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Ⅰ 売買取引方法に係る関係法令等

■ 卸売市場法（抄）

（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。
５ 第十一条第二項の規定は、開設者が第一項第二号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。

■ 卸売市場法施行規則（抄）

（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。
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

（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 3



Ⅱ １号物品～３号物品の設定事例

■ １号物品（せり売又は入札の方法によるもの）の事例

※仙台市中央卸売市場、東京都中央卸売市場、名古屋市中央卸売市場、大阪市中央卸売市場、福岡市中央卸売市場の事例
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青 果 水 産 物 食 肉 花 き

仙台市
（1）法蓮草、小松菜、チンゲンサイ、ゆき菜、山東菜、大根菜、京菜
（２）おうとう(国産品に限る。)
（３）近在移動せり物品として、卸売場内において特に区別された物品

生鮮水産物（3号物品を除く。）
馬、羊及び山羊の枝肉(3号
物品を除く。)

該当品目なし

東京都 該当品目なし

（築地市場）
まぐろ類、かじき類、活魚類、えび類、煮干製品及び素干品類等、品質が異
なるため個々に評価を必要とする品目で別に定めるもの
（築地以外）
まぐろ類等で、品質が異なるため個々に評価を必要とする物品で市場ごとに
別に定めるもの

牛及び馬の枝肉（輸入肉を
除く。）

該当品目なし

名古屋市
（１）個選又は個人出荷に係る野菜
（２）個選若しくは個人出荷に係る果実又はこれらに類するものとして規則で定
める果実

生鮮水産物（特殊用途生鮮水産物を除く。）及びこれを冷凍したもののうち市
場で解凍して卸売をするもの

牛及び豚の枝肉

大阪市

（本場）
（１） にんじん、ごぼう、れんこん、わらび、ばれいしょ、たまねぎ、メークインそ
の他市長が定める野菜
（２） みかん、いよかん、ゴールデンデリシャス、ジョナゴールド、二十世紀、ネ
オマスカット、いちごその他市長が定める果実
（東部市場）
（１） わらび、ずいき、あかめいも、えびいも、カリフラワー、赤キャベツ、ミニセ
ルリーその他市長が定める野菜
（２） ネーブルオレンジ、ぽんかん、ゴールデンデリシャス、新世紀、甲州ぶどう、
ネオマスカット、いちじくそのた市長が定める果実

（本場）
まぐろ類、かじき類、煮干しいわし、ちりめんその他市長が定める水産物
（東部市場）
いんどまぐろ、めばち（冷凍品に限る。）、ちりめん（国産品に限る。）、ふし類そ
の他市長が定める水産物

牛（生体搬入の枝肉）

福岡市 該当品目なし 該当品目なし 該当品目なし



■ ２号物品（一定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もの）の事例
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青 果 せり・入札割合 水 産 物 せり・入札割合 食 肉
せり・入札

割合
花 き

せり・入札
割合

仙台市 該当品目なし 該当品目なし
牛及び豚の
枝肉(3号物
品を除く。)

50%
切花（3号物
品を除く。）

40%

東京都

（野菜）
だいこん、キャベツ、レタス、はくさい、ほうれんそう、ねぎ、
きゅうり、なす、トマト、ピーマン等、一般消費者の需要の多
い物品で市場ごとに別に定めるもの
（果実）
みかん、りんご、なし、かき、もも、ぶどう、いちご、メロン類、
すいか等、一般消費者の需要の多い物品で市場毎に別に
定めるもの

（大田市場）
品目に応じて設定
（ケース数、割合）

（築地市場）
まぐろ類（１号の物品を除く。）、かつお類、ぶり類、あじ類、さ
わら類、いわし類、いか類、かれい類、めぬけ類、たら類、活
魚類（１号の物品を除く。）、生鮮貝類、生鮮淡水魚類、うに
類、塩干品類、煮干製品類（１号の物品を除く。）及びその他
生鮮魚類等、一般消費者の需要の多い物品で別に定めるも
の
（築地以外）
まぐろ類等（１号の物品を除く。）で、一般消費者の需要の多
い物品で市場ごとに別に定めるもの

