第二 号の規
定 による 処分を しようと すると きは、 当該開 設者に
対し、 相当な 期間を置 いて予 告した 上、公 開によ る
意見 の聴取 を行わな ければ ならな い。
４ 前項 の予告 において は、期 日、場 所及び 処分の 原
因とな つた理 由を示さ なけれ ばなら ない。
５ 第三項 の意見 の聴取に 際して は、当 該開設 者又は
そ の代理 人は、 当該事案 につい て証拠 を提出 し、意
見を述 べるこ とができ る。
６ 第十九 条第五 項の規定 は、第 二項第 二号の 規定に
よ る許可 の取消 し又は同 項第三 号の規 定によ る命令
に係る 聴聞に ついて 準用す る。
（ 昭 五 三 法 八 七 ・ 平 五 法 八 九 ・ 平 一 一 法 一 〇 九 ・ 平一 一法 八 七 ・ 一 部 改 正 ）

第五十 条 開 設者は 、卸売 業者、 仲卸業 者又は 売買参
加者 が業務 規程又 はこれ に基づ く処分 に違反 した場
合には、 業務規 程で定 めると ころに より、 これら の
者に 対し、 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、十 万円以 下の過 料を科
し、又 は卸売 業者にあ つては 第一号 、仲卸 業者に あ
つて は第二 号、売買 参加者 にあつ ては第 三号に 掲げ
る 処分を するこ とができ る。
一 六 月以内 の期間を 定めて 第十五 条第一 項の許 可
に係 る卸売 の業務の 全部又 は一部 の停止 を命ず る
こ と。
二 第 三十三 条第一項 の許可 を取り 消し、 又は六 月
以内 の期間 を定めて その許 可に係 る仲卸 しの業 務
の 全部若 しくは一 部の停 止を命 ずるこ と。
三 第 三十六 条第一項 に規定 する承 認を取 り消し 、
又は 六月以 内の期間 を定め て中央 卸売市 場への 入
場 の停止 を命ずる こと。
（平一一法一〇九・一 部改正）
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（必 要な改 善措置を とるべ き旨の 勧告又 は命令 ）
第 五十一 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 必要が あると 認
める ときは 、開設者 に対し 、中央 卸売市 場の施 設の
改 善、業 務規程 の変更そ の他の 必要な 改善措 置をと
るべき 旨を勧 告するこ とがで きる。
２ 農林水 産大臣 は、卸売 業者の 財産の 状況が 次の各
号 のいず れかに 該当する 場合に おいて 、中央 卸売市
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、当 該卸売 業者
に 対し、 当該卸 売業者の 財産に 関し必 要な改 善措置
をとる べき旨 を命ず ること ができる 。
一 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 が農林 水産省 令で定 める率 を下つ た場合

（ 流動比 率及び 自己資 本比率 の基準等 ）
第 三十二 条 法 第五十 一条第 二項第一 号の農 林水産
省令で 定める 率は、 一とす る。

法 第五十 一条第 二項第 二号の農 林水産 省令で 定
める率 は、〇 ・一と する。

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 農林水産 省令で 定める 率を下 つた場 合

二

３ 法 第五十 一条第 二項第 三号の農 林水産 省令で 定
める場 合は、 連続す る三以 上の事業 年度に おいて
経常 損失が 生じた 場合と する。

五一・旧第三十条の二繰下・一部改正）

（平 一一 農 水令 七 七・ 追加 、 平一 六 農水 令

三 前 二号に 掲げる場 合のほ か、中 央卸売 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 め財産 の状況に つき是 正を加 えるこ とが必 要な
場合と して農 林水産省 令で定 める場 合

３ 農 林水産 大臣又は 開設者 は、中 央卸売 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 命ずるこ とがで きる。
４ 開設 者は、 仲卸業者 の財産 の状況 が中央 卸売市 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 ため財 産の状況 につき 是正を 加える ことが 必要
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（ 流動資 産の合 計金額 等の計 算方法）
第 三十二 条の二 法第 五十一 条第六 項の規 定によ り
流動 資産の 合計金 額を計 算すると きは、 第八条 第
一 項第一 号に掲 げる資 産のう ち から まで に掲
げ るもの の額を 合計す るもの とする 。
法第五 十一条 第六項 の規定 により 流動負 債の合
計金 額を計 算する ときは 、第八 条第一 項第二 号に
掲げる負 債のう ち か ら ま でに掲 げるも のの額
を合 計する ものとす る。
３ 法第 五十一 条第六 項の規定 により 資本の 合計金
額を計 算する ときは 、株式 会社にあ つては 株主資
本、 評価・ 換算差 額等及 び新株予 約権の 額を合 計
す るもの とし、 株式会 社以外 の法人に あつて は、
これに 準じて 計算す るもの とする。
４ 法第五 十一条 第六項 の規定 により資 本及び 負債
の 合計金 額を計 算する ときは 、前号の 規定に より
計算し た資本 の合計 金額に 第八条第 一項第 二号に
掲げ る負債 の額の 合計金 額を加え るもの とする 。

（13）

（１）

（17）

（ 平 一 一 農 水 令七 七・ 追 加、 平 一六 農 水令 五一 ・ 平一 八 農水 令三 九 ・一

（１）

部改正、平二三農水令 五二・旧第三十条の三繰上）
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な場 合とし て業務規 程で定 める場 合に該 当する とき
は 、当該 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 ずるこ とがで き
る。
５ 開設 者は、 中央卸売 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 を命ず
ること ができ る。
６ 第二項 第一号 の流動資 産の合 計金額 及び流 動負債
の 合計金 額並び に同項第 二号の 資本の 合計金 額並び
に資本 及び負 債の合 計金額 は、農林 水産省 令で定 め
ると ころに より計 算しな ければ ならな い。
（ 昭五 三 法 八 七 ・ 平 一 一 法 一 〇 九 ・ 平 一 六 法 九 六 ・ 一 部 改 正 ）

第 五節 雑則
（卸売 業務の 代行）
第五 十二条 開設 者は、卸 売業者 が卸売 の業務 の全部

２

２

又は 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（ 卸売業者 であつ た者を 含む。 ）に対
しその 行なう ことがで きなく なつた 卸売の 業務に 係
る卸 売のた めの販売 の委託 の申込 みのあ つた生 鮮食
料 品等に ついて 、業務規 程で定 めると ころに より、
自らそ の卸売 の業務を 行ない 、又は 他の卸 売業者 に
その 卸売の 業務を行 なわせ ること ができ る。
前項 の規定 により卸 売の業 務を行 なう開 設者に つ
いては 、この 章第二節 の規定 は適用 しない 。

（ 報告及 び告示 ）
第五十 三条 開設者 は、次 の各号に 掲げる 場合に 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 。
一 第 十九条 第二項 、第二 十五条 第一項 若しく は第
二項 又は第 四十九 条第二 項第二 号若し くは第 三号
の規定に よる処 分をす べき理 由があ ると認 めたと
き。
二 第四 十五条 の規定に より中 央卸売 市場に おける
売買取 引の制 限をした とき。
三 第五十 条の規定 による 処分を したと き。
四 前条 第一項 の規定に より卸 売の業 務を行 ない、
又は他の卸売業者に卸売の業務を行なわせたと
き。
五 中央 卸売市 場につき 、臨時 に開市 し、又 は休業
したと き。
２ 農林水 産大臣 は、次の 各号に 掲げる 場合に は、そ
の 旨を告 示しな ければな らない 。その 告示し た事項
に変更 があつ たときも 、同様 とする 。
一 第七条 第一項の 規定に よる指 定をし たとき 。
二 第八 条又は 第十四条 第一項 の認可 をした とき。
三 第 十五条 第一項の 許可を したと き。
四 第十九 条第二項 、第三 項若し くは第 四項、 第二
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十五 条第一 項若しく は第二 項又は 第四十 九条第 一
項 第二号 若しくは 第二項 第二号 の規定 による 処分
をした とき。
（昭五三法八七・平一一法八七・一部改正）

（昭五三法八七・一部改正）

（都道 府県知 事の経由 ）
第五 十四条 この 章又はこ の章に 基づく 命令の 規定に
よ り農林 水産大 臣に対し てする 許可若 しくは 認可の
申請、 届出又 は報告は 、都道 府県知 事を経 由して し
なけ ればな らない。 ただし 、都道 府県又 は地方 自治
法 第二百 五十二 条の十九 第一項 の指定 都市が 開設す
る中央卸売市場に係る当該許可若しくは認可の申
請、 届出又 は報告 につい ては、 この限 りでない 。
２ 前項 本文の 場合に おいて 、都道 府県知 事は、 当該
許可若 しくは 認可の 申請、 届出又 は報告 につい て意
見が あると きは、 意見を 附して 、これ らに関 する書
類を農林 水産大 臣に進 達する ものと する。

第四章 地方卸 売市場
第一 節 開設 及び卸 売の業 務につ いての 許可
（ 開設の 許可）
第五十 五条 地方卸売 市場を 開設し ようと する者 は、
都道府県の条例で定めるところにより、市場ごと
に 、都道 府県知 事の許可 を受け なけれ ばなら ない。
（許 可の申 請）
第 五十六 条 前 条の許可 を受け ようと する者 は、業 務
規程及 び事業 計画を定 め、こ れを申 請書に 添えて 、
都道 府県知 事に提出 しなけ ればな らない 。
２ 前項 の業務 規程には 、地方 卸売市 場の位 置及び 面
積、取 扱品目 その他の 都道府 県の条 例で定 める事 項
を定 めなけ ればなら ない。
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３ 第一項 の事業 計画には 、施設 の種類 、規模 、配置
及 び構造 その他 の都道府 県の条 例で定 める事 項を定
めなけ ればな らない。
（ 許可の 基準）
第五十 七条 都道府県 知事は 、第五 十五条 の許可 の申
請が 次の各 号の一に 該当す るとき は、同 条の許 可を
し てはな らない 。
一 申 請者が 、この法 律の規 定によ り罰金 以上の 刑
に処 せられ 、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
二年を 経過し ない者 である とき。
二 申請者 が、第 六十五 条第二 項第一 号の規定 によ
る 許可の 取消し を受け 、その 取消し の日か ら起算
して二 年を経 過しな い者で あると き。
三 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 第一号 又は前 号に該 当する 者があ るもの
であ るとき 。
四 申請 者が地 方卸売市 場を開 設する のに必 要な資
力信用 を有し ない者で あると き。
五 業務規 程の内容 が法令 （この 章の規 定に基 づく
都 道府県 の条例を 含む。 ）に違 反する とき。
六 事 業計画 が適切で ないか 、又は その遂 行が確 実
と認 められ ないとき 。
七 その 申請に 係る地方 卸売市 場の位 置が都 道府県
卸売市 場整備 計画に照 らし著 しく配 置の適 正を欠
くと 認めら れるとき 、又は その申 請に係 る地方 卸
売 市場の 位置若し くは施 設の種 類、規 模、配 置若
しくは 構造が 地方卸売 市場に おける 業務の 円滑な
運営 を確保 するうえ で著し く不適 当であ ると認 め
ら れると き。
２ 都 道府県 知事は、 第五十 五条の 許可の 申請が あつ
た場 合にお いて、そ の申請 者が第 六十五 条第二 項第
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二号 又は第 三号の規 定によ る許可 の取消 しを受 け、
そ の取消 しの日 から起算 して二 年を経 過しな い者で
あると きは、 同条の許 可をし ないこ とがで きる。
（ 卸売業 務の許 可）
第五十 八条 地方卸売 市場に おいて 卸売の 業務を 行な
おう とする 者は、都 道府県 の条例 で定め るとこ ろに
よ り、市 場及び 取扱品目 の部類 ごとに 、都道 府県知
事の許 可を受 けなけれ ばなら ない。
２ 前項の 許可の 申請は、 申請者 が当該 地方卸 売市場
を 開設す る者と 異なる場 合にあ つては 、当該 開設す
る者を 経由し てしな ければ ならない 。
３ 前項の 地方卸 売市場 を開設 する者 は、第一 項の許
可 の申請 書を受 理した ときは 、遅滞 なく、 申請者 が
当該地 方卸売 市場に おいて 卸売の 業務を 行うこ とに
つい ての意 見を付 して、 その申 請書を 都道府 県知事
に進達し なけれ ばなら ない。
（昭五三法八七・平二五法四四・一 部改正）

