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（ 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。

○

卸

（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 。

総 則（第一 条・第 二条）
卸売市 場に関す る基本 方針（ 第三条 ）
中央 卸売市場 （第四 条―第 十二条 ）
地 方卸売市 場（第 十三条 ―第十 五条）
雑則（ 第十六条 ・第十 七条）
罰則 （第十八 条・第 十九条 ）

卸売 市場法
目次
第一 章
第 二章
第三章
第四 章
第 五章
第六章
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第 一章 総則
（目的 ）
第一 条 こ の法律 は、卸 売市場が 食品等 の流通 （食品
等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
（平成 三年法 律第五 十九号 ）第二 条第二 項に規 定す
る食 品等の 流通を いう。 ）にお いて生 鮮食料 品等の

段

○

表

省

令

等

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 ）

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 。

卸売 市場法 施行規 則
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公正 な取引 の場とし て重要 な役割 を果た してい るこ
と に鑑み 、卸売 市場に関 し、農 林水産 大臣が 策定す
る基本 方針に ついて定 めると ともに 、農林 水産大 臣
及び 都道府 県知事に よるそ の認定 に関す る措置 その
他 の措置 を講じ 、その適 正かつ 健全な 運営を 確保す
ること により 、生鮮食 料品等 の取引 の適正 化とそ の
生産 及び流 通の円滑 化を図 り、も って国 民生活 の安
定 に資す ること を目的と する。

第二章 卸売市 場に関 する基 本方針
農 林水産 大臣は、 卸売市 場に関 する基 本方針

（定 義）
第 二条 この法 律におい て「生 鮮食料 品等」 とは、 野
菜、果 実、魚 類、肉 類等の 生鮮食料 品その 他一般 消
費者 が日常 生活の 用に供 する食 料品及 び花きそ の他
一 般消費 者の日 常生活 と密接 な関係 を有す る農畜 水
産物で 政令で 定める ものを いう。
２ この法 律にお いて「 卸売市 場」と は、生 鮮食料 品
等の卸売のために開設される市場であって、卸売
場、 自動車 駐車場そ の他の 生鮮食 料品等 の取引 及び
荷 さばき に必要 な施設を 設けて 継続し て開場 される
ものを いう。
３ この法 律にお いて「開 設者」 とは、 卸売市 場を開
設 する者 をいう 。
４ こ の法律 において 「卸売 業者」 とは、 卸売市 場に
出荷 される 生鮮食料 品等に ついて 、その 出荷者 から
卸 売のた めの販 売の委託 を受け 、又は 買い受 けて、
当該卸 売市場 において 卸売を する業 務を行 う者を い
う。
５ この 法律に おいて「 仲卸業 者」と は、卸 売市場 に
おいて 卸売を 受けた生 鮮食料 品等を 当該卸 売市場 内
の店 舗にお いて販売 する者 をいう 。

第三 条
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（以下「基本方針」という。）を定めるものとす
る。
２ 基 本方針 において は、次 に掲げ る事項 を定め るも
のと する。
一 卸売 市場の 業務の運 営に関 する基 本的な 事項
二 卸 売市場 の施設に 関する 基本的 な事項
三 その他 卸売市場 に関す る重要 事項
３ 農林 水産大 臣は、基 本方針 を定め ようと すると き
は、食 料・農 業・農村 政策審 議会の 意見を 聴くも の
とす る。
４ 農林 水産大 臣は、基 本方針 を定め たとき は、遅 滞
なく、 これを 公表す るもの とする。
５ 前二項 の規定 は、基 本方針 の変更 について 準用す
る。
第三 章 中 央卸売 市場
（中央卸 売市場 の認定 ）
第四 条 卸 売市場（ その施 設の規 模が一 定の規 模以上
で あるこ とその 他の農林 水産省 令で定 める基 準に該
当する ものに 限る。） であっ て、第 五項各 号に掲 げ
る要 件に適 合してい るもの は、農 林水産 大臣の 認定
を 受けて 、中央 卸売市場 と称す ること ができ る。

（中央 卸売市 場の認 定を受 けること のでき る卸売
市場 ）
第 一条 卸売市 場法（ 以下「 法」とい う。） 第四条
第一項 の農林 水産省 令で定 める基準 は、そ の取扱
品目 が属す る次の 各号に 掲げる生 鮮食料 品等の 区
分 に応じ 、その 卸売場 、仲卸 売場及び 倉庫（ 冷蔵
又は冷 凍で保 管する ものを 含む。） の面積 の合計
が、 おおむ ねそれ ぞれ当 該各号に 定める 面積（ そ
の 取扱品 目が当 該各号 の二以 上の生鮮 食料品 等の
区分に 属する 場合に は、当 該各号に 定める 面積の
うち 最も大 きな面 積）以 上である ことと する。
一 野菜 及び果 実 一 万平方 メートル
二 生 鮮水産 物 一 万平方 メートル
三 肉類 千五百 平方メ ートル
四 花き 千五 百平方 メート ル
五 前 各号に 掲げる 生鮮食 料品等以 外の生 鮮食料
品等 千五 百平方 メート ル
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２ その 開設す る卸売市 場につ いて前 項の認 定を受 け
ようと する開 設者は、 農林水 産省令 で定め るとこ ろ
によ り、次 に掲げる 事項を 記載し た申請 書（以 下こ
の 条にお いて「 申請書」 という 。）を 農林水 産大臣
に提出 して、 同項の認 定の申 請をし なけれ ばなら な
い。
一 開設 者の名 称及び住 所並び にその 代表者 の氏名
二 卸 売市場 の名称
三 卸売市 場の位置 及び面 積並び に施設 に関す る事
項
四 卸 売市場 の取扱 品目並 びに取扱 品目ご との取 扱
いの 数量及 び金額 に関す る事項
五 卸売 市場の 業務の 運営体 制に関 する事 項
六 卸 売市場 の業務 の運営 に必要 な資金 の確保 に関
する 事項
卸売 市場の 卸売業 者に関 する事 項
その他 農林水産 省令で 定める 事項
七
八

（中央 卸売市 場の認 定の申 請）
第二条 法第 四条第 二項に 規定する 申請書 は、別 記
様式 第一号 により 作成し なけれ ばなら ない。

２ 法 第四条 第二項 第八号 の農林水 産省令 で定め る
事 項は、 卸売業 者以外 の取引参 加者そ の他の 関係
事業者 に関す る事項 とする 。
３ 第一項 の申請 書には 、次に 掲げる書 類を添 付し
な ければ ならな い。
一 開 設者に 関する 次に掲 げる書類 （開設 者が地
方公 共団体 である 場合に あっては 、ニに 掲げる
書 類）
イ 定款
ロ 登記事 項証明 書
ハ 役員 名簿及 び役員 の履歴書
ニ 別 記様式 第七号 の例に より作成 した直 近年
度の 事業報 告書又 はこれ に準ずる もの（ 開設
者 が事業 の開始 後一年 を経過し ていな いもの
である 場合に あって は、申請 の日を 含む年 度
の事 業計画 書）
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３ 申請書 には、 その申請 に係る 卸売市 場の業 務に関
す る規程 （以下 「業務規 程」と いう。 ）を添 付しな
ければ ならな い。

ホ 法第五 条第二 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
二 卸 売市場 の施設 の配置 図
三 卸売業 者に関 する次 に掲げる 書類（ 卸売業 者
が 個人で ある場 合にあ っては、 戸籍抄 本又は こ
れに代 わるも の及び ニに掲 げる書類 ）
イ 定款
ロ 登記 事項証 明書
ハ 役 員名簿
ニ 別記様 式第二 号の例 により作 成した 直近の
事 業年度 の事業 報告書 又はこれ に準ず るもの
（卸売 業者が 事業の 開始後 一年を経 過して い
ない もので ある場 合にあ っては 、申請 の日を
含 む事業 年度の 事業計 画書）
四 法 第四条 第五項 第四号 イ及び ロに掲 げる方 法
が公 表され ている ことを 証する 書類
五 法第 四条第 五項第 五号の 表の下 欄に掲 げる事
項以 外の遵 守事項が 定めら れてい る場合 にあっ
て は、次 に掲げ る書類
イ 当 該遵守 事項を 定める に当たっ て法第 四条
第五 項第六 号ロの 規定に より取引 参加者 の意
見 を聴い たこと を証す る書類
ロ 当 該遵守 事項及 び当該 遵守事項 が定め られ
た理 由が法 第四条 第五項 第六号ハ の規定 によ
り 公表さ れてい ること を証する 書類