（築地市場）
品目に応じて設
定（40%～全
量）

豚の枝肉（輸
入肉を除く。）

一部予約相
対を除きほぼ
全量

切花、鉢物
等１号及び３
号の物品以
外の物品

（大田市場）
品目に応じて
設定（ケース
数）

名古屋市 該当品目なし
冷凍まぐろ類及び冷凍かじき類（市場で解凍して販売するも
のを除く。）

20% 該当品目なし

大阪市

（本場）
１号物品及び３号物品以外の物品
（東部市場）
１号物品及び３号物品以外の物品

（本場）50%
（東部市場）品目
に応じて設定（50
～70%）

（本場）
１号物品及び３号物品以外の物品
（東部市場）
１号物品及び３号物品以外の物品

（本場）品目に
応じて設定（50
～70%）
（東部市場）品
目に応じて設定
（30～80％）

牛（生体搬入
に係るものを
除く。）の枝肉
及び豚（生体
搬入に係るも
のを除く。）の
枝肉

50%

福岡市

近郊産地の個選品目のうち規則で定める品目
（野菜）
だいこん、かぶ、にんじん、ごぼう、れんこん、たけのこ、はく
さい、キャベツ、しゅんぎく、ほうれんそう、ねぎ、にら、山汐、
かぶ菜、かつお菜、京菜、高菜、小松菜、はざ、こな、レタ
ス、セルリー、カリフラワー、ブロッコリー、チンゲンサイ、なす、
トマト、きゅうり、うり、ピーマン、いんげん、実えんどう、そらま
め、えだまめ、さといも、たまねぎ、かんしょ、ばれいしょ、や
まのいも及び生しいたけ
（果実）
かんきつ類（ゆず類及びだいだいを除く。）、ぶどう、なし、か
き、すいか、メロン、もも（桜桃を除く。）、すもも、枇杷、いち
じく、いちご及びくり

70%
いわし類、あじ類、さば類、いか類並びに１号物品及び３号物
品以外の品目

50%
国産の牛及
び豚の枝肉

50%
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青 果 水 産 物 食 肉 花 き

仙台市

(１) 根菜類、洋菜類、葉茎菜類(1号物品を除く。)、果菜類、豆科野菜、土
物類、香辛つま物野菜、きのこ類、もやし類、山菜類、乾燥野菜類その他その
品目又は品質が特殊であるため、通常、一般消費者の日常生活において食用
に供されることが少なく、飲食店の営業用、つけ物の原料用等の加工用等限ら
れた特殊な用途に供される野菜及び野菜の加工品
(２) かんきつ類、りんご、なし、かき、もも・すもも・おうとう(国産品は除く。)等の
仁果核果類、ぶどう、いちご、メロン、すいか、バナナ・パインアップル・キウイフ
ルーツ等の熱亜熱帯果実、くり、いちじく、乾燥果実、冷凍果実その他その品
目又は品質が特殊であるため、通常、一般消費者の日常生活において食用に
供されることが少なく、飲食店の営業用、つけ物の原料用等の加工用等限ら
れた特殊な用途に供される果実及び果実の加工品
(３) 加工食料品((１)及び(２)に掲げる加工食料品を除く。)
(４) 鳥卵

(１) 冷凍水産物(市場で解凍して卸売するものを除く。)及び生鮮水産物の加
工品(湯煮又は焼干ししたものを除く。)
(２) 淡水魚類、ふぐ、貝類(かき類を除く。)、いせえび・ざりがに類、しゃこ類、
あみ類、うに・なまこ類、冷凍鯨肉、かまぼこ・プレスハム等の原料に供する水
産物
(３) 加工食料品((１)に掲げる加工食料品を除く。)

(１) 牛、豚、馬、羊及び山
羊の部分肉(枝肉をもも、ヒ
レ、ロース、ばら、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
(２) 原皮、内臓その他の副
産物
(３) 加工食料品

(１) 花きのうち種苗、花
木・庭木、はち植のもの、枝
物及び乾燥、染色その他の
方法で加工されたもの
(２) カトレア若しくはシンビ
ジュームの切花、はすの葉
及びうらじろその他その品目
又は品質が特殊であるため、
通常、一般消費者の日常
生活において鑑賞の用に供
されることが少なく、冠婚葬
祭用等限られた特殊な用途
に供される花き

東京都 １号物品及び２号物品以外の物品 １号物品及び２号物品以外の物品
１号物品及び２号物品以外
の物品

種子、水草並びにミニ門松、
荒神松等主として葬祭又は
年中行事等限られた特殊な
用途に供される花き及びそ
の他の加工品

名古屋市 １号物品及び２号物品以外の物品 １号物品及び２号物品以外の物品
１号物品及び２号物品以外
の物品

大阪市

（本場）
（１） ミニトマト、リーキ、しょうが、まいたけ、輸入野菜その他市長が定める野菜
及び野菜の加工品
（２） レモン、パインアップル、キウイフルーツ、輸入果実その他市長が定める
果実及び果実の加工品
（東部市場）
（１） やまのいも、くわい、リーキ、大葉、輸入野菜その他市長が定める野菜及
び野菜の加工品
（２） レモン、パインアップル、キウイフルーツ、輸入果実その他市長が定める
果実及び果実の加工品