（ 許可の 基準）
第五十 九条 都道府県 知事は 、前条 第一項 の許可 の申
請が あつた 場合にお いて、 申請者 が第五 十七条 第一
項 第一号 、第二 号若しく は第三 号に規 定する 者に該
当する とき、 又は申請 者が地 方卸売 市場に おける 卸
売の 業務を 公正かつ 適確に 遂行す るのに 必要な 知識
及 び経験 若しく は資力信 用を有 する者 でない と認め
るとき は、同 項の許可 をして はなら ない。
（ 廃止の 許可）
第六十 条 第 五十五条 の許可 を受け た者（ 以下こ の章
にお いて「 開設者」 という 。）は 、地方 卸売市 場を
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廃止 しよう とすると きは、 都道府 県の条 例で定 める
と ころに より、 都道府県 知事の 許可を 受けな ければ
ならな い。
第 二節 業務につ いての 規制及 び監督
（売買 取引の 原則）
第六 十一条 地方 卸売市場 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 。
（平一一法一〇九・ 追加）

（ 差別的 取扱い の禁止）
第六十 一条の 二 開 設者又 は第五十 八条第 一項の 許可
を受 けた者 （以下 この章 におい て「卸 売業者」 とい
う。）は、地方卸売市場における業務の運営に関
し、出 荷者、 買受人 その他 地方卸 売市場 の利用 者に
対し て、不 当に差 別的な 取扱い をして はなら ない。
（ 平一 一 法 一 〇 九 ・ 旧 第 六 十 一 条 繰 下 ）

（ 売買取 引の方 法）
第六十 二条 卸売業者 は、地 方卸売 市場に おいて 行う
卸売 につい ては、都 道府県 の条例 で定め るとこ ろに
より開設者が業務規程をもつて定めるところに従
い、せ り売若 しくは入 札の方 法又は 相対取 引によ ら
なけ ればな らない。
（平一一法一〇九・一部改正）

（卸 売予定 数量等の 公表）
第 六十三 条 開 設者は、 都道府 県の条 例で定 めると こ
ろによ り、地 方卸売市 場にお いて取 り扱う 生鮮食 料
品等 につい て、毎日 の卸売 予定数 量並び に卸売 業者
の 卸売の 数量及 び価格を 公表し なけれ ばなら ない。
（平一一法一〇九・一 部改正）
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（業 務規程 の変更）
第 六十四 条 開 設者は、 業務規 程を変 更しよ うとす る
ときは 、都道 府県の条 例で定 めると ころに より、 都
道府 県知事 の承認を 受けな ければ ならな い。
第五十七条第一項（業務規程に係る部分に限
る。） の規定 は、前項 の承認 につい て準用 する。
２

（ 許可の 取消し 等）
第六十 五条 都道府県 知事は 、開設 者又は 卸売業 者が
第五 十七条 第一項第 一号に 規定す る者に 該当す るに
至 つたと き（開 設者又は 卸売業 者が法 人であ る場合
におい て、そ の業務 を執行 する役員 のうち に同号 に
規定する者に該当する者があるに至つたときを含
む 。）、 又はそ の業務 を行な うのに 必要な 資力信 用
を有し なくな つたと 認める ときは 、第五 十五条 又は
第五 十八条 第一項 の許可 を取り 消さな ければ ならな
い。
２ 都道府 県知事は 、開設 者又は 卸売業 者が次 の各号
の 一に該 当する ときは、 一年以 内の期 間を定 めてそ
の業務 の全部 若しくは 一部の 停止を 命じ、 又は第 五
十五 条若し くは第五 十八条 第一項 の許可 を取り 消す
こ とがで きる。
一 こ の法律 、この法 律に基 づく命 令、こ の章の 規
定に 基づく 都道府県 の条例 又は業 務規程 に違反 し
た とき。
二 第 五十五 条又は第 五十八 条第一 項の許 可の通 知
を受 けた日 から起算 して一 月以内 にその 業務を 開
始 しない とき。
三 正 当な理 由がない のに引 き続き 一月以 上その 業
務を 休止し たとき。
第十 九条第 五項の規 定は、 前項の 規定に よる許 可
の取消 しに係 る聴聞に ついて 準用す る。
３

（平五法八九・一部改正）
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（ 報告及 び検査 ）
第六十 六条 都道府県 知事は 、この 法律の 施行に 必要
な限 度にお いて、開 設者若 しくは 卸売業 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、 開設者 若しく は卸売 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。
２ 第四十 八条第 三項及び 第四項 の規定 は、前 項の規
定 による 立入検 査につい て準用 する。
第三 節 雑 則
（ 中央卸 売市場 開設区 域内の 地方卸 売市場 ）
第六十 七条 都道府 県知事 は、第 五十五 条の許 可の申
請が あつた 場合に おいて 、その 申請が 中央卸 売市場
開設区域内の地方卸売市場に係るものであるとき
は、 意見を 附して農 林水産 大臣に 報告し 、農林 水産
大 臣の意 見を求 めなけれ ばなら ない。
２ 都 道府県 知事は、 中央卸 売市場 開設区 域内の 地方
卸売 市場に ついて、 第五十 五条の 許可を したと き、
又 は第六 十五条 第一項若 しくは 第二項 の規定 による
処分（開設者に対する処分に限る。）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。
（昭五 三法八七 ・平一六法九六・一部改正）

（ 都道府 県の条 例で規定 する事 項）
第六十 八条 この章に 規定す るもの のほか 、地方 卸売
市場 の開設 及び地方 卸売市 場にお ける業 務に関 し必
要 な事項 は、都 道府県の 条例で 定める 。
（農 林水産 大臣への 報告等 ）
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（平三法五九・改称）

都 道府県卸 売市場 審議会

（昭五三法八七・一部改正）

第六 十九条 農林 水産大臣 は、都 道府県 知事に 対し、
地 方卸売 市場に 関し必要 な報告 若しく は資料 の提出
を求め 、又は 地方卸売 市場の 行政に 関し必 要な助 言
若し くは勧 告をする ことが できる 。

削除

第五 章

第七 十条
（平三法五九）

（都 道府県 卸売市 場審議 会）
第 七十一 条 都 道府県 は、都 道府県 知事の 諮問に 応じ
都道府 県卸売 市場整 備計画 に関す る事項 その他 卸売
市場 に関す る重要 事項を 調査審 議させ るため 、条例
で、都道 府県卸 売市場 審議会 を置く ことが できる 。
２ 前項に 規定する ものの ほか、 都道府 県卸売 市場審
議 会の組 織及び 運営に関 し必要 な事項 は、都 道府県
の条例 で定め る。
第 六章 雑則
（助成 ）
第七 十二条 国は 、第八条 第一号 又は第 二号に 該当す
る 地方公 共団体 又は中央 卸売市 場を開 設して いる地
方公共 団体が 中央卸売 市場整 備計画 に基づ き中央 卸
売市 場の施 設の改良 、造成 又は取 得をす る場合 にお
い ては、 当該地 方公共団 体に対 し、予 算の範 囲内に
おいて 、当該 施設のう ち建物 、機械 設備等 の重要 な
施設 の改良 、造成又 は取得 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 場整備 計画又 は都
道府県卸売市場整備計画の達成のために必要な助
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削除

言、 指導、 資金の融 通のあ つせん その他 の援助 を行
な うよう に努め るものと する。

第 七十三 条
（ 平 二 三 法八 二 ）

（条 例との 関係）
第 七十四 条 こ の法律の 規定は 、地方 公共団 体が、 卸
売市場 であつ て中央 卸売市 場及び地 方卸売 市場以 外
のものの開設又は当該卸売市場における業務に関
し 、条例 で必要 な規制 を行な うこと を妨げ るもの で
はない 。
（許可又 は認可 の制限 又は条 件）
第七 十五条 この 法律 の規定による許可又 は認可に
は 、制限 又は条 件を附す ること ができ る。
２ 前 項の制 限又は条 件は、 許可又 は認可 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 又は認可 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。

第八 条

削除

（平二三政一九九）

（ 都道府 県が処 理する事 務等）
【再 掲（法 第四十 八条関 係）】
第七十 六条 この法律 に規定 する農 林水産 大臣の 権限
（ 都道府 県が処 理する 事務）
に 属 す る 事 務 の 一 部 は 、 政 令 で 定 め る と こ ろ に よ 第八条 法第 四十八 条第一項 に規定 する農 林水産 大
り 、都道 府県知 事が行う ことと するこ とがで きる。
臣の権限に属する事務（都道府県、地方自治法
（昭和 二十二 年法律 第六十七 号）第 二百五 十二条
の十 九第一 項の指 定都市又 は同法 第二百 八十四 条
第 一項の 一部事 務組合若 しくは 広域連 合で同 一の
都道府 県の区 域の一 部をその 区域と する地 方公共
団体 のみが 組織す るもの（ 同法第 二百五 十二条 の
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２ この 法律に 規定する 農林水 産大臣 の権限 は、農 林
水産省 令で定 めるとこ ろによ り、そ の一部 を地方 農
政局 長に委 任するこ とがで きる。