４ 法第四 条第三 項に規 定する 業務規 程には 、その
細 則（同 条第五 項第三 号イか らハま で並び に第四
号イ及 びロに 掲げる 事項並 びに遵 守事項 の内容 に
係る ものに 限る。 ）を委 ねた規則 （品目 、数量 、
金 額、割 合その 他の軽 微な事 項のみを 委ねた もの
を除く 。）を 含む。
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４ 業務規 程には 、次に掲 げる事 項を定 めなけ ればな
ら ない。
一 卸 売市場 の業務の 方法
二 卸売業 者、仲卸 業者そ の他の 卸売市 場にお いて
売買取引を行う者（以下「取引参加者」とい
う。） が当該 卸売市場 におけ る業務 に関し 遵守す
べき 事項
５ 農 林水産 大臣は、 第一項 の認定 の申請 があっ た場
合に おいて 、当該申 請に係 る卸売 市場に ついて 次に
掲 げる要 件に適 合すると 認める ときは 、当該 認定を
するも のとす る。
一 申請書 及び業 務規程 の内容 が、基 本方針に 照ら
し 適切で あるこ と。
二 申 請書及 び業務 規程の 内容が 、法令 に違反 しな
いこ と。
三 業務 規程に 定めら れてい る前項 第一号 に掲げ る
事項 が、次 に掲げる 事項を 内容と するも のであ る
こ と。
イ 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関
し、 取引参 加者に対 して、 不当に 差別的 な取扱
い をしな いこと。
ロ 開設者 は、当該 卸売市 場にお いて取 り扱う 生
鮮 食料品 等につい て、農 林水産 省令で 定める と
ころに より、卸 売の数 量及び 価格そ の他の 農林
水産 省令で 定める事 項を公 表する こと。

（開設 者によ る売買 取引の結 果等の 公表）
第三条 法第 四条第 五項第 三号ロの 規定に よる公 表
は、 当該卸 売市場 の取扱 品目に 属する 生鮮食 料品
等 に関す る次に 掲げる 事項に ついて 、それ ぞれ開
設 者が定 める時 までに 、イン ターネッ トの利 用そ
の他の 適切な 方法に より行 わなけれ ばなら ない。
一 その日 （開設 者が定 める時刻 から翌 日の当 該
時 刻まで の期間 をいう 。以下同 じ。） の主要 な
品目の 卸売予 定数量
その日 の主要 な品目 の卸売の 数量及 び価格
二
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ハ 開設者 は、業務 規程に 定めら れてい る遵守 事
項 （前項 第二号に 掲げる 事項を いう。 以下こ の
項にお いて同じ 。）を 取引参 加者に 遵守さ せる
ため 、これ に必要な 限度に おいて 、取引 参加者
に 対し、 指導及び 助言、 報告及 び検査 、是正 の
求めそ の他の措 置をと ること ができ ること 。
四 業務 規程に 前項第一 号に掲 げる事 項とし て次に
掲げる 方法が 定められ ている ととも に、当 該方法
が農 林水産 省令で定 めると ころに より公 表され て
い ること 。
イ 卸 売業者 の生鮮食 料品等 の品目 ごとの せり売
又は 入札の 方法、相 対によ る取引 の方法 その他
の 売買取 引の方法
ロ 取 引参加 者が売買 取引を 行う場 合にお ける支
払期 日、支 払方法そ の他の 決済の 方法

２ 前項第 一号及 び第二 号に掲 げる事項 の公表 は、
同 項に定 めると ころに よるほ か、次に 定める とこ
ろによ り行わ なけれ ばなら ない。
一 前項第 一号に 掲げる 事項にあ っては 、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 併せて 公表す ること 。
二 前項第 二号に 掲げる 事項にあ っては 、売買 取
引 の方法 ごとに 、価格 を高値（ 最も高 い価格 を
いう。 以下同 じ。） 、中値 （最も卸 売の数 量が
多い 価格を いう。 ただし 、個々の 商品ご とに価
格 を決定 する品 目につ いては、 加重平 均価格 を
いう。 以下同 じ。） 及び安 値（中値 未満の 価格
のう ち、最 も卸売 の数量 が多い 価格を いう。た
だ し、個 々の商 品ごと に価格 を決定 する品 目に
ついて は、最 も低い 価格を いう。 以下同 じ。）
に区 分して 行うこ と。

（ 開設者 による 売買取 引の方 法及び決 済の方 法の
公 表）
第四条 法第四条第五項第四号の規定による公表
は、 インタ ーネッ トの利 用その 他の適 切な方 法に
よ り行わ なけれ ばなら ない。
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二 差 別的取 扱
いの 禁止

一 売 買取引 の
原則
卸 売業者 は、出 荷者又は 仲卸
業者その他の買受人に対し
て 、不当 に差別 的な取扱 いを
しない こと。

取 引参加 者は、 公正かつ 効率
的に売 買取引 を行うこ と。

五 業務 規程に 定められ ている 遵守事 項が、 次の表
の上欄 に掲げ る事項に 関し、 同表の 下欄に 掲げる
事項 を内容 とするも のであ ること 。

売買 取引の
方法

三

売買 取引の
条件の 公表

卸売 業者は 、前号 イに掲 げる
方 法とし て業務 規程に定 めら
れた 方法に より、 卸売を する
こと。

四

卸売 業者は、 農林水 産省令 で
定め るとこ ろによ り、その 取
扱品 目その 他売買取 引の条 件
（ 売買取 引に係 る金銭の 収受
に関す る条件 を含む。 ）を公
表す ること 。

（卸売 業者に よる売 買取引 の条件の 公表）
第五 条 法 第四条 第五項 第五号 の表の四 の項の 規定
による 公表は 、次に 掲げる 事項に ついて 、イン タ
ーネ ットの 利用そ の他の 適切な 方法に より行 わな
け ればな らない 。
一 営業日 及び営 業時間
二 取扱 品目
三 生 鮮食料 品等の 引渡し の方法
四 委託手 数料そ の他の 生鮮食料 品等の 卸売に 関
し 出荷者 又は買 受人が 負担する 費用の 種類、 内
容及び その額
五 生鮮食 料品等 の卸売 に係る販 売代金 の支払 期
日 及び支 払方法 （法第 四条第五 項第四 号ロに 掲
げる方 法とし て業務 規程に 定められ た決済 の方
法に 則した ものに 限る。 ）
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五 受託拒 否の
禁止

卸売業 者は、 その取扱 品目に
属す る生鮮 食料品等 につい て
当該卸 売市場 における 卸売の
ため の販売 の委託の 申込み が
あ った場 合には 、農林水 産省
令で定 める正 当な理 由があ る
場合 を除き 、その 引受け を拒
ま ないこ と。

六 売買取 引に関 して出 荷者又は 買受人 に交付 す
る奨励金その他の販売代金以外の金銭（以下
「奨 励金 等」 とい う。） があ る場 合に は、 その
種類、内容及びその額（その交付の基準を含
む 。）

（受託 拒否の 正当な 理由）
第六条 法第 四条第 五項第 五号の表 の五の 項の農 林
水産省 令で定 める正 当な理 由がある 場合は 、次の
とお りとす る。
一 販 売の委 託の申 込みが あった生 鮮食料 品等が
食品 衛生上 有害で ある場 合
二 販売 の委託 の申込 みがあ った生鮮 食料品 等が
当該卸 売市場 におい て過去 に全て残 品とな り販
売に至 らなか った生 鮮食料 品等と 品質が 同程度
であ ると開 設者が 認める 場合
三 卸売 場、倉 庫その 他の卸 売業者 が当該 卸売市
場に おける 卸売の業 務のた めに使 用する 施設の
受 入能力 を超え る場合
四 販 売の委 託の申 込みが あった生 鮮食料 品等に
関し 、法令 に違反 し、若 しくは公 益に反 する行
為 の疑い がある 場合又 は販売を 制限す る行政 機
関の指 示若し くは命 令があ った場合
五 販売の 委託の 申込み が法第四 条第五 項第五 号
の 表の四 の項の 規定に より卸売 業者が 公表し た
売買取 引の条 件に基 づかな い場合
六 販売の 委託の 申込み が当該卸 売市場 以外の 場
所 におけ る売買 取引の 残品の出 荷であ ること が
明白で ある場 合
七 販売の 委託の 申込み が次に掲 げる者 から行 わ
れ たもの である 場合
イ 暴 力団員 による 不当な 行為の防 止等に 関す
る法 律（平 成三年 法律第 七十七号 ）第二 条第
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六