（本場）
あさり、うなぎ、塩干品、桜干品、練製品その他市長が定める水産物
（東部市場）
貝類、淡水魚類、桜干類、湯煮類その他市長が定める水産物

豚（生体搬入に係るものを
除く。）の枝肉、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）
その他市長が定める肉類及
び肉類の加工品

福岡市 １号物品及び２号物品以外の物品
冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品、養殖はまち、養殖たい、養殖すずき、
養殖ひらめ、淡水魚類、ふぐ、貝類（かき類を除く。）、いせえび、ざりがに類、
しゃこ類、あみ類、うに・なまこ類、さめ類及び生遊魚

１号物品及び２号物品以外
の物品

■ ３号物品（１号物品又は２号物品以外）の事例



Ⅲ 卸売予定数量等の公表に係る関係法令等

（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。
（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。

■ 卸売市場法（抄）

（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。
（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。）
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。）
三 法第三十七条ただし書の規定による卸売
四 法第三十九条第二号の規定による卸売
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。
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

■ 卸売市場法施行規則（抄）

7
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Ⅳ 差別的取扱いの禁止及び受託拒否の禁止に係る関係法令等

（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。

■ 卸売市場法（抄）

■ 中央卸売市場における業務運営について（抄）（平成12年3月31日付け食品流通局長通知）

第４ 中央卸売市場における売買取引
４ 差別的取扱いの禁止

卸売業者は、法第36条第１項の規定により、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に対して不当に差別
的な取扱いをすることが禁止されている。これは、市場取引は公正に行われなければならず、取引の安全、秩序等の保持の見地から、信用力、取引量、
決済方法等に応じた、いわゆる通常の商取引において許容される範囲を超えるような不当な取扱いをしてはならないという趣旨から設けられた規定である。
開設者にあっては、このような趣旨に反することのないよう、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他関係者を適切に指導するものとする。
なお、量販店等の大型小売事業者が卸売業者に出資等をすることは禁止されているものではないが、この場合において、卸売業者が当該大型小売事業
者からの働きかけを受け、通常の商取引において許容される範囲を超えて、当該大型小売事業者の取引に利するために特定の出荷者、仲卸業者又は
売買参加者に便益を与える行為又は不利な取扱いをする行為は、差別的な取扱いを禁止する法第36条第１項の規定に抵触し、公正な売買取引による
適正価格の形成にも大きな影響を与えるおそれがある。
開設者にあっては、かかる差別的な取扱いが行われることがないよう、不断の監視に努めるなど、卸売業務の適正な運営の確保に努めるものとする。
５ 受託拒否の禁止

卸売業者は、法第36条第２項の規定により、許可物品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った場合には、「正当な理
由」がなければ、その引受けを拒んではならないとされている（受託拒否の禁止原則）。
これは、経時変化が著しい生鮮食料品等について、規模の大小に関わらず生産者に安定的な販路を提供するとともに、卸売業者の恣意による需給操作
（入荷制限）を排除し、適切な価格形成を図るという趣旨から設けられた規定である。
この場合の正当な理由としては、上記の趣旨を損なわない範囲内において、次の(1)から(5)までのとおり、５つの観点の下、７つの区分がこれに該当するも
のと考えられる。
このことを踏まえ、開設者にあっては、別紙２にも留意しつつ、個別具体的な事案について、卸売業者の恣意により正当な理由なしに受託拒否が行われる
ことのないよう、日頃から適正かつ厳格な指導に努めるとともに、卸売業者が正当な理由なしに受託拒否を行ったことにより出荷者が不利益を被った場合
には、受託契約約款に基づき出荷者へ賠償するなどの指導を行うものとする。
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【前頁からの続き】
また、卸売業者が正当な理由により受託拒否を行ったにもかかわらず、出荷者との力関係等を背景として卸売業者が不利益を被った場合には、開設者
への相談や、国の相談窓口（市場取引１１０番など）の活用を促すものとする。
(1) 物品が一定の機能を有しているか
卸売市場が国民へ安全な生鮮食料品等を供給するという役割を果たすためには、卸売市場へ出荷される物品が一定の機能を有していることが必要
である。
このような観点から、正当な理由として、次の２つの区分が考えられる。
① 衛生上有害な物品等の場合（区分１）
② その市場の過去の実績からみてすべて残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であるとして開設者の指定する検査員が認めた場合