十九 第一項 の指定 都市が加 入する ものを 除く。 ）
以 外のも のが開 設する中 央卸売 市場に 係るも のを
除く。 ）は、 都道府 県知事が 行うこ ととす る。た
だし 、中央 卸売市 場の業務 又は中 央卸売 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、農 林水産 大臣が
自らその権限に属する事務を行うことを妨げな
い。
２ 前 項本文 の場合 において は、法 中同項 本文に 規
定す る事務 に係る 農林水産 大臣に 関する 規定は 、
都 道府県 知事に 関する規 定とし て都道 府県知 事に
適用が あるも のとす る。
３ 都道府 県知事 は、第 一項本 文の規 定に基づ き法 【再掲 （法第 四十八 条関係 ）】
第 四十八 条第一 項の規 定によ り報告 若しく は資料
（検 査等の 結果の 報告）
の提出 を求め 、又は 立入検 査をし た場合 には、 農 第三 十三条 卸売 市場法 施行令 （昭和 四十六 年政令
林水 産省令 で定め るとこ ろによ り、そ の結果 を農
第二百 二十一 号。以 下「令 」という 。）第 八条第
林水産大 臣に報 告しな ければ ならな い。
三項 の規定 による 報告は 、遅滞な く、次 に掲げ る
事項 を記載 した書面 を提出 してし なけれ ばなら な
（昭五三政二八二・一部改正、昭五 五政四二・旧第十条繰上、
い。
平 七 政 二 三八 ・ 平 一一 政四 一 六・ 一 部改 、 平二 三 政一 九九 ・ 旧第 九 条繰
一 報 告若し くは資 料の提 出を求め 、又は 立入検
上）
査を した開 設者の 名称若 しくは卸 売業者 の名称
及 び住所
二 報 告若し くは資 料の提 出を求め 、又は 立入検
査を した年 月日
三 開設 者若し くは卸 売業者 がした報 告の内 容若
しくは 提出し た資料 の内容 又は立入 検査の 結果
その他 参考と なる事 項
四

（平一二農水令五・全改、平一二農水令七一・

平一二農水令八二・平 二三農水令四二・一部改正）

（権限 の委任 ）
第三十 四条 法第六 条第四 項（同条 第五項 におい て
準 用する 場合を 含む。 ）、第 二十条第 一項、 第二
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（昭五三法八七・平一一法八七・平一一 法一六〇 ・一部改正）

第七 章 罰 則
第 七十七 条 次 の各号 の一に 該当す る者は 、二年 以下
の懲役 若しく は二百 万円以 下の罰 金に処 し、又 はこ
れを 併科す る。
一 第十 五条第 一項の 規定に 違反し て中央 卸売市 場
にお いて卸 売の業務 を行つ た者
二 偽り その他 不正の手 段によ り第十 五条第 一項の
許可を 受けた 者
三 第十九 条第二項 の規定 による 命令に 違反し た者
四 第四 十九条 第二項第 二号の 規定に よる命 令に違
反した 者
五 第七十 五条第一 項の規 定によ り付さ れた第 十五
条 第一項 の許可の 制限又 は条件 に違反 した者
（平一 一法八七 ・平一一法一〇九・一部改正）

第 七十八 条 次 の各号の いずれ かに該 当する 者は、 一
年以下 の懲役 若しくは 百万円 以下の 罰金に 処し、 又
はこ れを併 科する。
一 第五 十五条 の規定に 違反し て地方 卸売市 場を開
設した 者
偽りそ の他不正 の手段 により 第十三 条の五 第一
二

十四 条、第 二十八 条、第 三十九条 第一号 、第四 十
二 条第二 項、第 四十八 条第一 項、第五 十三条 第一
項及び 第六十 七条第 二項並 びに令第 八条第 三項の
規定 による 農林水 産大臣 の権限（ 法第四 十八条 第
一 項の規 定によ る立入 検査の 権限を除 く。） は、
地方農 政局長 に委任 する。 ただし、 法第四 十八条
第一 項の規 定によ る報告 又は資料 の提出 を求め る
権 限につ いては 、農林 水産大 臣が自ら 行うこ とを
妨げな い。

（ 平一 二 農水 令 八二 ・追 加 、平 一 六農 水令

五一 ・平二三農水令四二・平二七農水令七〇・一部改正）
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項又 は第五 十五条の 許可を 受けた 者
三 第五 十八条 第一項の 規定に 違反し て地方 卸売市
場にお いて卸 売の業務 を行つ た者
四 偽りそ の他不正 の手段 により 第五十 八条第 一項
の 許可を 受けた者
五 第 六十五 条第二項 の規定 による 命令に 違反し た
者
六 第七 十五条 第一項の 規定に より付 された 第十三
条の五 第一項 、第五十 五条又 は第五 十八条 第一項
の許 可の制 限又は条 件に違 反した 者
（平一一法一〇九・平一六法九六・一部改正）

第七 十九条 次の 各号の いずれ かに該 当する者 は、五
十 万円以 下の罰 金に処 する。
一 第 二十条 第一項 の規定 による 報告を せず、 又は
虚偽 の報告 をした 者
二 第二 十四条 の規定 による 届出を せず、 又は虚 偽
の届 出をし た者
三 第二 十六条 第一項の 規定に 違反し た者
四 第二十八条の規定による事業報告書を提出せ
ず、 又は虚 偽の記載 をした 事業報 告書を 提出し た
者
五 第 三十三 条第一項 の規定 に違反 した者
六 第四十 八条第一 項の規 定によ る報告 をせず 、若
し くは資 料の提出 をせず 、若し くは虚 偽の報 告を
し、若 しくは 虚偽の資 料を提 出し、 又は検 査を拒
み、 妨げ、 若しくは 忌避し た者
第四 十九条 第二項第 三号の 規定に よる命 令に違
反した 者
七

（ 平 一 一 法 八 七 ・ 平 一 一 法 一 〇 九 ・ 平 一 六 法九 六 ・ 一 部 改 正 ）

第八十 条 次 の各号の 一に該 当する 者は、 三十万 円以
下の 罰金に 処する。
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一 第四十 八条第二 項又は 第六十 六条第 一項の 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 検査を拒 み、妨 げ、若 しくは 忌避し た
者
二 第 六十条 の規定に 違反し て地方 卸売市 場を廃 止
した 者
（平一一法一〇九・一部改正）

第八 十一条 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 者が、 その法 人又は 人の業
務に関 し、第 七十七 条から 前条まで の違反 行為を し
たと きは、 行為者 を罰す るほか 、その 法人又は 人に
対 して各 本条の 罰金刑 を科す る。
第八 十二条 次の 各号の 一に該 当する 者は、 三十万 円
以下の過 料に処 する。
一 第二十 九条第一 項の規 定に違 反して 同項の 写し
を 備えて 置かず、 又は正 当な理 由がな いのに 同条
第二項 の規定 による閲 覧を拒 んだ者
第三十 条の規定 に違反 した者
二

（平一一法一〇九・追加）

第八 十三条 第三 条第二項 の規定 に違反 した者 は、十
万 円以下 の過料 に処する 。
（ 平一 一 法一 〇 九・ 旧 第 八 十 二 条 繰 下 ・ 一 部 改 正 ）

附 則 抄
附 則 抄
附 則 抄
（施行 期日）
１ この 政令は 、法の 施行の日 （昭和 四十六 年七月 １ こ の省令 は、法 の施行 の日（昭 和四十 六年七 月
第一 条 こ の法律 は、公布 の日か ら起算 して三 月をこ
一日 ）から 施行する 。
一 日）か ら施行 する。
え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 か ら 施 行 す ２ 中央卸 売市場 法施行 令（昭和 三十一 年政令 第二 ２ 中央 卸売市 場法施 行規則 （大正十 二年農 商務省
る。た だし、 第二十七 条の規 定は昭 和四十 七年四 月
百 七十七 号）及 び中央 卸売市 場法第 七条の規 定に
令臨 第十号 。以下 「旧規 則」とい う。） 及び畜 産
一日 から、 第四章（ これに 係る罰 則を含 む。） の規
よる損 失の補 償に関 する件 （大正 十二年 勅令第 四
振 興事業 団の保 管に係 る肉類 の売渡し につい ての
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７

（平一四政二七・全改）

国の貸 付金の 償還は 、均等年 賦償還 の方法 によ
る ものと する。

（平一四政二七・全改）

定は 公布の 日から起 算して 九月を こえな い範囲 内に
百六十 九号） は、廃 止する。
中央 卸売市 場法施 行規則 の臨時 特例に 関する 省令
お いて政 令で定 める日か ら施行 する。
３ この政 令の施 行の際 現に中央 卸売市 場法（ 大正
（ 昭和三 十七年 農林省 令第三 十七号 ）は、 廃止す
十二年 法律第 三十二 号）第七 条ノ二 第一項 の中央
る。
（ 昭和 四 六 年 政 令第 二 二〇 号 で、 本文 に 係る 部 分は 、昭 和 四六 年七 月 一
卸売 市場の 開設及 び整備に 関する 計画に おいて 中 ３ この 省令の 施行の 際現に 旧規則第 十一条 の規定
日 か ら 、 た だ し 書 に 係 る 部 分 は 、 昭和 四 七年 一 月一 日 か ら 施 行 ）
央卸 売市場 を開設 すること が必要 と認め られる 都
により 業務規程 におい て定め られて いる第 二条に
市とし て定め られて いる都市 に関し ては、 当分の
規定 する取 扱品目 の部類 と異なる 取扱品 目の部 類
間、第 六条中 「二十 万」と あるの は、「 十五万」
に より中 央卸売 市場法 （大正 十二年法 律第三 十二
とす る。
号）第 十条の 許可を 受けて 卸売の業 務を行 なつて
４ 法附 則第十 一条第 二項の 政令で 定める 者は、 地
いる 者で法 附則第 七条第 一項の規 定によ り法第 十
方公共 団体が 資本金 、基本 金その 他これ らに準 ず
五 条第一 項の許 可を受 けた者 とみなさ れるも のに
るものの二分の一以上を出資している法人とす
係る当 該業務 規程に おいて 定められ ている 取扱品
る。
目の 部類は 、その 者につ いては、 その者 に係る 中
央卸 売市場 の開設 者が業 務規程 におい て当該取 扱
（平一四政二七・全改）
５ 法附 則第十 一条第 三項の政 令で定 める期 間は、
品目の 部類を 定めて いる間 は、第二 条の規 定にか
五年（ 二年の 据置期 間を含む 。）と する。
かわ らず、 法第十 五条第 二項の農 林水産 省令で 定
める 取扱品 目の部 類とす る。
（平一四政二七・全改）
６ 前項の 期間は 、日本 電信電 話株式 会社の 株式の
（昭五三農 令四九・一部改正）
売払収 入の活 用によ る社会資 本の整 備の促 進に関 ４ 前項の 規定に より法 第十五 条第二項 の農林 水産
する 特別措 置法（ 昭和六十 二年法 律第八 十六号 ）
省 令で定 める取 扱品目 の部類 とされる ものに 係る
第 五条第 一項の 規定によ り読み 替えて 準用さ れる
法第二 十六条 第一項 の農林 水産省令 で定め る保証
補助金 等に係 る予算 の執行の 適正化 に関す る法律
金の 額は、 第十四 条の規 定にかか わらず 百二十 万
（昭 和三十 年法律 第百七十 九号） 第六条 第一項 の
円 以上二 千四百 万円以 下の金 額の範囲 内にお いて
規 定によ る貸付 けの決定 （以下 「貸付 決定」 とい
開設者 が業務 規程で 定める ものとす る。
う。） ごとに 、当該 貸付決定 に係る 法附則 第十一
（昭五三農令四九・一部改正）
条第 一項及 び第二 項の規定 による 国の貸 付金（ 以
下 「国の 貸付金 」という 。）の 交付を 完了し た日
（その 日が当 該貸付 決定があ つた日 の属す る年度
の末 日の前 日以後 の日であ る場合 には、 当該年 度
の 末日の 前々日 ）の翌日 から起 算する 。