決 済の確 保

㈠ 取引 参加者 は、前号 ロに
掲げ る方法 として業 務規程
に 定めら れた方 法により 、
決済を 行うこ と。
㈡ 卸売業 者は、 農林水 産省
令 で定め るとこ ろによ り、
事業報 告書を 作成し 、これ
を開 設者に 提出す るとと も
に、当該 事業報 告書（ 出荷
者が 安定的 な決済を 確保す
る ために 必要な財 務に関 す
る情報 として農 林水産 省令
で定 めるも のが記載 された
部 分に限 る。）に ついて 閲
覧の申出があった場合に
は、 農林水 産省令で 定める
正 当な理 由がある 場合を 除
き、これを閲覧させるこ
と。

六号 に規定 する暴 力団員 又は同号 に規定 する
暴 力団員 でなく なった 日から五 年を経 過しな
い者（ 以下こ の号に おいて「 暴力団 員等」 と
いう 。）
ロ 暴力 団員等 をその 業務に従 事させ 、又は そ
の業務 の補助 者とし て使用す る者
暴力団 員等が その事 業活動を 支配す る者
ハ

（卸 売業者 による 事業報 告書の作 成等）
第 七条 法第四条 第五項 第五号 の表の 六の項 ㈡の事
業報告 書は、 事業年 度ごと に、別記 様式第 二号に
より 作成し 、当該 事業年 度経過後 九十日 以内に 、
開 設者に 提出し なけれ ばなら ない。
２ 法 第四条 第五項 第五号 の表の六 の項㈡ の規定 に
よる 閲覧は 、イン ターネ ットの利 用、事 務所に お
け る備置 きその 他の適 切な方 法により させな けれ
ばなら ない。
３ 法第四 条第五 項第五 号の表 の六の項 ㈡の農 林水
産 省令で 定める 財務に 関する 情報は、 貸借対 照表
及び損 益計算 書とす る。
４ 法第四 条第五 項第五 号の表 の六の項 ㈡の農 林水
産 省令で 定める 正当な 理由が ある場合 は、次 のと
おりと する。
一 当該 卸売業 者に対 し卸売 のための 販売の 委託
又は販 売をす る見込 みがな いと認め られる 者か
ら閲 覧の申 出がな された 場合
二 安定 的な決 済を確 保する 観点から 当該卸 売業
者の財 務の状 況を確 認する 目的以外 の目的 に基
づき 閲覧の 申出が なされ たと認め られる 場合
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七 売買取 引の
結 果等の 公表

卸売業 者は、 農林水産 省令で
定め るとこ ろにより 、卸売 の
数量及 び価格 その他の 売買取
引の 結果（ 売買取引 に係る 金
銭 の収受 の状況 を含む。 ）そ
の他の 公正な 生鮮食料 品等の
取引 の指標 となるべ き事項 と
し て農林 水産省 令で定め るも
のを定 期的に 公表す ること 。

三 同一の 者から 短期間 に繰り返 し閲覧 の申出 が
な された 場合

（卸売 業者に よる売 買取引 の結果等 の公表 ）
第八条 法第 四条第 五項第 五号の表 の七の 項の規 定
による 公表は 、当該 卸売業 者の取扱 品目に 属する
生鮮 食料品 等に関 する次 に掲げる 事項に ついて 、
そ れぞれ 開設者 が定め る時ま でに、イ ンター ネッ
トの利 用その 他の適 切な方 法により 行わな ければ
なら ない。
一 そ の日の 主要な 品目の 卸売予定 数量
二 その日 の主要 な品目 の卸売の 数量及 び価格
三 その月 の前月 の委託 手数料 の種類 ごとの受 領
額 及び奨 励金等 がある 場合に あって はその 月の
前月の 奨励金 等の種 類ごと の交付 額（法 第四条
第五 項第五 号の表 の四の 項の規 定並び に第五 条
第四号及 び第六 号の規 定によ りその 条件を 公表
した委託手数料及び奨励金等に係るものに限
る 。）
２ 前 項第一 号及び 第二号 に掲げる 事項の 公表は 、
同項 に定め るとこ ろによ るほか、 次に定 めると こ
ろ により 行わな ければ ならな い。
一 前 項第一 号に掲 げる事 項にあっ ては、 主要な
産地 と併せ て公表 するこ と。
二 前項 第二号 に掲げ る事項 にあって は、価 格を
高値、 中値及 び安値 に区分 して行う こと。
三 前項第 一号及 び第二 号に掲げ る事項 にあっ て
は 、次に 掲げる 区分ご とに行う こと。
イ せ り売又 は入札 の方法 による卸 売（ハ 又は
ニに 掲げる ものを 除く。 ）
ロ 相対 による 取引の 方法によ る卸売 （ハ又 は
ニに掲 げるも のを除 く。）
法第四 条第五 項第六 号の規定 により 卸売業
ハ
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六 前 号の表 の下欄 に掲げ る事項以 外の遵 守事項 が
定め られて いる場 合には 、次に 掲げる 要件に適 合
す るもの である こと。
イ 当 該遵守 事項が 前号の 表の下 欄に掲 げる事 項
の内 容に反 するも のでな いこと 。
ロ 当該 遵守事 項が取 引参加 者の意 見を聴 いて定
めら れてい ること。
ハ 当該 遵守事項 及び当 該遵守 事項が 定めら れた
理由が 公表され ている こと。
七 開設者 が、取引 参加者 に遵守 事項を 遵守さ せる
た めに必 要な体制 を有す ること 。
八 当 該卸売 市場が、 生鮮食 料品等 の円滑 な取引 を
確保 するた めに必要 な施設 を有す ること 。
九 前 各号に 掲げるも ののほ か、当 該卸売 市場が 、
卸売 市場の 適正かつ 健全な 運営に 必要な ものと し
て 農林水 産省令で 定める 要件に 適合す るもの であ
ること 。

者が 仲卸業 者その 他の特 定の買受 人以外 の買
受 人に対 し生鮮 食料品 等の卸売 をする ことを
制限す る遵守 事項を 定めてい る場合 にあっ て
は、 当該買 受人に 対する 卸売
ニ 法第 四条第 五項第 六号の規 定によ り卸売 業
者が卸 売市場 内にあ る生鮮食 料品等 以外の 生
鮮食 料品等 の卸売 をする ことを制 限する 遵守
事 項を定 めてい る場合 にあって は、当 該生鮮
食料品 等の卸 売

（卸売 市場の 適正か つ健全 な運営に 必要な 要件）
第九条 法第 四条第 五項第 九号の農 林水産 省令で 定
める 要件は 、次の とおり とする 。
一 開 設者が 、当該 卸売市 場の業務 の運営 に必要
な資 金を確 保する ことが できると 見込ま れるこ
と。
二 当 該卸売 市場の 全ての 取扱品目 につい て卸売
業者 が存在 し、か つ、当 該卸売業 者が卸 売の業
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６ 農林水 産大臣 は、第一 項の認 定をし たとき は、農
林 水産省 令で定 めるとこ ろによ り、当 該認定 を受け
た卸売 市場（ 次項及び 第十八 条第一 号を除 き、以 下
「中 央卸売 市場」と いう。 ）に関 し、次 に掲げ る事
項 を公示 するも のとする 。
一 開 設者の 名称及び 住所
二 中央卸 売市場の 名称
三 中央 卸売市 場の位置 及び取 扱品目
７ 第一項 の認定 を受け た卸売 市場で ないもの は、中
央 卸売市 場又は これに 紛らわ しい名 称を称 しては な
らない 。
（欠格事 由）
第五 条 地 方公共団 体以外 の者で あって 次の各 号のい
ず れかに 該当す るものは 、前条 第一項 の認定 を受け
ること ができ ない。
一 法人で ない者
二 そ の法人 又はその 業務を 行う役 員がこ の法律 そ
の他 生鮮食 料品等の 取引に 関する 法律で 政令で 定
め るもの の規定に より罰 金以上 の刑に 処せら れ、
その執 行を終 わり、又 はその 執行を 受ける ことの
なく なった 日から二 年を経 過しな いもの