（区分２）
(2) 施設面での物理的な制約がないか
卸売市場の施設は、供給対象人口や取扱数量等の見込みをもとに整備がなされており、施設の処理能力には物理的な制約があることから、これを超
えて処理を行おうとした場合には、国民への生鮮食料品等の安定的な供給に支障が生じてしまうことになる。
このような観点から、正当な理由として、市場施設の処理能力の超過の場合（区分３）が考えられる。

(3) ルールが遵守されており、権利関係も安定しているか
卸売市場は、国民へ生鮮食料品等を安定的に供給する役割を果たしているという点で公共性が高いことから、法令等のルールに即していることが当
然に必要である。また、卸売市場は、出荷者から卸売業者、仲卸業者へと物品の権利移転を短期間で行う場である以上、権利関係が安定しているこ
とが必要である。
このような観点から、正当な理由として、法令違反又は行政当局の指示・命令があった場合（区分４）が考えられる。

(4) 信義則に反していないか
卸売業者と出荷者とは物品の販売の受委託について契約関係に立っているが、契約関係にある者は、権利を濫用してはならず、信義則に基づき行動
することが必要である。
このような観点から、正当な理由として、次の２つの区分が考えられる。
① 卸売のための販売の委託の申込みが開設者の承認を受けた受託契約約款によらない場合（区分５）
② 市場外取引や他市場での残品の出荷であることが明白であり、かつ、これが同一の出荷者により繰り返し行われ、その量も相当程度ある場合

（区分６）
(5) その他
卸売市場は、国民へ生鮮食料品等を安定的に供給する役割を果たしているという点で公益性が高く、公益性が高いがゆえに社会正義のための取組
も強く求められることから、物品自体に瑕疵がない場合であっても、暴力団関係者と一切の関係を遮断するという企業倫理の観点から、暴力団関係者
という属性に着目して受託を拒否することが適当である。
このような観点から、正当な理由として、暴力団関係者から販売の委託の申込みがあった場合（区分７）が考えられる。
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Ⅴ 第三者販売の禁止及び直荷引きの禁止に係る関係法令等

（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とならないと認めたときは、この限りでない。

（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。

■ 卸売市場法（抄）

（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。

■ 卸売市場法施行規則（抄）
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【前頁からの続き】
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、当該市場における市場

取引委員会の審議を経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。
六 卸売業者が、農林漁業者等（農林漁業者又は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
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 前項第五号又は第六号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。

（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。

（１） 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。

（２） 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
市場取引委員会の審議を経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。

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。

（１） 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。
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【前頁からの続き】
（２） 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 第一号ロ又はハ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。

12

第４ 中央卸売市場における売買取引
６ 第三者販売禁止及び直荷引き禁止の例外措置

卸売業者は、法第37条の規定により、中央卸売市場における卸売の業務について、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して生鮮食料品等の卸売を
すること（第三者販売）が、また、法第44条の規定により、仲卸業者は、中央卸売市場内において、販売の委託の引受けをすること及び当該市場の卸売
業者以外の者から生鮮食料品等を買い入れて販売すること（直荷引き）が原則として禁止されている。
しかし、卸売市場の価格形成上支障のない範囲内において、地方の卸売市場における集荷力の低下や産地と実需者間の契約取引の拡大等の卸売市
場を取り巻く状況変化に円滑に対応できるよう、省令第24条第１項第５号及び第28条第１号ロの規定により、卸売業者が他の市場の卸売業者と締結した
集荷の共同化その他卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の市場の卸売業者若しくは買受人（卸売業者から卸売を受けることを開設者から
許可又は承認を受けた者）に卸売する場合又は仲卸業者が当該他の市場の卸売業者から買入れを行う場合（以下「市場間連携」という。）並びに省令
第24条第１項第６号及び第28条第１号ハの規定により、卸売業者が生産者及び実需者と締結した新商品の開発に必要な素材の供給に関する契約に
基づき当該実需者に卸売する場合又は仲卸業者が生産者及び実需者と締結した新たな需要の開拓に関する契約に基づき当該生産者から買入れを行
う場合（以下「業者間連携」という。）にあっては、包括承認による承認手続の簡素化が図られている。
このうち、市場間連携の規定は、中央拠点市場とその周辺市場が効率的な流通ネットワークを構築するに当たって、当該規定を活用することが有効であ
ると考えられるため、今後、特に重要性を増すものと考えられる。
開設者にあっては、市場間連携及び業者間連携について、次に示す事項に留意の上、適切な運用を図るものとする。
なお、開設者にあっては、第三者販売禁止及び直荷引き禁止の例外に係る承認申請の手続について、申請書類の電子化を進めるとともに、市場間連携
及び業者間連携以外の承認申請の手続についても、各市場の実情に応じて、包括承認を認めるなど、弾力的な運用に配慮するものとする。