（ 中央卸 売市場 法の廃止 ）
第二条 中央卸売市場法（大正十二年法律第三十二
号。 以下「 旧法」と いう。 ）は、 廃止す る。
（ 開設区 域につ いての経 過措置 ）
第五条 この 法律の施 行の際 現に旧 法第一 条第一 項の
規定 により 指定され ている 同項の 指定区 域は、 第七
条 第一項 の規定 により指 定され た中央 卸売市 場開設
区域と みなす 。
（既 設の中 央卸売 市場に ついて の経過 措置）
第 六条 この法 律の施 行の際 現に旧 法第二 条の認 可を
受けて 開設さ れてい る中央 卸売市 場（以 下「既 設市
場」 という 。）は 、第八 条の認 可を受 けて開 設され
た中央卸 売市場 とみな す。
２ この法 律の施行 の際現 に効力 を有す る既設 市場の
業 務規程 は、こ の法律の 施行の 日から 起算し て九月
を経過 する日 （その日 までに 次項の 規定に よる申 請
に対 する同 項の認可 の処分 があつ た既設 市場に あつ
ては、当該認可に係る業務規程の効力が発生する
日、そ の日ま でに同項 の規定 による 申請に 対する 同
項の 認可又 は認可の 拒否の 処分が なかつ た既設 市場
に あつて は、当 該認可又 は認可 の拒否 の処分 があつ
た日（ 当該認 可の処分 があつ た日後 に当該 認可に 係
る業 務規程 の効力が 発生す るもの にあつ ては、 その
効 力が発 生する 日））ま では、 第三章 の規定 により
定めら れた業 務規程と みなす 。この 場合に おいて 、
当該 業務規 程と同章 の規定 が抵触 する場 合にお いて
は 、当該 抵触す る部分に ついて は、同 章の規 定は、
適用し ない。
既設市 場を開 設してい る地方 公共団 体は、 この法
３
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律 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て 七 月 を 経 過 す る 日 ま で ８ 国 は、国 の財政 状況を勘 案し、 相当と 認める と
に 、農林 水産省 令で定め るとこ ろによ り、当 該既設
きは 、国の 貸付金 の全部又 は一部 につい て、前 三
市場につき第三章の規定に適合する業務規程を定
項 の規定 により 定められ た償還 期限を 繰り上 げて
め、 農林水 産大臣に 対し、 その認 可の申 請をし なけ
償還さ せるこ とがで きる。
れ ばなら ない。
（平一四政二七・全改）
４ 第 十条（ 同条第三 号に係 る部分 に限る 。）の 規定 ９ 法附 則第十 一条第 七項の 政令で定 める場 合は、
は、 前項の 認可につ いて準 用する 。
前項の 規定に より償 還期限 を繰り 上げて 償還を行
５ 第三 項の認 可を受け た業務 規程は 、第三 章の規 定
つ た場合 とする 。
により 定めら れたもの とみな す。
（平一四政二七・全 改）
（昭五三法八七・一部改正）

（ 中央卸 売市場 の卸売業 者につ いての 経過措 置）
第七条 この 法律の 施行の 際現に旧 法第十 条の許 可を
受け て卸売 の業務 を行な つてい る者は 、第十五 条第
一 項の許 可を受 けた者 とみな す。
２ 前 項に規 定する 者は、 この法 律の施 行の際 現に他
の法 人に対 する支 配関係 を持つ ている ときは 、この
法律の施 行の日 から起 算して 三十日 を経過 する日 ま
でに 、農林 水産省令 で定め るとこ ろによ り、そ の旨
を 開設者 を経由 して農林 水産大 臣に届 け出な ければ
ならな い。た だし、そ の日ま でに当 該支配 関係の 全
部が なくな つたとき は、こ の限り でない 。
３ 前項 の規定 による届 出は、 第二十 三条第 二項後 段
（これ に係る 罰則を含 む。） の規定 の適用 につい て
は、 同項前 段の規定 による 届出と みなす 。
４ 第二 項の規 定による 届出を せず、 又は虚 偽の届 出
をした 者は、 五万円以 下の罰 金に処 する。
５ 法人の 代表者 又は法人 若しく は人の 代理人 、使用
人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関
し、前 項の違 反行為を したと きは、 行為者 を罰す る
ほか 、その 法人又は 人に対 して同 項の罰 金刑を 科す
る。
（ 昭 五 三 法 八 七 ・一 部 改正 ）

（地 方卸売 市場に関 する経 過措置 ）
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第八 条 第 四章の 規定の施 行の際 現に地 方卸売 市場を
開 設して いる者 又は地方 卸売市 場にお いて卸 売の業
務を行 なつて いる者は 、同章 の規定 の施行 の日か ら
一年 間は、 第五十五 条又は 第五十 八条第 一項の 許可
を 受けな いで、 引き続き その業 務を行 なうこ とがで
きる。 その者 がその期 間内に 第五十 五条又 は第五 十
八条 第一項 の許可の 申請を した場 合にお いて、 許可
又 は許可 の拒否 の処分が あるま での間 も、同 様とす
る。
（そ の他の 処分、手 続等に ついて の経過 措置）
第 九条 附則第 四条から 前条ま でに規 定する ものを 除
くほか 、この 法律の 施行前 に旧法又 は旧法 に基づ く
命令の規定によつてした処分、手続その他の行為
は 、この 法律又 はこの 法律に 基づく 命令中 にこれ に
相当す る規定 がある ときは 、この 法律又 はこの 法律
に基づく命令の相当規定によつてしたものとみな
す。
（罰 則につ いての経 過措置 ）
第 十条 この法 律の施行 前にし た行為 に対す る罰則 の
適用に ついて は、なお 従前の 例によ る。
（国 の無利 子貸付け 等）
第 十一条 国は 、当分の 間、地 方公共 団体に 対し、 第
七十二 条第一 項の規定 により 国がそ の費用 につい て
補助 するこ とができ る中央 卸売市 場の施 設のう ち建
物 、機械 設備等 の重要な 施設の 改良、 造成又 は取得
で日本 電信電 話株式会 社の株 式の売 払収入 の活用 に
よる 社会資 本の整備 の促進 に関す る特別 措置法 （昭
和 六十二 年法律 第八十六 号。以 下「社 会資本 整備特
別措置 法」と いう。） 第二条 第一項 第二号 に該当 す
るも のに要 する費用 に充て る資金 につい て、予 算の
範 囲内に おいて 、第七十 二条第 一項の 規定（ この規
定によ る国の 補助の割 合につ いて、 この規 定と異 な
る定 めをし た法令の 規定が ある場 合には 、当該 異な
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る定 めをし た法令の 規定を 含む。 以下同 じ。） によ
り 国が補 助する ことがで きる金 額に相 当する 金額を
無利子 で貸し 付けるこ とがで きる。
２ 国は、 当分の 間、都道 府県に 対し、 地方卸 売市場
の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改
良、造 成又は 取得で社 会資本 整備特 別措置 法第二 条
第一 項第二 号に該当 するも のにつ き、都 道府県 が自
ら 行う場 合にあ つてはそ の要す る費用 に充て る資金
の一部 を、市 町村その 他政令 で定め る者が 行う場 合
にあ つては その者に 対し都 道府県 が補助 する費 用に
充 てる資 金の全 部又は一 部を、 予算の 範囲内 におい
て、無 利子で 貸し付 けるこ とができ る。
３ 前二項 の国の 貸付金 の償還 期間は 、五年（ 二年以
内 の据置 期間を 含む。 ）以内 で政令 で定め る期間 と
する。
４ 前項に 定める ものの ほか、 第一項 及び第 二項の 規
定による 貸付金 の償還 方法、 償還期 限の繰 上げそ の
他償 還に関 し必要な 事項は 、政令 で定め る。
５ 国は 、第一 項の規定 により 地方公 共団体 に対し 貸
付けを 行つた 場合には 、当該 貸付け の対象 である 事
業に ついて 、第七十 二条第 一項の 規定に よる当 該貸
付 金に相 当する 金額の補 助を行 うもの とし、 当該補
助につ いては 、当該貸 付金の 償還時 におい て、当 該
貸付 金の償 還金に相 当する 金額を 交付す ること によ
り 行うも のとす る。
６ 国 は、第 二項の規 定によ り都道 府県に 対し貸 付け
を行 つた場 合には、 当該貸 付けの 対象で ある事 業に
つ いて、 当該貸 付金に相 当する 金額の 補助を 行うも
のとし 、当該 補助につ いては 、当該 貸付金 の償還 時
にお いて、 当該貸付 金の償 還金に 相当す る金額 を交
付 するこ とによ り行うも のとす る。
７ 地 方公共 団体が、 第一項 又は第 二項の 規定に よる
貸付 けを受 けた無利 子貸付 金につ いて、 第三項 及び
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第四 項の規 定に基づ き定め られる 償還期 限を繰 り上
げて償還を行つた場合（政令で定める場合を除
く。） におけ る前二項 の規定 の適用 につい ては、 当
該償 還は、 当該償還 期限の 到来時 に行わ れたも のと
み なす。
（ 平 一 四 法一 ・ 全改 ）

附 則 （昭和 四八年四 月一二 日政令 第七一
号）
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行す
る。

附 則 （昭 和四八 年四月 一二日 農林省 令第
二三 号）
こ の省令 は、公 布の日 から施 行する。

附 則 （ 昭和五 二年四 月一日 農林省 令第一
〇 号）
この省 令は、 公布の 日から 施行す る。

附 則 （昭和 五三年 七月五 日法律 第八七 号）
附 則 （昭和 五三年七 月五日 政令第 二八二
附 則 （昭 和五三 年七月五 日農林 省令第 四
抄
号） 抄
九号） 抄
（ 施行期 日）
（施 行期日 ）
第 一条 この省 令は、 公布の 日から施 行する 。
第一条 この 法律は、 公布の 日から 施行す る。
第 一条 この政 令は、 公布の日 から施 行する 。
附 則 （昭和五 五年三 月三一 日法律 第九号 ）
附 則 （ 昭和五五 年三月 三一日 政令第 四二
抄
号） 抄
（施 行期日 ）
（施行 期日）
第 一条 この法 律は、昭 和五十 五年四 月一日 から施 行 第一 条 こ の政令 は、昭 和五十五 年四月 一日か ら施
する。
行 する。