（生 鮮食料 品等の 取引に関 する法 律）
第 一条 卸売市 場法（ 以下「法 」とい う。） 第五条
第二号（法第十四条において準用する場合を含
む。）の政令で定める法律は、次のとおりとす
る。
一 私的 独占の 禁止及 び公正取 引の確 保に関 する
法律（ 昭和二 十二年法 律第五 十四号 ）
二 食品衛 生法（ 昭和二十 二年法 律第二 百三十 三
号）
三 日 本農林 規格等 に関する 法律（ 昭和二 十五年
法律 第百七 十五号 ）

務を 適確に 遂行す ること ができる と見込 まれる
こ と。

（ 中央卸 売市場 の認定 の公示 ）
第 十条 法第四 条第六 項の規 定による 公示は 、イン
ター ネット の利用 により行 うもの とする 。
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四 商品先 物取引 法（昭和 二十五 年法律 第二百 三
十 九号）
五 農 産物検 査法（ 昭和二十 六年法 律第百 四十四
号）
六 輸出 入取引 法（昭 和二十七 年法律 第二百 九十
九号）
七 と畜場 法（昭 和二十八 年法律 第百十 四号）
八 下請 代金支 払遅延 等防止法 （昭和 三十一 年法
律第百 二十号 ）
九 商標法 （昭和 三十四年 法律第 百二十 七号）
十 割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九
号）
十一 不当 景品類 及び不 当表示 防止法 （昭和三 十
七 年法律 第百三 十四号 ）
十二 特定商 取引に 関する 法律（ 昭和五 十一年 法
律第 五十七 号）
十三 流 通食品 への毒 物の混 入等の 防止等 に関す
る特 別措置 法（昭和 六十二 年法律 第百三 号）
十 四 食 鳥処理 の事業 の規制及 び食鳥 検査に 関す
る法律 （平成 二年法律 第七十 号）
十五 商品投資に係る事業の規制に関する法律
（ 平成三 年法律 第六十六 号）
十六 計量法 （平成 四年法律 第五十 一号）
十七 不正競争防止法（平成五年法律第四十七
号）
十八 主要食 糧の需 給及び価 格の安 定に関 する法
律（ 平成六 年法律 第百十三 号）
十 九 種 苗法（ 平成十 年法律第 八十三 号）
二十 健康増 進法（ 平成十四 年法律 第百三 号）
二十 一 牛 の個体 識別のた めの情 報の管 理及び 伝
達 に関す る特別 措置法（ 平成十 五年法 律第七 十
二号）
二十 二 米 穀等の 取引等に 係る情 報の記 録及び 産
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三 第十一 条第一項 の規定 により 前条第 一項の 認定
を 取り消 され、 又は第十 四条に おいて 読み替 えて
準用す る第十 一条第 一項の 規定によ り第十 三条第
一項 の認定 を取り 消され 、その 取消し の日から 二
年 を経過 しない 法人
四 第 十一条 第一項 の規定 による 前条第 一項の 認定
の取 消し又 は第十 四条に おいて 読み替 えて準 用す
る第十一 条第一 項の規 定によ る第十 三条第 一項の
認定 の取消 しの日前 三十日 以内に その取 消しに 係
る 法人の 業務を行 う役員 であっ た者で その取 消し
の日か ら二年 を経過し ないも のがそ の業務 を行う
役員 となっ ている法 人
（変更 の認定 ）
第六 条 中 央卸売 市場の開 設者は 、第四 条第二 項各号
に 掲げる 事項又 は業務規 程の変 更（農 林水産 省令で
定める軽微な変更を除く。）をしようとするとき
は、 農林水 産省令で 定める ところ により 、農林 水産
大 臣の変 更の認 定を受け なけれ ばなら ない。

地情 報の伝 達に関 する法律 （平成 二十一 年法律
第 二十六 号）
二十三 消費 者安全 法（平成 二十一 年法律 第五十
号）
二十四 食品表示法（平成二十五年法律第七十
号）
二十 五 特 定農林 水産物等 の名称 の保護 に関す る
法 律（平 成二十 六年法律 第八十 四号）

（中央 卸売市 場に係 る変更 の認定の 申請）
第十 一条 法第六 条第一 項の規 定により 変更の 認定
を 受けよ うとす る中央 卸売市 場の開設 者は、 別記
様式第 三号に よる申 請書を 農林水 産大臣 に提出し
なけ ればな らない 。この 場合に おいて 、当該 変更
が 業務規 程又は 第二条 第三項 各号に 掲げる 書類の
変更を 伴うと きは、 当該変 更後の業 務規程 又は書
類を 添付し なけれ ばなら ない。

（中央 卸売市 場に係 る軽微 な変更）
第十 二条 法第六 条第一 項の農 林水産省 令で定 める
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２ 中 央卸売 市場の開 設者は 、前項 の農林 水産省 令で
定め る軽微 な変更を したと きは、 遅滞な く、そ の旨
を 農林水 産大臣 に届け出 なけれ ばなら ない。

軽微 な変更 は、次 に掲げ る変更と する。
一 法第四条第二項第一号に掲げる事項の変更
（開設 者の変 更を伴 うもの を除く。 ）
二 法第四 条第二 項第二 号に掲げ る事項 の変更
三 法第 四条第 二項第 三号に 掲げる事 項の変 更の
うち、 次に掲 げるも の
イ 当該中 央卸売 市場の 面積の変 更であ って、
そ の面積 の十パ ーセン ト以内を 増減す るもの
ロ 当 該中央 卸売市 場の施 設の変更 であっ て、
その 全ての 施設の 面積の 十パーセ ント以 内を
増 減する もの
四 法 第四条 第二項 第四号 に掲げる 事項の うち、
当該 中央卸 売市場 の取扱 品目ご との取 扱いの数
量 及び金 額に関 する事 項の変 更
五 法第四条第二項第五号に掲げる事項の変更
（開 設者の 組織の 人員の 十パー セント 以上を 減
少するも のを除 く。）
六 法第四 条第二項 第六号 に掲げ る事項 の変更
七 法第四条第二項第七号に掲げる事項の変更
（卸売 業者の 変更を 伴うも の及び当 該中央 卸売
市場 のいず れかの 取扱品 目につい て卸売 業者が
存 在しな くなる ものを 除く。）
八 第 二条第 二項に 定める 事項の変 更
九 業務規 程の変 更（法 第四条第 五項第 三号イ か
ら ハまで 並びに 第四号 イ及びロ に掲げ る事項 並
びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除
く。 ）

（中 央卸売 市場に 係る変 更の届出 ）
第十 三条 法第六 条第二 項の規 定による 届出は 、当
該変更 の日の 七日後ま でに、 別記様 式第四 号によ
る届出 書を提 出して しなけ ればなら ない。
中央卸 売市場 の開設 者は、 前条第三 号から 第九
２
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３ 第四条 第二項 から第六 項まで の規定 は、第 一項の
変 更の認 定につ いて準用 する。
（中 央卸売 市場の 休止及 び廃止 ）
第 七条 中央卸 売市場 の開設 者は、 その中 央卸売 市場
の業務 の全部 又は一 部を休 止し、 又は廃 止しよ うと
する ときは 、農林 水産省 令で定 めると ころに より、
その旨を 、取引 参加者 に通知 すると ともに 、農林 水
産大 臣に届 け出なけ ればな らない 。

（認定 の失効 ）
第八 条 中 央卸売 市場が次 の各号 のいず れかに 該当す
る に至っ たとき は、当該 中央卸 売市場 に係る 第四条
第一項 の認定 は、その 効力を 失う。
一 当該中 央卸売市 場の業 務の全 部が廃 止され たと
き。
二 当 該中央 卸売市場 につい て第十 三条第 一項の 認
定が あった とき。
２ 中 央卸売 市場の開 設者は 、当該 中央卸 売市場 につ
いて第十三条第一項の認定を受けようとするとき

号ま でに掲 げる変 更につ いては、 その年 度に係 る
法 第十二 条第一 項の規 定によ る報告を もって 、前
項の届 出書の 提出に 代える ことがで きる。
３ 第一項 の届出 書の提 出又は 第二項の 報告を する
場 合にお いて、 当該変 更が業 務規程又 は第二 条第
三項各 号に掲 げる書 類の変 更を伴う ときは 、当該
変更 後の業 務規程 又は書 類を添付 しなけ ればな ら
な い。