(1) 市場間連携
① 省令第24条第１項第５号イ及び第28条第１号ロ(1)に定めるところにより、市場間連携に係る契約において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が承認要件の一つとなっているが、この措置としては、当初予定していた入荷量が著しく減少した場合に、連携する市場間にお
ける合理的な配分方法があらかじめ契約で決められていることが必要である。

② 市場間連携に係る契約であって、相互に物品を融通し合うことを内容とするものを承認する場合は、関係する全市場の開設者の承認が必要で
あることから、開設者はお互いに情報交換等を行い、円滑な承認ができるよう対応する必要がある。

■ 中央卸売市場における業務運営について（抄）（平成12年3月31日付食品流通局長通知）
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【前頁からの続き】
③ 市場間連携に係る契約であって、相互に物品を融通し合うことを内容とし、かつ、当該契約で卸売業者の卸売の相手方として明記されている

連携先の市場の仲卸業者にあっては、直荷引きに係る承認申請を行う必要はない。
なお、市場間連携に関する契約は、卸売業者間で締結するものであり、契約内容に連携先の市場の仲卸業者への卸売に関する事項がない
場合は、直荷引きが認められないことになる。

(2) 業者間連携
① 省令第24条第１項第６号の業者間連携による第三者販売は、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く卸

売であるが、この場合、卸売業者の卸売の相手方となる実需者が新しい商品開発を行うものであれば、卸売業者が卸売する物品の新規性に
かかわらず対象となるものである。
一方、省令第28条第１号ハの直荷引きにおける新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓とは、新品種による需要の開拓のこと
であるが、この場合、新たに開発された品種のみならず、その地域において新たな需要が開拓される品種についても対象となるものである。
「新商品」、「新たな供給による需要の開拓」の定義については全国一律に定まるものではなく、従って、例えば、新商品について、最終商品と
しては同一であっても製造工程や製造方法に新規性が認められる場合等の判断は開設者に委ねられるものである。

② 省令第24条及び第28条の規定により開設者が業者間連携に係る第三者販売又は直荷引きを承認するに当たっては、その市場におけるこ
れまでの取引に混乱が生じないことを前提として、卸売業者又は仲卸業者の経営の多角化を通じた経営改善への必要性も含めて総合的に
勘案した上で、事案ごとに適切に判断することが重要である。

③ 一定期間が経過し、新商品又は新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓がその市場において定着した場合は、通常取引に移
行すべきものであることから、業者間連携の契約期間の上限を１年未満としているところである。しかし、この期限内で当該市場への定着が図
られなかった場合等にあっては、承認の更新をするなど、状況に応じて適切に対応する。
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Ⅵ 商物一致原則に係る関係法令等

（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。

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。

■ 卸売市場法（抄）

■ 卸売市場法施行規則（抄）

（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。
（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。
二 前号の承認は、次に掲げる要件のすべ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、
当該市場における市場取引委員会の審議を経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。

14
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【前頁からの続き】
四 前号の承認は、次に掲げる要件のすべ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。
（１） 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
（２） 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
（３） 冷凍鯨肉以外の冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品（湯煮又は焼干ししたものを除く。）
（４） 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
（５） 加工食料品（（１）から（３）までに掲げる加工食料品を除く。）
（６） 花きのうち種苗、花木、はち植のもの、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
（７） 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（（１）から（６）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。
ニ 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。
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■ 中央卸売市場における業務運営について（抄）（平成12年3月31日付け食品流通局長通知）

第４ 中央卸売市場における売買取引
７ 商物一致原則の例外規定

法第39条の規定により、市場外にある物品の卸売については原則として禁止されている（商物一致原則）が、卸売市場の周辺道路の混雑や市場自体の
狭あい化が進行していること、また、一定の生鮮食料品等においては規格性が向上するとともに生鮮食料品等の取引の情報化が進展していることから、
すべての物品を市場内に持ち込んで取引を行うことが非効率となる場合も生じている。
このため、法第39条第１号及び第２号で、効率的な売買取引のために必要であり、かつ、市場取引の秩序を乱すおそれがないと認められる場合は、商物
一致原則の例外として、卸売業者は市場内に物品を持ち込まなくても卸売をすることが認められている。
このうち、平成11年及び平成16年の法改正により、
① 省令第26条第１号及び第２号で定めるところにより、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