則

附 則 （昭和 五五年 七月一六 日農林 水産省
令第三 一号）
この 省令は 、公布 の日か ら施行す る。
附

（昭 和五五 年一二月 一日農 林水産 省
令第 四八号 ）
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則

（ 平成三年 五月二 日法律 第五九 号）

附 則 （ 昭和六一 年一二 月二六 日法律 第一〇
九 号） 抄
（施行 期日）
第一 条 こ の法律 は、公布 の日か ら施行 する。
（ その他 の処分 、申請等 に係る 経過措 置）
第六条 この 法律（ 附則第 一条各号 に掲げ る規定 につ
いて は、当 該各規 定。以 下この 条及び 附則第八 条に
お いて同 じ。） の施行 前に改 正前の それぞ れの法 律
の規定 により された 許可等 の処分 その他 の行為 （以
下こ の条に おいて 「処分 等の行 為」と いう。 ）又は
この法律 の施行 の際現 に改正 前のそ れぞれ の法律 の
規定によりされている許可等の申請その他の行為
（ 以下こ の条に おいて「 申請等 の行為 」とい う。）
でこの 法律の 施行の日 におい てこれ らの行 為に係 る
行政 事務を 行うべき 者が異 なるこ ととな るもの は、
附 則第二 条から 前条まで の規定 又は改 正後の それぞ
れの法 律（こ れに基づ く命令 を含む 。）の 経過措 置
に関 する規 定に定め るもの を除き 、この 法律の 施行
の 日以後 におけ る改正後 のそれ ぞれの 法律の 適用に
ついて は、改 正後のそ れぞれ の法律 の相当 規定に よ
りさ れた処 分等の行 為又は 申請等 の行為 とみな す。

附

この 省令は 、公布 の日か ら施行す る。

附 則 （昭 和五八 年九月三 〇日農 林水産 省
令第 三七号 ）
こ の省令 は、公 布の日 から施 行する。

附 則 （昭 和六三 年一一月 一日農 林水産 省
令第 五四号 ）
こ の省令 は、公 布の日 から施 行する。
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抄
（ 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。
（平成三年政 令第二五 五号で平成三年八月一日から施行）

附 則 （平成 五年四 月一日農 林水産 省令第
一二号 ）
１ この省 令は、 公布の 日から 施行する 。
２ この 省令に よる改 正前の 肥料取締 法施行 規則、
植物防 疫法施 行規則 、農薬 取締法施 行規則 、繭糸
価格 安定法 施行規 則、繭 検定規 則、農 業機械化 促
進 法施行 規則、 大豆な たね交 付金暫 定措置 法施行
規則、 生糸検 査規則 、家畜 改良増 殖法施 行規則 、
犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規
則、酪農 及び肉 用牛生 産の振 興に関 する法 律施行
規則 、家畜 取引法施 行規則 、動物 用医薬 品等取 締
規 則、家 畜商法 施行規 則、牛及 び豚の うち純 粋種
の繁殖 用のも の並び に暫定 税率を適 用しな い馬の
証明 書の発 給に関 する省 令、飼料 の安全 性の確 保
及 び品質 の改善 に関す る法律 施行規則 、卸売 市場
法施行 規則、 農林水 産省関 係研究交 流促進 法施行
規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規
則 、漁船 法施行 規則、 指定漁 業の許可 及び取 締り
等に関 する省 令、日 本国と 大韓民国 との間 の漁業
に関 する協 定第二 条の共 同規制水 域等に おける さ
ばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省
令、北 太平洋 の海域 におけ るずわい がに等 漁業の
取締 りに関 する省 令、い かつり漁 業の取 締りに 関
す る省令 、ずわ いがに 漁業等 の取締り に関す る省
令、北 太平洋 の海域 におけ るつぶ漁 業の取 締りに
関す る省令 、大西 洋の海 域におけ るはえ なわ等 漁
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附 則 （平成五年一一月一二日法律第八九
号） 抄
（施行期 日）
第一 条 こ の法律は 、行政 手続法 （平成 五年法 律第八
十 八号） の施行 の日から 施行す る。
（ 施行 の 日＝ 平 成 六 年 一 〇 月 一 日 ）

（諮 問等が された不 利益処 分に関 する経 過措置 ）
第 二条 この法 律の施行 前に法 令に基 づき審 議会そ の
他の合 議制の 機関に対 し行政 手続法 第十三 条に規 定
する 聴聞又 は弁明の 機会の 付与の 手続そ の他の 意見
陳 述のた めの手 続に相当 する手 続を執 るべき ことの
諮問そ の他の 求めがさ れた場 合にお いては 、当該 諮
問その他の求めに係る不利益処分の手続に関して
は 、この 法律に よる改正 後の関 係法律 の規定 にかか
わらず 、なお 従前の例 による 。
（罰 則に関 する経過 措置）
第 十三条 この 法律の施 行前に した行 為に対 する罰 則
の適用 につい ては、な お従前 の例に よる。
（聴 聞に関 する規定 の整理 に伴う 経過措 置）

業の 取締り に関す る省令 、かじき 等流し 網漁業 の
取 締りに 関する 省令、 いか流 し網漁業 の取締 りに
関する 省令、 黄海及 び東支 那海の海 域にお けるふ
ぐは えなわ 漁業の 取締り に関する 省令、 べにず わ
い がに漁 業の取 締りに 関する 省令及び 小型ま ぐろ
はえ縄 漁業の 取締り に関す る省令（ 以下「 関係省
令」 という 。）に 規定す る様式に よる書 面は、 平
成 六年三 月三十 一日ま での間 は、これ を使用 する
ことが できる 。
３ 平成六 年三月 三十一 日以前 に使用さ れたこ の省
令 による 改正前 の関係 省令に 規定する 様式に よる
書面は 、この 省令に よる改 正後の関 係省令 に規定
する 様式に よる書 面とみ なす。
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第十 四条 この法 律の施行 前に法 律の規 定によ り行わ
れ た聴聞 、聴問 若しくは 聴聞会 （不利 益処分 に係る
ものを 除く。 ）又はこ れらの ための 手続は 、この 法
律に よる改 正後の関 係法律 の相当 規定に より行 われ
た ものと みなす 。
（政令 への委 任）
第十 五条 附則第 二条から 前条ま でに定 めるも ののほ
か 、この 法律の 施行に関 して必 要な経 過措置 は、政
令で定 める。
附 則 （平成 六年六月 二九日 法律第 四九号 ）
抄
（施 行期日 ）
１ この 法律中 、第一 章の規 定及び 次項の 規定は 地方
自治法 の一部 を改正 する法 律（平 成六年 法律第 四十
八号）中地方自治法（昭和二十二年法律第六十七
号）第二 編第十 二章の 改正規 定の施 行の日 から、 第
二章 の規定 は地方自 治法の 一部を 改正す る法律 中地
方 自治法 第三編 第三章の 改正規 定の施 行の日 から施
行する 。
（ 第 三 編 第 三 章 の 改 正 規 定 の 施行 の日 ＝ 平 成 七 年 六 月 一 五 日 ）

附 則 （平成 七年六月 一四日 政令第 二三八
号）
この 政令は 、地方 自治法の 一部を 改正す る法律 中

附 則 （平 成六年 一二月二 八日農 林水産 省
令第 八九号 ）
１ この 省令は 、公布 の日か ら施行す る。
２ こ の省令 の施行 の際現 に卸売市 場法第 四十三 条
第二 項の登 録を受 けてい るせり人 につい ての当 該
登録の有効期間については、なお従前の例によ
る。
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附 則 （平成九 年六月 二〇日 法律第 九六号 ）
抄
（施 行期日 ）
第 一条 この法 律は、公 布の日 から起 算して 一月を 経
過した 日から 施行す る。

第三 編第三 章の改 正規定 の施行の 日（平 成七年 六月
十 五日） から施 行する 。

附 則 （ 平成九 年三月 一一日農 林水産 省令
第 一〇号 ）
この省 令は、 公布の 日から 施行する 。

附 則 （平成 九年七 月九日 農林水 産省令 第
四七号 ）
この 省令は 、私的 独占の 禁止及 び公正 取引の 確保
に関する 法律の 適用除 外制度 の整理 等に関 する法 律
の施 行の日 （平成九 年七月 二十日 ）から 施行す る。

附 則 （平 成一一 年一月一 一日農 林水産 省
令第 一号） 抄
１ この 省令は 、公布 の日か ら施行す る。
２ こ の省令 による 改正前 の土地改 良法施 行規則 、
獣医 師法施 行規則 、家畜 等の無償 貸付及 び譲与 等
に 関する 省令、 肥料取 締法施 行規則、 病菌害 虫防
除用機 具貸付 規則、 植物防 疫法施行 規則、 家畜改
良増 殖法施 行規則 、犬の 輸出入検 疫規則 、農薬 取
締 法施行 規則、 農産物 検査法 施行規則 、家畜 伝染
病予防 法施行 規則、 専門技 術員資格 試験等 に関す
る省 令、農 業機械 化促進 法施行規 則、養 鶏振興 法
施 行規則 、日本 国と大 韓民国 との間の 漁業に 関す
る協定 第二条 の共同 規制水 域等にお けるさ ばつり
漁業 及び沿 岸漁業 等の取 締りに関 する省 令、林 業
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附 則 （平成一一年七月一六日法律第八七
号） 抄
（施行 期日）
第一 条 こ の法律 は、平成 十二年 四月一 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 第一条 中地方自 治法第 二百五 十条の 次に五 条、
節 名並び に二款及 び款名 を加え る改正 規定（ 同法
第二百 五十条 の九第一 項に係 る部分 （両議 院の同
意を 得るこ とに係る 部分に 限る。 ）に限 る。） 、
第 四十条 中自然公 園法附 則第九 項及び 第十項 の改
正規定 （同法 附則第十 項に係 る部分 に限る 。）、
第二 百四十 四条の規 定（農 業改良 助長法 第十四 条