（ 中央卸 売市場 の休止 又は廃 止の通知 及び届 出）
第十四 条 法 第七条 の規定 による通 知は、 休止又 は
廃止 の日の 三十日 前まで に、その 旨及び その理 由
を 中央卸 売市場 の見や すい場 所に掲示 すると とも
に、イ ンター ネット の利用 その他の 適切な 方法に
より 公表し てしな ければ ならない 。
２ 法第 七条の 規定に よる届出 は、休 止又は 廃止の
日の三 十日前 までに 、別記 様式第五 号によ る届出
書を 提出し てしな ければ ならない 。

（ 地方卸 売市場 の認定 申請に係 る届出 ）
第十 五条 法第八 条第二 項の規 定によ る届出は 、法
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は、 農林水 産省令で 定める ところ により 、その 旨を
農 林水産 大臣に 届け出な ければ ならな い。

３ 農林 水産大 臣は、第 一項の 規定に より第 四条第 一
項の認 定がそ の効力を 失った ときは 、遅滞 なく、 そ
の旨 を公示 するもの とする 。
（指導 及び助 言）
第九 条 農 林水産 大臣は、 中央卸 売市場 の開設 者に対
し 、中央 卸売市 場の業務 の適正 かつ健 全な運 営を確
保するために必要な指導及び助言を行うものとす
る。
（措置 命令）
第十 条 農 林水産 大臣は 、中央 卸売市 場の業 務の適 正
かつ健全 な運営 を確保 するた めに必 要があ ると認 め
ると きは、 その開設 者に対 し、必 要な措 置をと るべ
き 旨を命 ずるこ とができ る。
（認 定の取 消し）
第 十一条 農林 水産大臣 は、中 央卸売 市場が 次の各 号
のいず れかに 該当する ときは 、当該 中央卸 売市場 に
係る 第四条 第一項の 認定を 取り消 すこと ができ る。
一 当該 中央卸 売市場が 、第四 条第一 項の農 林水産
省令で定める基準に該当しないこととなったと
き。
二 当該 中央卸 売市場が 、第四 条第五 項各号 に掲げ
る要件 を欠く に至った とき。
三 その開 設者が、 第五条 第一号 、第二 号又は 第四
号 に該当 するに至 ったと き。
四 そ の開設 者が、開 設する 卸売市 場につ いて不 正
の手 段によ り第四条 第一項 の認定 （第六 条第一 項

第十 三条第 一項の 認定の 申請後 速やか に、別 記様
式 第六号 による 届出書 を提出 してし なけれ ばなら
ない。

-18-

の変 更の認 定を含む 。）又 は第十 三条第 一項の 認
定 （第十 四条にお いて読 み替え て準用 する第 六条
第一項 の変更 の認定を 含む。 ）を受 けたこ とが判
明し たとき 。
五 その 開設者 が、次条 第一項 若しく は第二 項（こ
れらの 規定を 第十四条 におい て読み 替えて 準用す
る場 合を含 む。）の 規定に よる報 告をせ ず、若 し
く は資料 を提出せ ず、若 しくは 虚偽の 報告を し、
若しく は虚偽 の資料を 提出し 、又は 同項（ 第十四
条に おいて 読み替え て準用 する場 合を含 む。） の
規 定によ る検査 を拒み、 妨げ、 若しく は忌避 した
とき。
六 その開 設者が 、この 法律若 しくは 第五条第 二号
の 政令で 定める 法律若 しくは これら の法律 に基づ
く命令 又はこ れらに 基づく 処分に 違反し たとき 。
２ 農林水 産大臣 は、前 項の規 定によ り認定 を取り 消
したとき は、遅 滞なく 、その 旨を公 示する ものと す
る。
（報告 及び検 査）
第十 二条 中央卸 売市場の 開設者 は、毎 年、農 林水産
省 令で定 めると ころによ り、当 該中央 卸売市 場の運
営の状況を農林水産大臣に報告しなければならな
い。

２ 農林 水産大 臣は、こ の法律 の施行 に必要 な限度 に
おいて 、中央 卸売市場 の開設 者に対 し、そ の業務 若
しく は財産 に関し報 告若し くは資 料の提 出を求 め、
又 は当該 職員に 、中央卸 売市場 の開設 者の事 務所そ
の他の 業務を 行う場所 に立ち 入り、 その業 務若し く
は財 産の状 況若しく は帳簿 、書類 その他 の物件 を検

（中 央卸売 市場の 運営状 況の報告 ）
第十 六条 法第十 二条第 一項の 規定によ る報告 は、
毎 年度経 過後四 月以内 に、別 記様式第 七号に よる
報告書 を提出 してし なけれ ばならな い。
２ 前項の 報告書 には、 当該中 央卸売市 場の卸 売業
者 の最新 の法第 四条第 五項第 五号の表 の六の 項㈡
の事業 報告書 を添付 しなけ ればなら ない。
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査さ せるこ とができ る。
３ 前項 の規定 により立 入検査 をする 当該職 員は、 そ
の身分 を示す 証明書を 携帯し 、関係 人に提 示しな け
れば ならな い。
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。
４

第 四章 地方卸売 市場
（地方 卸売市 場の認定 ）
第十 三条 卸売市 場であっ て、第 五項各 号に掲 げる要
件 に適合 してい るものは 、当該 卸売市 場の所 在地を
管轄す る都道 府県知 事（以 下「都道 府県知 事」と い
う。 ）の認 定を受 けて、 地方卸 売市場 と称する こと
が できる 。
２ その開 設する 卸売市 場につ いて前 項の認 定を受 け
ようとす る開設 者は、 農林水 産省令 で定め るとこ ろ
によ り、次 に掲げる 事項を 記載し た申請 書（以 下こ
の 条にお いて「 申請書」 という 。）を 都道府 県知事
に提出 して、 同項の認 定の申 請をし なけれ ばなら な
い。
一 開設 者の名 称及び住 所並び にその 代表者 の氏名
二 卸 売市場 の名称
三 卸売市 場の位置 及び施 設に関 する事 項
四 卸売 市場の 取扱品目 並びに 取扱品 目ごと の取扱
いの数 量及び 金額に関 する事 項
五 卸売市 場の業務 の運営 体制に 関する 事項
六 卸売 市場の 業務の運 営に必 要な資 金の確 保に関
する事 項
卸売市 場の卸売 業者に 関する 事項
その 他農林 水産省令 で定め る事項
七
八

（地方 卸売市 場の認 定の申 請）
第十七 条 法 第十三 条第二 項に規定 する申 請書は 、
別記 様式第 一号（ 都道府 県が別に 定める 場合に あ
っ ては、 その様 式）に より作 成しなけ ればな らな
い。

２ 法第 十三条 第二項 第八号 の農林水 産省令 で定め
る事項 は、卸 売業者 以外の 取引参加 者その 他の関
係事 業者に 関する 事項と する。
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３ 第一項 の申請 書には 、次に 掲げる書 類（都 道府
県 が別に 定める 場合に あって は、その 書類） を添
付しな ければ ならな い。
一 開設者 に関す る次に 掲げる書 類（開 設者が 地
方 公共団 体であ る場合 にあって は、ニ に掲げ る
書類）
イ 定款
ロ 登記 事項証 明書
ハ 役 員名簿 及び役 員の履 歴書
ニ 別記様 式第七 号（第 三十条第 一項の 規定に
よ り都道 府県が 別に様 式を定め た場合 にあっ
ては、 当該様 式）の 例によ り作成し た直近 年
度の 事業報 告書又 はこれ に準ず るもの （開設
者 が事業 の開始 後一年 を経過 してい ないも の
である 場合に あって は、申 請の日 を含む 年度
の事 業計画 書）
ホ 法第 十四条 におい て準用 する法 第五条 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
二 卸 売市場 の施設 の配置 図
三 卸売業 者に関 する次 に掲げる 書類（ 卸売業 者
が 個人で ある場 合にあ っては、 戸籍抄 本又は こ
れに代 わるも の及び ニに掲 げる書類 ）
イ 定款
ロ 登記 事項証 明書
ハ 役 員名簿
ニ 別記様 式第二 号（第 二十一条 第一項 の規定
に より都 道府県 が別に 様式を定 めた場 合にあ
っては 、当該 様式） の例によ り作成 した直 近
の事 業年度 の事業 報告書 又はこれ に準ず るも
の （卸売 業者が 事業の 開始後一 年を経 過して
いない もので ある場 合にあっ ては、 申請の 日
を含 む事業 年度の 事業計 画書）
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３ 申請書 には、 その申 請に係 る業務 規程を添 付しな
け ればな らない 。