た物品であって、開設区域内において申請した場所（以下「申請場所」という。）にあるものの卸売をする場合
② 省令第26条第３号で定めるところにより、卸売業者が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（以

下「電子商取引」という。）により卸売をする場合であって、開設者が市場取引委員会の意見を聴いた上で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場合について、商物一致原則の例外措置として商物分離取引を行うことが認められている。
開設者にあっては、商物分離取引について、次に示す事項に留意の上、適切な運用を図るものとする。
なお、商物分離取引に係る承認申請の手続に当たっては、申請書類の電子化を進めるものとする。
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【前頁からの続き】

(1) 卸売業者の申請場所にある物品の卸売
① 卸売業者の申請場所は、卸売業者やその直接の販売先である仲卸業者・売買参加者の保有する施設である必要はなく、例えば、仲卸業者の販売

先である小売業者の店舗を当該申請場所とすることも差し支えない。
② 省令第26条第２号により、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物品の卸売（予約相対

取引）である必要があることから、予約相対取引に係る手続については、２の(2)のとおり取り扱う。
(2) 電子商取引による卸売
① 省令第26条第４号イ(7)の規定により、開設者が業務規程で市場ごとに電子商取引の対象物品を定める場合にあっては、規格性の乏しい生鮮食

料品等や実際に物品を市場に持ち込まないと正確な商品評価を行うことが困難な品目については、電子商取引の対象としては馴染まないことに留
意する。他方、電子商取引によっても商品評価が可能と考えられる品目については、仲卸業者や売買参加者の理解を得ながら、可能な限り対象物
品として追加する。

② 電子商取引についても、法第37条の規定が適用されることから、卸売の対象はその市場の仲卸業者又は売買参加者に限定され、これ以外の者に
対する卸売は認められないものである。

③ 卸売業者は、その市場において電子商取引に参加する全ての仲卸業者及び売買参加者に対して、当該取引の受付開始時間及び終了時間を正
確かつ確実に周知し、当該取引における取引条件に格差が生じることがないよう措置する。

④ 卸売業者は、電子商取引以外の取引の場合と同様、電子商取引の成立後速やかに販売原票を作成する。
⑤ 電子商取引に参加しない市場の仲卸業者及び売買参加者に対する取引機会を確保する観点から、電子商取引を行う品目の入荷量が極端に減

少した場合にあっては、承認申請に係る電子商取引による卸売の数量の上限を引き下げるなどあらかじめ適切なルールを定めるよう努める。
また、業務規程例第36条第６項第４号の規定により、卸売業者が電子商取引において事故が発生した場合の処理方法を適正に定めていることが
電子商取引の承認要件の一つとなっている。開設者にあっては、次に示す事項を参考にして、適正な事故処理方法が定められるよう、卸売業者に
対する適切な指導を行うものとする。
① 開設者による事故品検査に係る物品の確認方法

開設者が事故品検査を行うに当たっては、事故物品を卸売市場に搬入して行うことを原則とする。
ただし、引渡場所が遠隔地にある等の理由により、当該物品を卸売市場に搬入して行うことが困難な場合にあっては、写真を添付する等事故内容
が確認できる方法に置き換えて行うことができるものとする。
なお、開設者にあっては、これを踏まえて、電子商取引に係る事故処理要領を定める。

② 事故発生時の処理に当たり卸売業者が定めるべき事項
開設者が電子商取引の申請を承認する場合、事故処理方法として卸売業者が定めるべき事項については、以下を参考にする。

ア 物品の検収
電子商取引では、物品が卸売市場に搬入されることなく産地から直接実需者に出荷される場合もあることから、その場合を含めて、物品の検収の
手順について、誰が、いつまでに、どのように行うかについて定められている必要がある。

イ 異状を発見した場合の卸売業者への通知
卸売業者以外の者が検収を行い、その結果、物品に異状（電子商取引を行うに当たって、卸売された物品と事前に卸売業者から提供された等
階級、荷姿、量目等の取引情報との間に著しい相違があるもの、粗悪品が混入し選別不十分と認められるもの、運送途中に物品が損傷を受けたも
の等が「異状」に該当すると考えられる。）等を発見した場合、卸売業者への通知の手順について、誰が、いつまでに、どのような方法（異状を客観
的に確認できる写真等を添付する等）で行うかについて定められている必要がある。
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【前頁からの続き】
ウ 開設者への事故検査の申出