種苗 法施行 規則、 卸売市 場法施行 規則、 漁業操 業
に 関する 日本国 政府と ソヴィ エト社会 主義共 和国
連邦 政府と の間 の協 定第 一条 の
1 日本国 沿岸の地
先沖 合の公 海水域 におけ る漁業の 操業の 調整に 関
す る省令 、分収 林特別 措置法 施行規則 、農林 水産
省関係 研究交 流促進 法施行 規則、ア リモド キゾウ
ムシ の緊急 防除に 関する 省令、牛 及び豚 のうち 純
粋 種の繁 殖用の もの並 びに無 税を適用 する馬 の証
明書の 発給に 関する 省令、 野菜栽培 用の豆 の証明
書の 発給に 関する 省令、 ナシ枝枯 細菌病 菌の緊 急
防 除を行 うため に必要 な措置 に関する 省令及 びイ
モゾウ ムシの 緊急防 除に関 する省令 （以下 「関係
省令 」とい う。） に規定 する様 式によ る書面は 、
平 成十一 年三月 三十一 日まで の間は 、これ を使用
するこ とがで きる。
４ 平成十 一年三 月三十 一日以 前に使 用され たこの
省令によ る改正 前の関 係省令 に規定 する様 式によ
る書 面は、 この省令 による 改正後 の関係 省令に 規
定 する様 式によ る書面 とみなす 。
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の三 の改正 規定に係 る部分 を除く 。）並 びに第 四
百 七十二 条の規定 （市町 村の合 併の特 例に関 する
法律第 六条、 第八条及 び第十 七条の 改正規 定に係
る部 分を除 く。）並 びに附 則第七 条、第 十条、 第
十 二条、 第五十九 条ただ し書、 第六十 条第四 項及
び第五 項、第 七十三条 、第七 十七条 、第百 五十七
条第 四項か ら第六項 まで、 第百六 十条、 第百六 十
三 条、第 百六十四 条並び に第二 百二条 の規定 公
布の日
（国 等の事 務）
第 百五十 九条 この法律 による 改正前 のそれ ぞれの 法
律に規 定する ものの ほか、 この法律 の施行 前にお い
て、 地方公 共団体 の機関 が法律 又はこ れに基づ く政
令 により 管理し 又は執 行する 国、他 の地方 公共団 体
その他 公共団 体の事 務（附 則第百 六十一 条にお いて
「国等の事務」という。）は、この法律の施行後
は、地方 公共団 体が法 律又は これに 基づく 政令に よ
り当 該地方 公共団体 の事務 として 処理す るもの とす
る。
（処分 、申請 等に関す る経過 措置）
第百 六十条 この 法律（附 則第一 条各号 に掲げ る規定
に ついて は、当 該各規定 。以下 この条 及び附 則第百
六十三 条にお いて同じ 。）の 施行前 に改正 前のそ れ
ぞれ の法律 の規定に よりさ れた許 可等の 処分そ の他
の 行為（ 以下こ の条にお いて「 処分等 の行為 」とい
う。） 又はこ の法律の 施行の 際現に 改正前 のそれ ぞ
れの 法律の 規定によ りされ ている 許可等 の申請 その
他 の行為 （以下 この条に おいて 「申請 等の行 為」と
いう。 ）で、 この法律 の施行 の日に おいて これら の
行為 に係る 行政事務 を行う べき者 が異な ること とな
る ものは 、附則 第二条か ら前条 までの 規定又 は改正
後のそ れぞれ の法律（ これに 基づく 命令を 含む。 ）
の経 過措置 に関する 規定に 定める ものを 除き、 この
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法律 の施行 の日以後 におけ る改正 後のそ れぞれ の法
律 の適用 につい ては、改 正後の それぞ れの法 律の相
当規定 により された処 分等の 行為又 は申請 等の行 為
とみ なす。
２ この 法律の 施行前に 改正前 のそれ ぞれの 法律の 規
定によ り国又 は地方公 共団体 の機関 に対し 報告、 届
出、提出その他の手続をしなければならない事項
で 、この 法律の 施行の日 前にそ の手続 がされ ていな
いもの につい ては、こ の法律 及びこ れに基 づく政 令
に別 段の定 めがある ものの ほか、 これを 、改正 後の
そ れぞれ の法律 の相当規 定によ り国又 は地方 公共団
体の相 当の機 関に対 して報 告、届出 、提出 その他 の
手続 をしな ければ ならな い事項 につい てその手 続が
さ れてい ないも のとみ なして 、この 法律に よる改 正
後のそ れぞれ の法律 の規定 を適用 する。
（不 服申立 てに関 する経 過措置 ）
第百六十 一条 施行日 前にさ れた国 等の事 務に係 る処
分で あって 、当該処 分をし た行政 庁（以 下この 条に
お いて「 処分庁 」という 。）に 施行日 前に行 政不服
審査法 に規定 する上級 行政庁 （以下 この条 におい て
「上 級行政 庁」とい う。） があっ たもの につい ての
同 法によ る不服 申立てに ついて は、施 行日以 後にお
いても 、当該 処分庁に 引き続 き上級 行政庁 がある も
のと みなし て、行政 不服審 査法の 規定を 適用す る。
こ の場合 におい て、当該 処分庁 の上級 行政庁 とみな
される 行政庁 は、施行 日前に 当該処 分庁の 上級行 政
庁で あった 行政庁と する。
２ 前項 の場合 において 、上級 行政庁 とみな される 行
政庁が 地方公 共団体の 機関で あると きは、 当該機 関
が行 政不服 審査法の 規定に より処 理する ことと され
る 事務は 、新地 方自治法 第二条 第九項 第一号 に規定
する第 一号法 定受託事 務とす る。
（罰 則に関 する経過 措置）
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第百 六十三 条 こ の法律の 施行前 にした 行為に 対する
罰 則の適 用につ いては、 なお従 前の例 による 。
（その 他の経 過措置の 政令へ の委任 ）
第百 六十四 条 こ の附則に 規定す るもの のほか 、この
法 律の施 行に伴 い必要な 経過措 置（罰 則に関 する経
過措置 を含む 。）は、 政令で 定める 。
（検 討）
第 二百五 十条 新地方自 治法第 二条第 九項第 一号に 規
定する 第一号 法定受託 事務に ついて は、で きる限 り
新た に設け ることの ないよ うにす るとと もに、 新地
方 自治法 別表第 一に掲げ るもの 及び新 地方自 治法に
基づく 政令に 示すも のにつ いては、 地方分 権を推 進
する 観点か ら検討 を加え 、適宜 、適切 な見直し を行
う ものと する。
第二百 五十一 条 政 府は、 地方公 共団体 が事務 及び事
業を 自主的 かつ自 立的に 執行で きるよ う、国 と地方
公共団体 との役 割分担 に応じ た地方 税財源 の充実 確
保の 方途に ついて、 経済情 勢の推 移等を 勘案し つつ
検 討し、 その結 果に基づ いて必 要な措 置を講 ずるも
のとす る。
附 則 （平成一 一年七 月二六 日法律 第一〇 九
号）
（施 行期日 ）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。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 第一 条中卸 売市場法 第四十 六条の 改正規 定 平
成十一 年十月 一日
二 第一条 中卸売市 場法第 二十条 の改正 規定、 同法
第 二十九 条から第 三十二 条まで の改正 規定（ 同法
第三十 条に係 る部分に 限る。 ）、同 法第五 十一条
の改 正規定 、同法第 六十二 条の改 正規定 、同法 第

附 則 （ 平成一一 年七月 二六日 政令第 二三
三 号）
この 政令は 、公布 の日から 施行す る。

附 則 （平成 一一年 七月二六 日農林 水産省
令第五 〇号）
こ の省令 は、公 布の日 から施 行する。
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六十 三条の 改正規定 及び同 法第八 十一条 の次に 次
の 一条を 加える改 正規定 （同法 第八十 二条第 二号
に係る 部分に 限る。） 平成 十二年 四月一 日
（卸 売市場 整備基本 方針に ついて の経過 措置）
第 二条 この法 律の施行 の際現 に改正 前の卸 売市場 法
（以下 「旧法 」という 。）第 四条第 一項の 規定に よ
り定 められ ている卸 売市場 の整備 を図る ための 基本
方 針は、 この法 律の施行 の日か ら起算 して一 年を経
過する 日（そ の日まで に改正 後の卸 売市場 法（以 下
「新 法」と いう。） 第四条 第五項 の規定 により 変更
さ れたと きは、 その変更 された 日）ま での間 は、新
法第四 条第一 項の規 定によ り定めら れた卸 売市場 の
整備 を図る ための 基本方 針とみ なす。
（ 中央卸 売市場 の業務 規程に 関する 経過措 置）
第三条 この 法律の 施行の 際現に 効力を 有する 旧法第
八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場
（以下この条において「既設中央卸売市場」とい
う。 ）を開 設してい る地方 公共団 体は、 新法の 規定
に より必 要とな る業務規 程の変 更につ き、こ の法律
の施行 の日か ら起算し て十月 を経過 する日 までに 、
新法 第十一 条第一項 の規定 による 認可の 申請を しな
け ればな らない 。
２ 既 設中央 卸売市場 の業務 規程は 、この 法律の 施行
の日 から起 算して一 年を経 過する 日（そ の日ま でに
前 項の申 請に係 る業務規 程の変 更の認 可の処 分があ
った既 設中央 卸売市場 にあっ ては当 該変更 の認可 に
係る 業務規 程の効力 が発生 する日 、その 日まで に同
項 の申請 に係る 業務規程 の変更 の認可 又は変 更の認
可の拒 否の処 分がなか った既 設中央 卸売市 場にあ っ
ては 当該変 更の認可 又は変 更の認 可の拒 否の処 分が
あ った日 （当該 変更の認 可の処 分があ った日 後に当
該変更 の認可 に係る業 務規程 の効力 が発生 するも の
にあ っては 、その効 力が発 生する 日）） までは 、新
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法第三章の規定により定められた業務規程とみな
す 。この 場合に おいて、 当該業 務規程 と同章 の規定
が抵触 する場 合におい ては、 当該抵 触する 部分に つ
いて は、同 章の規定 は、適 用しな い。
（ 事業報 告書の 写しの備 付け及 び閲覧 に関す る経過
措置）
第四 条 新 法第二 十九条の 規定は 、平成 十一年 四月一
日 に始ま る事業 年度（四 月から 九月ま で及び 十月か
ら翌年 三月ま でを事業 年度と する卸 売業者 にあっ て
は、 平成十 一年十月 一日に 始まる 事業年 度）に 係る
事 業報告 書から 適用する 。
（罰則 につい ての経 過措置 ）
第五 条 こ の法律 の施行 前にし た行為 に対する 罰則の
適 用につ いては 、なお 従前の 例によ る。
（その 他の経 過措置 の政令 への委 任）
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほ
か、この 法律の 施行に 関し必 要な経 過措置 は、政 令
で定 める。
（ 検討）
第七条 政府 は、この 法律の 施行後 十年を 経過し た場
合に おいて 、この法 律によ る改正 後の規 定の実 施状
況 、卸売 市場を 取り巻く 社会経 済情勢 の変化 等を勘
案し、 卸売市 場の健全 な発展 及び活 性化を 図る観 点
から 、卸売 市場に係 る制度 につい て検討 を加え 、必
要 がある と認め るときは 、その 結果に 基づい て所要
の措置 を講ず るものと する。
○中央省庁等改革関係法施行法（平成一一法律一六〇）抄

中 央 省庁 等 改 革 関 係 法及 び こ の 法 律（ 以 下 「 改 革

（処分、申請等に関する経過措置）
第千三百一条

関 係法等 」と 総称す る。 ）の施 行前 に法令 の規 定によ り従前の
国の機 関が した免 許、許 可、 認可、 承認 、指定 その 他の処分又
は通 知そ の他の 行為 は、法 令に別 段の 定めが ある ものの ほか、
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２