４ 業 務規程 には、次 に掲げ る事項 を定め なけれ ばな
らな い。
一 卸売 市場の 業務の方 法
二 取 引参加 者が当該 卸売市 場にお ける業 務に関 し
遵守 すべき 事項
５ 都 道府県 知事は、 第一項 の認定 の申請 があっ た場
合に おいて 、当該申 請に係 る卸売 市場に ついて 次に
掲 げる要 件に適 合すると 認める ときは 、当該 認定を
するも のとす る。
一 申請書 及び業務 規程の 内容が 、基本 方針に 照ら
し 適切で あること 。
二 申 請書及 び業務規 程の内 容が、 法令に 違反し な
いこ と。

四 法第十 三条第 五項第 四号イ及 びロに 掲げる 方
法 が公表 されて いるこ とを証す る書類
五 法 第十三 条第五 項第五 号の表の 下欄に 掲げる
事項 以外の 遵守事 項が定 められて いる場 合にあ
っ ては、 次に掲 げる書 類
イ 当 該遵守 事項を 定める に当たっ て法第 十三
条第 五項第 六号ロ の規定 により取 引参加 者の
意 見を聴 いたこ とを証 する書類
ロ 当 該遵守 事項及 び当該 遵守事項 が定め られ
た理 由が法 第十三 条第五 項第六号 ハの規 定に
よ り公表 されて いるこ とを証す る書類

４ 法第 十三条 第三項 に規定 する業務 規程に は、そ
の細則 （同条 第五項 第三号 イからハ まで並 びに第
四号イ 及びロ に掲げ る事項 並びに 遵守事 項の内 容
に係るものに限る。）を委ねた規則（品目、数
量、金額 、割合 その他 の軽微 な事項 のみを 委ねた
もの を除く 。）を含 む。
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三 業務規 程に定め られて いる前 項第一 号に掲 げる
事 項が、 次に掲げ る事項 を内容 とする もので ある
こと。
イ 開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関
し 、取引 参加者に 対して 、不当 に差別 的な取 扱
いをし ないこと 。
ロ 開設 者は、当 該卸売 市場に おいて 取り扱 う生
鮮食料 品等につ いて、 農林水 産省令 で定め ると
ころ により 、卸売の 数量及 び価格 その他 の農林
水 産省令 で定め る事項を 公表す ること 。

ハ 開設者 は、業務 規程に 定めら れてい る遵守 事
項 （前項 第二号に 掲げる 事項を いう。 以下こ の
項にお いて同じ 。）を 取引参 加者に 遵守さ せる
ため 、これ に必要な 限度に おいて 、取引 参加者
に 対し、 指導及び 助言、 報告及 び検査 、是正 の
求めそ の他の措 置をと ること ができ ること 。
四 業務 規程に 前項第一 号に掲 げる事 項とし て次に
掲げ る方 法が 定め られ てい るとと もに 、当 該方
法 が農 林水 産省 令で 定める とこ ろに より公 表さ
れ ている こと。
イ 卸 売業者 の生 鮮食 料品 等の 品目ご との せり
売 又は 入 札の 方 法 、相 対 によ る取引 の方 法そ
の 他の売 買取引 の方法
ロ 取 引参加 者が 売買 取引 を行 う場合 にお ける
支払 期日、 支払方 法その 他の決 済の方法

（ 開設者 による 売買取 引の結 果等の公 表）
第十 八条 法第十 三条第 五項第 三号ロ の規定 による
公表は 、当該 卸売市 場の取 扱品目に 属する 生鮮食
料品 等に関 する次 に掲げ る事項に ついて 、それ ぞ
れ開設 者が定 める時 までに 、インタ ーネッ トの利
用そ の他の 適切な 方法に より行 わなけ ればなら な
い。
一 そ の日の 主要な 品目の 卸売予 定数量
二 その日 の主要 な品目 の卸売 の数量 及び価 格

（ 開設者 による 売買取 引の方 法及び決 済の方 法の
公表 ）
第 十九条 法第 十三条 第五項 第四号の 規定に よる公
表は 、イン ターネ ットの 利用その 他の適 切な方 法
に より行 わなけ ればな らない 。
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二 差 別的取 扱
いの 禁止

一 売 買取引 の
原則
卸 売業者 は、出 荷者又は 仲卸
業者その他の買受人に対し
て 、不当 に差別 的な取扱 いを
しない こと。

取 引参加 者は、 公正かつ 効率
的に売 買取引 を行うこ と。

五 業務 規程に 定められ ている 遵守事 項が、 次の表
の上欄 に掲げ る事項に 関し、 同表の 下欄に 掲げる
事項 を内容 とするも のであ ること 。

売買 取引の
方法

三

売買 取引の
条件の 公表

卸売 業者は 、前号 イに掲 げる
方 法とし て業務 規程に定 めら
れた 方法に より、 卸売を する
こと。

四

卸売 業者は、 農林水 産省令 で
定め るとこ ろによ り、その 取
扱品 目その 他売買取 引の条 件
（ 売買取 引に係 る金銭の 収受
に関す る条件 を含む。 ）を公
表す ること 。

（卸売 業者に よる売 買取引 の条件の 公表）
第二 十条 法第十 三条第 五項第 五号の表 の四の 項の
規定に よる公 表は、 次に掲 げる事 項につ いて、 イ
ンタ ーネッ トの利 用その 他の適 切な方 法によ り行
わ なけれ ばなら ない。
一 営業日 及び営 業時間
二 取扱 品目
三 生 鮮食料 品等の 引渡し の方法
四 委託手 数料そ の他の 生鮮食料 品等の 卸売に 関
し 出荷者 又は買 受人が 負担する 費用の 種類、 内
容及び その額
五 生鮮食 料品等 の卸売 に係る販 売代金 の支払 期
日 及び支 払方法 （法第 十三条第 五項第 四号ロ に
掲げる 方法と して業 務規程 に定めら れた決 済の
方法 に則し たもの に限る 。）
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五

決済の 確保

㈠ 取 引参加 者は、前 号ロに
掲 げる方 法として 業務規 程
に定め られた方 法によ り、
決済 を行う こと。
㈡ 卸売 業者は 、農林水 産省
令で定 めるとこ ろによ り、
事業 報告書 を作成し 、これ
を 開設者 に提出 するとと も
に、当 該事業 報告書 （出荷
者が 安定的 な決済 を確保 す
る ために 必要な 財務に 関す
る情報 として 農林水 産省令
で定 めるも のが記 載され た
部分に限 る。） につい て閲
覧の申出があった場合に
は 、農林 水産省令 で定め る
正当な 理由があ る場合 を除
き、これを閲覧させるこ
と。

六 奨励金 等があ る場合 には、そ の種類 、内容 及
び その額 （その 交付の 基準を含 む。）

（ 卸売業 者によ る事業 報告書 の作成等 ）
第 二十一 条 法 第十三 条第五 項第五 号の表の 五の項
㈡の 事業報 告書は 、事業 年度ごと に、別 記様式 第
二 号（都 道府県 が別に 定める 場合にあ っては 、そ
の様式 ）によ り作成 し、当 該事業年 度経過 後九十
日以 内（都 道府県 が別に 定める場 合にあ っては 、
そ の期限 まで） に、開 設者に 提出しな ければ なら
ない。
２ 法第十 三条第 五項第 五号の 表の五の 項㈡の 規定
に よる閲 覧は、 インタ ーネッ トの利用 、事務 所に
おける 備置き その他 の適切 な方法に よりさ せなけ
れば ならな い。
３ 法第 十三条 第五項 第五号 の表の五 の項㈡ の農林
水産省 令で定 める財 務に関 する情報 は、貸 借対照
表及 び損益 計算書 とする 。
４ 法 第十三 条第五 項第五 号の表の 五の項 ㈡の農 林
水産 省令で 定める 正当な 理由があ る場合 は、次 の
と おりと する。
一 当 該卸売 業者に 対し卸 売のため の販売 の委託
又は 販売を する見 込みが ないと認 められ る者か
ら 閲覧の 申出が なされ た場合
二 安 定的な 決済を 確保す る観点か ら当該 卸売業
者の 財務の 状況を 確認す る目的以 外の目 的に基
づ き閲覧 の申出 がなさ れたと認 められ る場合
三 同 一の者 から短 期間に 繰り返し 閲覧の 申出が
なさ れた場 合
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六