電子商取引以外の取引については、卸売業者は卸売の相手先を明らかにした上で、事故物品とともに検査受付時刻までに開設者に検査を申し
出ることとなっている。
電子商取引で事故が発生した場合については、卸売業者は当該物品の異状の状態が確認できる写真の提出（電子情報処理組織を使用する方
法又は電磁的記録媒体を使用する方法による提出を含む。）をもって事故物品の添付に代えることができる。

エ 検査後の事故に係る卸売代金の変更等
電子商取引以外の取引については、卸売業者は、開設者の検査結果に基づき、卸売の相手方である買受人と責任分担を協議し、卸売代金の
変更を行うとともに、委託品にあっては、開設者が交付する事故品証明書を出荷者へ送付することとなっている。
電子商取引で事故が発生した場合については、卸売業者は、出荷者とも責任分担を協議し、卸売代金の変更又は物品の交換等を行うほか、出
荷者の責めに帰すべき場合にあっては、開設者が交付する事故品証明書を出荷者へ送付する。

■ 中央卸売市場における電子商取引の導入促進について（平成24年2月6日付け食料産業局食品製造卸売課長通知）

平成１６年の卸売市場法（昭和46年法律第35号。以下「法」という。）の改正で、物流の効率化や開設区域外の売買参加者との取引拡大等により市場
取引を活性化するとの観点から、商物一致原則の例外規定として電子商取引が導入されたことを踏まえ、農林水産省では、平成１８年度から２０年度に
全国１０地区で「電子使用取引導入推進検討事業」（以下「モデル事業」という。）を実施したところであるが、モデル事業の実施地区以外での導入が足踏
みするなど、卸売市場における電子商取引は進展していない状況にある。
こうした中、総務省行政評価局が行った「食品流通対策に関する行政評価・監視」において、平成２３年７月２９日、「モデル事業の効果について的確に検
証し、その結果を踏まえ卸売市場における電子商取引の導入の在り方を見直す」旨の勧告が出されたところである。
農林水産省としては、物流の効率化、生鮮食料品等の品質保持、市場間連携の強化を図るためにも、卸売市場における電子商取引による商物分離は
重要な手法であると考えている。
今回、開設者及び卸売業者に対するアンケート調査結果等を踏まえて、電子商取引導入に当たっての課題やその対処方策等について、次のとおり取りま
とめたので、これをもとに、各卸売市場において、電子商取引の導入に向けて積極的に取り組んでいただくようお願いする。

１ 電子商取引導入に向けた検討の推進
電子商取引のメリットとしては、以下の事項が挙げられるところであり、こうしたメリットを踏まえ、開設者を中心にして、各卸売市場において電子商取引の
導入に向けた検討を進めていただきたい。
➀ 卸売業者にとっては、流通時間の短縮や輸送回数の減少による品傷み軽減等の品質保持が向上し、運搬費や荷役経費等を含めた物流コストの削

減が図られるとともに、卸売場の有効活用にもつながる。
② 市場間ネットワークを構築する場合、ネットワークを組む各卸売市場に逐一物品を搬入する必要があるが、電子商取引を導入することで、産地から

実需者等への直送が可能となる。
③ これまで卸売業者が卸売売場に物品を搬入せず行っていた取引についても、電子商取引による商物分離取引分として取引情報の公表対象となる

ことから、卸売市場における取引情報の透明性が向上する。
２ 電子商取引導入に当たっての課題及び対処方策
電子商取引導入に当たっての主な課題として、卸売業者は、導入コストの負担、市場取引委員会での合意、承認手続きの煩雑さ等を挙げており、開設
者は、これに加えて、対象品目が限定されていること、市場関係者の電子商取引に対する意識の低さについても課題であるとしている。
こうした課題については、次のような方策が考えられることから、各卸売市場において、開設者を中心に対処方策の検討を進めていただきたい。

17



18
18

【前頁からの続き】

（１）導入コストの縮減
➀ 携帯端末の活用

法第39条第2号後段で、電子商取引は、「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」と定義されている
ことから、携帯電話を活用した取引も対象となる。また、電子商取引では、適切な価格形成に支障がないことが求められるが、画像は取引の必須要件
ではなく、画像情報を提供して行うネットオークション形式に限定されるものではない。
したがって、適切な価格形成が可能であれば、卸売業者が買受人に、卸売物品の産地や規格等の文字情報を電子メールで提供する場合も電子商
取引の対象であることから、携帯端末を活用した電子商取引も可能である。（なお、単なるＦＡＸや電話は対象外となる。）