３

改革 関係 法等の 施行 後は、 改革関 係法 等の施 行後 の法令 の相当
規 定に基 づい て、相 当の 国の機 関が した免 許、 許可、 認可、承

改 革 関 係 法 等 の 施行 の 際 現 に 法 令の 規 定 に よ り従 前 の 国 の 機

認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

関 に対し てさ れてい る申 請、届 出そ の他の 行為 は、法 令に別段
の定め があ るもの のほか 、改 革関係 法等 の施行 後は 、改革関係
法等 の施 行後の 法令 の相当 規定に 基づ いて、 相当 の国の 機関に
対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
改 革 関 係 法等 の 施 行 前 に 法 令の 規 定 に よ り 従 前の 国 の 機 関 に
対 し報告 、届出 、提 出その 他の手 続を しなけ れば ならな いとさ
れ てい る事項 で、 改革関 係法 等の施 行の 日前に その手 続がされ
ていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほ
か 、改革 関係法 等の 施行後 は、こ れを 、改革 関係 法等の 施行後
の 法令 の相当 規定 により 相当 の国の 機関 に対し て報告 、届出、
提出そ の他 の手続 をし なけれ ばな らない とさ れた 事項につ いて
そ の手続 がされ てい ないも のとみ なし て、 改革関 係法 等の施行
後の法令の規定を適用する。

なお従前の例によることとする法令の規定によ

（従前の例による処分等に関する経過措置）
第千三百二条

り、従 前の 国の機 関がす べき 免許、 許可 、認可 、承認 、指定そ
の他 の処分 若し くは通 知そ の他の 行為 又は従 前の 国の機関 に対
し てすべ き申請 、届 出その 他の 行為に つい ては、 法令 に別段の
定めが ある ものの ほか、 改革 関係法 等の 施行後 は、改 革関係法
等の 施行後 の法 令の規 定に 基づく その 任務及 び所 掌事務の 区分
に 応じ、 それぞ れ、 相当 の国の 機関 がすべ きも のとし 、又は相
当の国の機関に対してすべきものとする。

改 革 関 係法 等 の 施 行 前 に した 行 為 に 対 す る 罰則 の

（罰則に関する経過措置）
第 千 三 百三 条

適用については、なお従前の例による。
（政令への委任）
第 七十 一 条 か ら 第 七 十六 条 ま で 及 び 第 千三 百

一条か ら前 条まで 並びに 中央 省庁等 改革 関係法 に定 めるものの

第 千三 百 四十 四 条

ほか 、改 革関係 法等 の施行 に関し 必要 な経過 措置 （罰則 に関す
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る経過措置を含む。）は、政令で定める。

附 則 （平成 一一年 一二月 二二日 法律第 一六
〇号） 抄
（ 施行期 日）
第一条 この 法律（第 二条及 び第三 条を除 く。） は、
平成 十三年 一月六日 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 第九百 九十五条 （核原 料物質 、核燃 料物質 及び
原 子炉の 規制に 関する法 律の一 部を改 正する 法律
附則の 改正規 定に係 る部分 に限る。 ）、第 千三百
五条 、第千 三百六 条、第 千三百 二十四 条第二項 、
第 千三百 二十六 条第二 項及び 第千三 百四十 四条の
規定 公布の 日

附 則 （平成 一一年 八月三 一日農 林水産 省
令第 五五号 ）
（ 施行期 日）
１ こ の省令 は、公 布の日 から施行 する。 ただし 、
第二 十九条 の改正 規定は 、平成十 一年十 月一日 か
ら 施行す る。
（経過 措置）
２ この省 令の施 行の際 現に開 設されて いる中 央卸
売 市場の 開設者 に対す る改正 後の卸売 市場法 施行
規則第 三十条 の規定 の適用 について は、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 成十一 年法律 第百九 号）附則 第三条 第二
項の規 定によ り当該 中央卸 売市場の 業務規 程が同
法に よる改 正後の 卸売市 場法第三 章の規 定によ り
定 められ た業務 規程と みなさ れている 間は、 なお
従前の 例によ る。
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附 則 （ 平成一一 年一二 月二二 日政令 第四
一 六号） 抄
（施行 期日）
第一 条 こ の政令 は、平 成十二年 四月一 日から 施行
す る。
（卸売 市場法 施行令 の一部改 正に伴 う経過 措置）
第十 六条 この政 令の施 行前に第 三十二 条の規 定に
よ る改正 前の卸 売市場法 施行令 第九条 の規定 によ
り権限 を委任 された 都道府県 知事が 整備法 第二百
八十 八条の 規定に よる改正 前の卸 売市場 法（昭 和
四 十六年 法律第 三十五号 ）第四 十八条 第一項 の規
定によ り報告 若しく は資料の 提出を 求め、 又は立
入検 査をし た場合 について は、第 三十二 条の規 定

附 則 （ 平成一 一年一 一月一二 日農林 水産
省 令第七 七号）
（施行 期日）
第一 条 こ の省令 は、平 成十二 年四月一 日から 施行
す る。
（経過 措置）
第二 条 平 成十二 年三月 三十一 日以前に 始まる 事業
年 度に係 る事業 報告書 につい ては、こ の省令 によ
る改正後の卸売市場法施行規則（次条において
「新 規則」 という 。）第 三条第五 号（第 八条第 一
項 及び第 二項に おいて 準用す る場合を 含む。 ）及
び第十 七条第 一項（ 合計貸 借対照表 に係る 部分に
限る 。）の 規定に かかわ らず、 なお従 前の例に よ
る。
第三条 平成 十二年 九月二 十九日 以前の 日を計 算日
とす る純資 産額調 書につ いては 、新規 則第三 条第
十号（第 八条第 一項及 び第二 項にお いて準 用する
場合 を含む 。）、第 五条及 び第六 条第一 項の規 定
に かかわ らず、 なお従 前の例に よる。
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附

則

（施 行期日 ）

（平成一二年五月三一日法律第九一
号） 抄

則

（ 平成一 三年三 月三〇日 政令第 一四
一 号） 抄

によ る改正 後の卸 売市場法 施行令 第九条 第三項 の
規 定は、 適用し ない。

附

（施行 期日）

附 則 （ 平成一 二年一 月三一日 農林水 産省
令 第五号 ） 抄
（施行 期日）
第一 条 こ の省令 は、平 成十二 年四月一 日から 施行
す る。

附 則 （ 平成一 二年六 月二七日 農林水 産省
令 第七一 号）
この省 令は、 公布の 日から 施行する 。

附 則 （平成 一二年 九月一 日農林 水産省 令
第八二 号） 抄
（施 行期日 ）
第一条 この省 令は、 内閣法 の一部 を改正 する法 律
（平 成十一 年法律第 八十八 号）の 施行の 日（平 成
十 三年一 月六日 ）から 施行する 。

附 則 （ 平成一 二年一 一月二九 日農林 水産
省 令第九 九号）
この省 令は、 特定目 的会社 による特 定資産 の流動
化に 関する 法律等 の一部 を改正 する法律 の施行 の日
（ 平成十 二年十 一月三 十日） から施行 する。

附 則 （ 平成一 三年三 月二六日 農林水 産省
令 第六四 号）
この省 令は、 平成十 三年四 月一日か ら施行 する。
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附 則 （ 平成一 五年九 月三〇 日農林 水産省
令第一〇 三号） 抄
（施 行期日 ）
第 一条 この省 令は、 公布の日 から施 行する 。ただ
し、附 則第三 条から 第十条 までの規 定は、 平成十
五年 十月一 日から 施行す る。

附 則 （平成 一六年六 月九日 政令第 一九六
附 則 （平 成一六 年六月九 日農林 水産省 令
号）
第五 一号）
こ の政令 は、公 布の日 から施行 する。
（施行 期日）
第一条 この 省令は 、公布 の日から 施行す る。た だ
し、 第二条 の前に 一条を 加える 改正規 定（第 一条
第 二号及 び第三 号に係 る部分 に限る 。）は 、平成
二十 一年四 月一日 から施 行する。
（ 経過措置 ）
第 二条 平成十 七年三 月三十 一日以前 に始ま る事業
年度 に係る 事業報 告書に ついては 、この 省令に よ
る 改正後 の卸売 市場法 施行規 則（以下 「新規 則」

附 則 （平成一四年二月八日政令第二七
号） 抄
（施 行期日 ）
第 一条 この政 令は、 公布の日 から施 行する 。

１ この法 律は、 商法等の 一部を 改正す る法律 （平成 第一条 この 政令は 、平成十 三年四 月一日 から施 行
十 二年法 律第九 十号）の 施行の 日から 施行す る。
する 。
（施行の日＝ 平成一三年四月一日）

附 則 （平成一 三年三 月三〇 日法律 第七号 ）
抄
（施 行期日 ）
第 一条 この法 律は、平 成十三 年四月 一日か ら施行 す
る。
附 則 （平成 一四年二 月八日 法律第 一号）
抄
（施 行期日 ）
第 一条 この法 律は、 公布の 日から 施行す る。

附 則 （平成 一六年 六月九 日法律 第九六 号）
（施 行期日 ）
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただ
し、第 四十一 条の改正 規定は 、平成 二十一 年四月 一
日か ら施行 する。
（ 卸売市 場整備 基本方針 につい ての経 過措置 ）
第二条 この 法律の施 行の際 現に改 正前の 卸売市 場法
（以 下「旧 法」とい う。） 第四条 第一項 の規定 によ
り 定めら れてい る卸売市 場の整 備を図 るため の基本
方針は 、この 法律の施 行の日 から起 算して 一年を 経
過す る日（ その日ま でに改 正後の 卸売市 場法（ 以下
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「新 法」と いう。） 第四条 第一項 又は第 六項の 規定
に より定 められ 、又は変 更され たとき は、そ の定め
られ、 又は変 更された 日）ま での間 は、新 法第四 条
第一 項の規 定により 定めら れた卸 売市場 の整備 を図
る ための 基本方 針とみな す。
（中央 卸売市 場整備計 画につ いての 経過措 置）
第三 条 こ の法律 の施行の 際現に 旧法第 五条第 一項の
規 定によ り定め られてい る中央 卸売市 場の整 備を図
るため の計画 は、この 法律の 施行の 日から 起算し て
一年 を経過 する日（ その日 までに 新法第 五条第 一項
又 は第五 項の規 定により 定めら れ、又 は変更 された
ときは 、その 定めら れ、又 は変更さ れた日 ）まで の
間は 、新法 第五条 第一項 の規定 により 定められ た中
央 卸売市 場の整 備を図 るため の計画 とみな す。
（都道 府県卸 売市場 整備計 画につ いての 経過措 置）
第四 条 こ の法律 の施行 の際現 に旧法 第六条 第一項 の
規定によ り定め られて いる都 道府県 におけ る卸売 市
場の 整備を 図るため の計画 は、こ の法律 の施行 の日
か ら起算 して一 年六月を 経過す る日（ その日 までに
新法第六条第一項又は第五項の規定により定めら
れ、 又は変 更された ときは 、その 定めら れ、又 は変
更 された 日）ま での間は 、新法 第六条 第一項 の規定
により 定めら れた都道 府県に おける 卸売市 場の整 備
を図 るため の計画と みなす 。
（ 中央卸 売市場 の業務規 程に関 する経 過措置 ）
第五条 この 法律の施 行の際 現に効 力を有 する旧 法第
八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場
（ 次項に おいて 「既設中 央卸売 市場」 という 。）を
開設し ている 地方公共 団体は 、新法 の規定 により 必
要と なる業 務規程の 変更に つき、 この法 律の施 行の
日 から起 算して 十月を経 過する 日まで に、新 法第十
一条第 一項の 規定によ る認可 の申請 をしな ければ な
らな い。