売買 取引の
結果等 の公表

卸売 業者は 、農林水 産省令 で
定 めると ころに より、卸 売の
数量 及び価 格その他 の売買 取
引 の結果 （売買 取引に係 る金
銭の収 受の状 況を含む 。）そ
の他 の公正 な生鮮食 料品等 の
取 引の指 標とな るべき事 項と
して農 林水産 省令で定 めるも
のを 定期的 に公表す ること 。

六 前 号の表 の下欄に 掲げる 事項以 外の遵 守事項 が
定め られて いる場合 には、 次に掲 げる要 件に適 合
す るもの であるこ と。
イ 当 該遵守 事項が前 号の表 の下欄 に掲げ る事項
の内 容に反 するもの でない こと。
ロ 当該 遵守事項 が取引 参加者 の意見 を聴い て定
められ ているこ と。
ハ 当該遵 守事項及 び当該 遵守事 項が定 められ た
理 由が公 表されて いるこ と。
七 開 設者が 、取引参 加者に 遵守事 項を遵 守させ る
ため に必要 な体制を 有する こと。
当該 卸売市 場が、生 鮮食料 品等の 円滑な 取引を
確保す るため に必要な 施設を 有する こと。
八

（卸 売業者 による 売買取引 の結果 等の公 表）
第二 十二条 法第 十三条 第五項 第五号の 表の六 の項
の規 定によ る公表 は、当 該卸売業 者の取 扱品目 に
属 する生 鮮食料 品等に 関する 次に掲げ る事項 につ
いて、 それぞ れ開設 者が定 める時ま でに、 インタ
ーネ ットの 利用そ の他の 適切な方 法によ り行わ な
け ればな らない 。
一 その日 の主要 な品目 の卸売予 定数量
二 その 日の主 要な品 目の卸 売の数量 及び価 格
三 その 月の前 月の委 託手数 料の種類 ごとの 受領
額及び 奨励金 等があ る場合 にあって はその 月の
前月 の奨励 金等の 種類ご との交 付額（ 法第十三
条 第五項 第五号 の表の 四の項 の規定 並びに 第二
十条第 四号及 び第六 号の規 定によ りその 条件を
公表 した委 託手数 料及び 奨励金 等に係 るもの に
限る。）

-26-

九 前各号 に掲げる ものの ほか、 当該卸 売市場 が、
卸 売市場 の適正か つ健全 な運営 に必要 なもの とし
て農林 水産省 令で定め る要件 に適合 するも のであ
るこ と。

（地 方卸売 市場の 認定の 公示）
第二十四条 法第十三条第六項の規定による公示
は、イ ンター ネット の利用 、都道府 県の公 報への
掲載 その他 の適切 な方法 により行 うもの とする 。

（卸 売市場 の適正 かつ健 全な運 営に必 要な要 件）
第二 十三条 法第 十三条 第五項 第九号の 農林水 産省
令 で定め る要件 は、次 のとお りとす る。
一 開設者 が、当 該卸売 市場の業 務の運 営に必 要
な 資金を 確保す ること ができる と見込 まれる こ
と。
二 当該卸 売市場 の全て の取扱品 目につ いて卸 売
業 者が存 在し、 かつ、 当該卸売 業者が 卸売の 業
務を適 確に遂 行する ことが できると 見込ま れる
こと 。

（ 地方卸 売市場 に係る 変更の 認定の申 請）
第二十 五条 法第十 四条に おいて 読み替 えて準用 す
る法 第六条 第一項 の規定 により 変更の 認定を 受け
よ うとす る地方 卸売市 場の開 設者は 、別記 様式第
三号（ 都道府 県が別 に定め る場合 にあっ ては、 そ
の 様式）に よる申 請書を 都道府 県知事 に提出 しな
ければ ならな い。この 場合に おいて 、当該 変更が
業務規程又は第十七条第三項各号に掲げる書類
（ 同項の 規定に より都 道府県 が別に書 類を定 めた

６ 都 道府県 知事は 、第一 項の認定 をした ときは 、農
林水 産省令 で定め るとこ ろによ り、当 該認定を 受け
た 卸売市 場（次 項及び 第十八 条第一 号を除 き、以 下
「地方 卸売市 場」と いう。 ）に関 し、次 に掲げ る事
項を 公示す るもの とする 。
一 開設 者の名 称及び 住所
二 地方卸 売市場の 名称
三 地方 卸売市 場の位置 及び取 扱品目
７ 第一項 の認定 を受けた 卸売市 場でな いもの は、地
方 卸売市 場又は これに紛 らわし い名称 を称し てはな
らない 。
（ 準用）
第十四 条 第 五条から 第十条 まで、 第十一 条（第 一項
第一号に係る部分を除く。）及び第十二条の規定
は 、前条 第一項 の認定に ついて 準用す る。こ の場合
におい て、こ れらの規 定（第 六条第 一項を 除く。 ）
中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」
と 、第六 条第一 項中「第 四条第 二項各 号」と あるの
は「第 十三条 第二項各 号」と 、「農 林水産 大臣」 と
ある のは「 その所在 地を管 轄する 都道府 県知事 （以
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下第十二条までにおいて「都道府県知事」とい
う 。）」 と、同 条第三項 中「第 四条第 二項」 とある
のは「 第十三 条第二項 」と、 第八条 第一項 第二号 及
び第 二項中 「第十三 条第一 項」と あるの は「第 四条
第 一項」 と、第 十一条第 一項第 二号中 「第四 条第五
項各号 」とあ るのは「 第十三 条第五 項各号 」と読 み
替え るもの とする。

場合 にあっ ては、 当該書 類。以 下同じ 。）の 変更
を 伴うと きは、 当該変 更後の 業務規 程又は 書類を
添付し なけれ ばなら ない。

（地方 卸売市 場に係 る軽微 な変更）
第二十 六条 法第十 四条に おいて読 み替え て準用 す
る 法第六 条第一 項の農 林水産 省令で定 める軽 微な
変 更は、 次に掲 げる変 更（都 道府県が 別に定 める
場合に あって は、そ の変更 ）とする 。
一 法第十 三条第 二項第 一号に掲 げる事 項の変 更
（ 開設者 の変更 を伴う ものを除 く。）
二 法 第十三 条第二 項第二 号に掲げ る事項 の変更
三 法第十 三条第 二項第 三号に 掲げる 事項の変 更
の うち、 当該地 方卸売 市場の 施設の 変更で あっ
て、そ の全て の施設 の面積 の十パ ーセン ト以内
を増 減する もの
四 法第十三条第二項第四号に掲げる事項のう
ち、 当該地 方卸売市 場の取 扱品目 ごとの 取扱い
の 数量及 び金額 に関す る事項の 変更
五 法 第十三 条第二 項第五 号に掲げ る事項 の変更
（開 設者の 組織の 人員の 十パーセ ント以 上を減
少 するも のを除 く。）
六 法 第十三 条第二 項第六 号に掲げ る事項 の変更
七 法第十 三条第 二項第 七号に掲 げる事 項の変 更
（ 卸売業 者の変 更を伴 うもの及 び当該 地方卸 売
市場の いずれ かの取 扱品目 について 卸売業 者が
存在 しなく なるも のを除 く。）
八 第十 七条第 二項に 定める 事項の変 更
九 業 務規程 の変更 （法第 十三条第 五項第 三号イ
から ハまで 並びに 第四号 イ及びロ に掲げ る事項
並びに遵守事項の内容の変更を伴うものを除
く。）
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（地 方卸売 市場に 係る変 更の届出 ）
第 二十七 条 法 第十四 条にお いて読み 替えて 準用す
る法第 六条第 二項の 規定に よる届出 は、当 該変更
の日 の七日 後まで （都道 府県が別 に定め る場合 に
あっては、その期限まで）に、別記様式第四号
（都道 府県が 別に定 める場 合にあっ ては、 その様
式）による届出書を提出してしなければならな
い。
２ 地 方卸売 市場の 開設者 は、前条 第三号 から第 九
号ま でに掲 げる変 更（都 道府県が 別に定 める場 合
に あって は、そ の変更 ）につ いては、 その年 度に
係る法 第十四 条にお いて読 み替えて 準用す る法第
十二 条第一 項の規 定によ る報告 をもっ て、前項 の
規 定によ る届出 書の提 出に代 えるこ とがで きる。
３ 第 一項の 届出書 の提出 又は第 二項の 報告を する
場合 におい て、当 該変更 が業務 規程又 は第十 七条
第三項各 号に掲 げる書 類の変 更を伴 うとき は、当
該変 更後の 業務規程 又は書 類を添 付しな ければ な
ら ない。