② モデル事業で開発したソフトの活用
モデル事業で開発したソフトは、他の市場関係者が無償で活用できることから、取引に使用する端末の機能や対象品目等がモデル事業と同一であれ
ば、システム開発に伴う初期投資の大幅な削減が可能となる。また、スマートフォン等の多機能携帯情報端末を利用する場合も、既存ソフトをカスタマ
イズすることで、新規ソフトを開発する場合よりも投資リスクを小さくすることが可能である。

（２）市場取引委員会での合意形成
電子商取引については、市場取引委員会での審議が必要となっており、市場取引委員会における仲卸業者や売買参加者との円滑な合意形成が重要
となる。合意形成に当たっては、当該市場で導入する電子商取引の位置付けを明確にすることにより合意形成が促進されると考えており、具体的には、
以下の事項を明確にすることが重要であると考えられる。
➀ 市場取引の原則は商物一致であり、電子商取引は、市場取引が混乱しない範囲内で行うものであること
② 電子商取引による取引情報は適正に公表されること
③ 電子商取引は、市場全体の活性化等の一環で実施するものであること
また、電子商取引の導入を市場全体としての取組みとして位置づけることにより合意形成は更に促進されると考えられ、各卸売市場が策定する経営展
望に、市場の活性化や機能強化の一環で電子商取引を導入する旨を盛り込むことが効果的である。

（３）取引先の拡大
電子商取引は卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との取引であり第三者販売には適用できないことから、市場間ネットワークで電子商取引を導入す
るには、連携する他市場の市場関係者を電子商取引を行う卸売市場の売買参加者とする必要がある。
これについては、「中央卸売市場における業務運営について」（平成12年3月31日付け12食流第746号、以下「業務運営通知」という。）で示したとおり、
各開設者が売買参加者の承認に当たって、卸売市場の適正な流通を阻害するおそれがない場合には、業務規程の改正により、開設区域外の市場関
係者も対象とするという弾力的な運用が可能である。

（４）対象品目の拡大
対象品目は、法施行規則第26条第4号イにおいて定められているが、イ(7)では、業務規程において市場ごとにイの(1)から(6)に定められた品目のほか
に品目を定めることができることとなっており、市場ごとの取引状況等に応じて、対象品目の拡大は可能である。
すなわち、詳細な画像を提供できる取引システムを構築する場合には、現物を見ないと価格形成が困難であり電子商取引に馴染まないとされる品目に
ついても、電子商取引の対象とすることは可能である。

（５）承認手続きの簡素化
業務運営通知で事務手続の簡素化について国の考え方を示しているが、電子商取引についても、ビジネスチャンスを的確に捉えることができるように、
一定期間の取引について包括的承認を行うことで、承認手続きの簡素化は可能である。
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Ⅶ 市場取引委員会に係る関係法令等

（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。

■ 卸売市場法（抄）
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■ 中央卸売市場における業務運営について（抄）（平成12年3月31日付け食品流通局長通知）

第４ 中央卸売市場における売買取引
11 市場取引委員会の設置
開設者は、
① 売買取引等に関する業務規程の変更に当たり利害関係者の意見を聴くこと
② 卸売市場における公正・公開・効率の原則の下で適正な取引を確保していくために、実際に日々の取引を行っている関係者の意見を聴くことを目的と

して、法第13条の２に定めるところにより、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験を有する者のうちから開設者が委嘱
する者で構成する市場取引委員会を設置することができることとしている。

市場取引委員会は、第三者販売・直荷引きの禁止に係る例外措置のうち市場間連携に関すること、電子商取引、市場外での販売行為等について開設者
に意見を述べる旨が法令等で規定されているが、これ以外にも市場における売買取引全般について検討する場であり、その運営のあり方が各市場の活性
化につながる極めて重要な存在として位置づけられている。
開設者にあっては、このことを踏まえて、次に示す事項に留意の上、市場取引委員会が適切に運営されるようお願いする。
① 市場取引委員会は各市場において取扱品目の部類ごとに市場運営協議会とは別に組織する。
② 市場取引委員会は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者等から発議があれば速やかに開催するほか、売買取引に問題が発生した場合又は発生

するおそれがある場合で、開設者が必要であると認めた場合は、弾力的に開催するよう運用を図る。
③ 市場取引委員会の委員の構成が、それぞれの市場に応じた均衡のとれた適切なものとなるよう、委員の選定に当たっては十分に配慮する。