とい う。） 第七条 第五号 （第十 三条に おいて 準用
す る場合 を含む 。）、 第十七 条第一 項及び 第十八
条第一 項の規 定にか かわら ず、な お従前 の例に よ
るこ とがで きる。
第 三条 平成十 七年三 月三十 一日以前 の日を 計算日
とす る純資 産額調 書につい ては、 新規則 第七条 第
十号（第十三条において準用する場合を含
む。） 、第九 条及び 第十条 第一項の 規定に かかわ
らず 、なお 従前の 例によ ることが できる 。
第四 条 平 成十七 年三月 三十一 日以前 の日を 計算日
とする 純資産 額の計 算につ いては、 新規則 第八条
の規 定にか かわら ず、な お従前の 例によ ること が
で きる。
第五条 平成 十七年 三月三 十一日以 前の日 を計算 日
とす る残高 試算表 につい ては、新 規則第 十一条 第
二 項の規 定にか かわら ず、な お従前の 例によ るこ
とがで きる。
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２ 既設中 央卸売 市場の業 務規程 は、こ の法律 の施行
の 日から 起算し て一年を 経過す る日（ その日 までに
前項の 申請に 係る業務 規程の 変更の 認可の 処分が あ
った 既設中 央卸売市 場にあ っては 当該変 更の認 可に
係 る業務 規程の 効力が発 生する 日、そ の日ま でに同
項の申 請に係 る業務規 程の変 更の認 可又は 変更の 認
可の 拒否の 処分がな かった 既設中 央卸売 市場に あっ
て は当該 変更の 認可又は 変更の 認可の 拒否の 処分が
あった 日（当 該変更の 認可の 処分が あった 日後に 当
該変 更の認 可に係る 業務規 程の効 力が発 生する もの
に あって は、そ の効力が 発生す る日） ）まで は、新
法第三章の規定により定められた業務規程とみな
す。 この場 合にお いて、 当該業 務規程 と同章の 規定
が 抵触す る場合 におい ては、 当該抵 触する 部分に つ
いては 、同章 の規定 は、適 用しな い。
（罰 則の適 用に関 する経 過措置 ）
第六条 この法 律の施 行前に した行 為に対 する罰 則の
適用 につい ては、な お従前 の例に よる。
（ 政令へ の委任 ）
第七条 この 附則に規 定する ものの ほか、 この法 律の
施行 に関し て必要な 経過措 置は、 政令で 定める 。
○ 会 社 法 の 施 行に 伴 う 関 係 法 律の 整 備 等 に 関 する 法 律 （ 平 成 一七
法律八七）抄
（罰則に関する経過措置）
施 行 日 前 に し た行 為 及 び こ の法 律 の 規 定 に より

なお 従前 の例に よる ことと される 場合 におけ る施 行日以 後にし

第五百二十七条

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

こ の法 律 に 定 め る もの の ほ か 、 この 法 律 の 規 定

（政令への委任）
第五百二十八条

に よる法 律の 廃止又 は改 正に伴 い必 要な経 過措 置は、 政令で定
める。
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附 則 （平成一七年七月二六日法律第八七
号） 抄
この法 律は、 会社法の 施行の 日から 施行す る。
（施行の日＝平成一八年五月一日）

附 則 （平成一八年三月三一日法律第一〇
附 則 （ 平成一 八年三 月三一 日政令 第一三
号） 抄
五号） 抄
（施 行期日 ）
（施 行期日 ）
第 一条 この法 律は、 平成十 八年四 月一日 から施 行す 第 一条 この政 令は、 平成十八 年四月 一日か ら施行
る。
する。
（罰 則に関 する経 過措置 ）
第二百十 一条 この法 律（附 則第一 条各号 に掲げ る規
定にあっては、当該規定。以下この条において同
じ 。）の 施行前 にした行 為及び この附 則の規 定によ
りなお 従前の 例による ことと される 場合に おける こ
の法 律の施 行後にし た行為 に対す る罰則 の適用 につ
い ては、 なお従 前の例に よる。
（その 他の経 過措置の 政令へ の委任 ）
第二 百十二 条 こ の附則に 規定す るもの のほか 、この
法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め
る。

附 則 （平 成一七 年三月七 日農林 水産省 令
第一 八号）
こ の省令 は、不 動産登 記法の 施行の日 （平成 十七
年三月 七日） から施 行する 。

附 則 （平成 一八年 四月二六 日農林 水産省
令第三 九号）
（施 行期日 ）
第 一条 この省 令は、 会社法 の施行の 日（平 成十八
年五月 一日） から施 行する 。
（経 過措置 ）
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附

則 （平成二三年六月三〇日法律第八二
号） 抄

附

則

（平成 二三年 六月三 〇日政 令第一九
九号） 抄

第二 条 平 成十九 年三月 三十一 日以前に 始まる 事業
年 度に係 る事業 報告書 につい ては、こ の省令 によ
る改正 後の卸 売市場 法施行 規則（以 下「新 規則」
とい う。） 第七条 第五号 （第十三 条にお いて準 用
す る場合 を含む 。）、 第十七 条第一項 及び第 十八
条第一 項の規 定にか かわら ず、なお 従前の 例によ
るこ とがで きる。
第 三条 平成十 九年三 月三十 一日以前 の日を 計算日
とする 純資産 額調書 につい ては、新 規則第 七条第
十号（第十三条において準用する場合を含
む 。）、 第九条 及び第 十条第 一項の規 定にか かわ
らず、 なお従 前の例 による ことがで きる。
第四 条 平 成十九 年三月 三十一 日以前 の日を計 算日
と する純 資産額 の計算 につい ては、 新規則 第八条
の規定 にかか わらず 、なお 従前の 例によ ること が
でき る。
第五条 平成十 九年三 月三十 一日以 前の日 を計算 日
とす る残高 試算表に ついて は、新 規則第 十一条 第
二 項の規 定にか かわら ず、なお 従前の 例によ るこ
とがで きる。
第六 条 平 成十九 年三月 三十一 日以前の 日を計 算日
と する資 本の合 計金額 の計算 について は、新 規則
第三十 二条の 三第三 項の規 定にかか わらず 、なお
従前 の例に よるこ とがで きる。

則

附 則 （平 成一九 年八月三 一日農 林水産 省
令第 七〇号 ）
こ の省令 は、証 券取引 法等の 一部を改 正する 法律
の施行の日（平成十九年九月三十日）から施行す
る。
附

（ 平成二 三年六 月三〇日 農林水 産省
令 第四二 号）
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（施 行期日 ）
（施行 期日）
第 一条 この法 律は、公 布の日 から施 行する 。
第一 条 こ の政令 は、公 布の日か ら施行 する。
（罰則 に関す る経過措 置）
第九 十二条 この 法律（附 則第一 条各号 に掲げ る規定
にあっては、当該規定。以下この条において同
じ。） の施行 前にした 行為及 びこの 附則の 規定に よ
りな お従前 の例によ ること とされ る場合 におけ るこ
の 法律の 施行後 にした行 為に対 する罰 則の適 用につ
いては 、なお 従前の例 による 。
（そ の他の 経過措置 の政令 への委 任）
第 九十三 条 こ の附則に 規定す るもの のほか 、この 法
律の施 行に関 し必要 な経過 措置は、 政令で 定める 。

こ の省令 は、租 税特別 措置法 施行令等 の一部 を改
正 する政 令の施 行の日 （平成 二十三 年六月 三十日 ）
から施 行する 。

附 則 （平成 二三年 八月三 一日農 林水産 省
令第五 二号） 抄
（施 行期日 ）
第一条 この省 令は、 平成二 十三年 九月一 日から 施
行す る。
（ 経過措 置）
第三条 この 省令の 施行の 際現にこ の省令 による 改
正前 のそれ ぞれの 省令の 規定によ り従前 の農林 水
産 省の機 関に対 してさ れてい る送付そ の他の 行為
は、こ の省令 の施行 後は、 改正後の それぞ れの省
令の 相当規 定によ り相当 の農林水 産省の 機関に 対
し てされ た送付 その他 の行為 とみなす 。
第四条 この 省令の 施行の 際現にあ る第五 条の規 定
によ る改正 前の農 業災害 補償法施 行規則 別記様 式
による証票（農林水産省の職員に係るものに限
る。） 、第七 条の規 定によ る改正前 の農業 委員会
等に 関する 法律施 行規則 別記第七 号様式 による 証
明 書及び 第十四 条の規 定によ る改正前 の卸売 市場
法施行 規則別 記様式 第八号 による証 明書（ 農林水
産省 の職員 に係る ものに 限る。） は、当 分の間 、
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附 則 （平成二五年六月十四日法律第四四
号） 抄
（施 行期日 ）
第 一条 この法 律は、公 布の日 から施 行する 。
（罰則 に関す る経過措 置）
第十 条 こ の法律 （附則第 一条各 号に掲 げる規 定にあ
っ ては、 当該規 定）の施 行前に した行 為に対 する罰
則の適 用につ いては 、なお 従前の例 による 。
（政 令への 委任）
第 十一条 この 附則に 規定す るもの のほか 、この 法律
の施行 に関し 必要な 経過措 置（罰 則に関 する経 過措
置を 含む。 ）は、 政令で 定める 。

第十 八条の 規定に よる改 正後の農 林水産 省の職 員
が 検査の 際に携 帯する 身分証 明書の様 式を定 める
省令別 記様式 による 証明書 とみなす 。

附 則 （ 平成二七 年九月 一五日 農林水 産省
令 七〇号 ）抄
（施行 期日）
第一 条 こ の省令 は、平 成二十 七年十月 一日か ら施
行 する。
（罰則 に関す る経過 措置）
第四 条 こ の省令 の施行 前にし た行為に 対する 罰則
の 適用に ついて は、な お従前 の例によ る。

附 則 （ 平成二 八年四 月一日農 林水産 省令
第 三〇号 ）
この省 令は、 公布の 日から 施行する 。

別 記様式 〔略〕
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