（地 方卸売 市場の 休止又 は廃止の 通知及 び届出 ）
第 二十八 条 法 第十四 条にお いて読み 替えて 準用す
る法第 七条の 規定に よる通 知は、休 止又は 廃止の
日の 三十日 前まで に、そ の旨及び その理 由を地 方
卸 売市場 の見や すい場 所に掲 示すると ともに 、イ
ンター ネット の利用 その他 の適切な 方法に より公
表し てしな ければ ならな い。
２ 法第 十四条 におい て読み 替えて準 用する 法第七
条の規 定によ る届出 は、休 止又は廃 止の日 の三十
日前まで（都道府県が別に定める場合にあって
は 、その 期限ま で）に 、別記 様式第五 号（都 道府
県が別 に定め る場合 にあっ ては、そ の様式 ）によ
る届 出書を 提出し てしな ければな らない 。
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（農 林水産 大臣への 報告等 ）
第 十五条 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 。
第五 章 雑 則
（ 助成）
第十六 条 国 は、中央 卸売市 場の開 設者で あって 食品
等の 流通の 合理化及 び取引 の適正 化に関 する法 律第

（ 中央卸 売市場 の認定 申請に 係る届出 ）
第二十 九条 法第十 四条に おいて読 み替え て準用 す
る法 第八条 第二項 の規定 による届 出は、 法第四 条
第 一項の 認定の 申請後 速やか に（都道 府県が 別に
定める 場合に あって は、そ の期限ま でに） 、別記
様式 第六号 （都道 府県が 別に定め る場合 にあっ て
は 、その 様式） による 届出書 を提出し てしな けれ
ばなら ない。

（ 地方卸 売市場 の運営 状況の 報告）
第三十 条 法 第十四 条にお いて読み 替えて 準用す る
法第 十二条 第一項 の規定 による 報告は 、毎年度 経
過 後四月 以内（ 都道府 県が別 に定め る場合 にあっ
ては、 その期 限まで ）に、 別記様 式第七 号（都 道
府県 が別に 定める 場合に あって は、そ の様式 ）に
よる報告 書を提 出して しなけ ればな らない 。
２ 前項の 報告書に は、当 該地方 卸売市 場の卸 売業
者 の最新 の法第 十三条 第五項第 五号の 表の五 の項
㈡の事 業報告 書（都 道府県 が別に定 める場 合にあ
って は、そ の書類 ）を添 付しなけ ればな らない 。
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五条 第一項 の認定を 受けた ものが 同法第 六条第 二項
に 規定す る認定 計画（次 項にお いて「 認定計 画」と
いう。 ）に従 って当該 中央卸 売市場 の施設 の整備 を
行う 場合に は、当該 開設者 に対し 、予算 の範囲 内に
お いて、 当該施 設の整備 に要す る費用 の十分 の四以
内を補 助する ことがで きる。
２ 国及び 都道府 県は、中 央卸売 市場又 は地方 卸売市
場 の開設 者であ って食品 等の流 通の合 理化及 び取引
の適正 化に関 する法律 第五条 第一項 の認定 を受け た
もの が認定 計画に従 って当 該中央 卸売市 場又は 地方
卸 売市場 の施設 の整備を 行う場 合には 、当該 開設者
に対し 、必要 な助言 、指導 、資金の 融通の あっせ ん
その 他の援 助を行 うよう に努め るもの とする。
（都道 府県が 処理す る事務 等）
（都道 府県が 処理す る事務）
第十 七条 この法 律に規 定する 農林水 産大臣 の権限 に 第二 条 法 第十二 条第二 項に規定 する農 林水産 大臣
属する事 務の一 部は、 政令で 定める ところ により 、
の 権限に 属する 事務（都 道府県 、地方 自治法 （昭
都道 府県知 事が行う ことと するこ とがで きる。
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 （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 ものであ って、 同法第 二百五 十二
条の十 九第一 項の指 定都市が 加入し ないも のを除
く。）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。
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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。

第 六章 罰則
第十八 条 次 の各号の いずれ かに該 当する 者は、 三十
万円 以下の 罰金に処 する。
一 第四 条第七 項又は第 十三条 第七項 の規定 に違反
して、 中央卸 売市場若 しくは 地方卸 売市場 又はこ
れら に紛ら わしい名 称を称 した者
二 第十 二条第 一項若し くは第 二項（ これら の規定
を第十 四条に おいて読 み替え て準用 する場 合を含
む。 ）の規 定による 報告を せず、 若しく は資料 を

３ 都道府 県知事 は、第 一項本文 の規定 に基づ き法
第 十二条 第二項 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 合には 、農林
水産 省令で 定める ところに より、 その結 果を農 林
水 産大臣 に報告 しなけれ ばなら ない。

（ 検査等 の結果 の報告 ）
第三十 一条 卸売市 場法施 行令（昭 和四十 六年政 令
第二 百二十 一号。 以下「 令」とい う。） 第二条 第
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
い。
一 報告若 しくは 資料の 提出を求 め、又 は立入 検
査 をした 開設者 の名称
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

（権 限の委 任）
第 三十二 条 法 第六条 第二項 、第七条 、第八 条第二
項並び に第十 二条第 一項及 び第二項 並びに 令第二
条第 三項の 規定によ る農林 水産大 臣の権 限（法 第
十二条第二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
第十 二条第 二項の 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。
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提出 せず、 若しくは 虚偽の 報告を し、若 しくは 虚
偽 の資料 を提出し 、又は 同項（ 第十四 条にお いて
読み替 えて準 用する場 合を含 む。） の規定 による
検査 を拒み 、妨げ、 若しく は忌避 した者
第十九条 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 、前条 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 て同条 の刑を 科
する 。

（ 中央卸 売市場 又は地 方卸売 市場の認 定の申 請に
係 る記載 事項等 の省略 ）
第二 条 改 正法附 則第三 条第五 項の農林 水産省 令で
定 める事 項は、 次に掲 げる申 請の区分 に応じ 、そ
れぞ れ次に 定める 事項と する。
一 改正 法第一 条の規 定によ る改正 前の卸売 市場

附 則 抄
附 則 抄
附 則 抄
（ 施行期 日）
（ 施行期 日）
（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 第一条 この 政令は 、改正法 の施行 の日（ 平成三 十 第一 条 こ の省令 は、卸 売市場 法及び食 品流通 構造
えない範囲内において政令で定める日から施行す
年十月二十二日）から施行する。ただし、第一
改善促進法の一部を改正する法律（以下「改正
る。ただ し、次 の各号 に掲げ る規定 は、当 該各号 に
条 、第四 条から 第六条ま で、第 八条及 び第十 四条
法」と いう。 ）の施 行の日 （平成三 十年十 月二十
定め る日か ら施行す る。
並びに 次条の 規定は 、改正法 附則第 一条第 三号に
二日 ）から 施行す る。た だし、次 の各号 に掲げ る
一 次条 並びに 附則第五 条、第 八条、 第九条 及び第
掲げる 規定の 施行の 日（平成 三十二 年六月 二十一
規定 は、当 該各号 に定め る日か ら施行 する。
三十二 条の規 定 公布 の日
日） から施 行する 。
一 次 条の規 定 改 正法附 則第一条 第二号 に掲げ
二 附則第 三条及び 第十四 条の規 定 公 布の日 から
る規 定の施 行の日 （平成 三十一 年十二 月二十 一
起 算して 一年六月 を超え ない範 囲内に おいて 政令
日）
で定め る日
二 第 一条、 第三条 、第四 条、第六 条、第 七条及
三 第一条 の規定及 び第二 条中食 品流通 構造改 善促
び 第九条 並びに 附則第三 条の規 定 改 正法附 則
進 法第三 章を第二 章とし 、同章 の次に 一章を 加え
第 一条第 三号に 掲げる 規定の 施行の日 （平成 三
る改正規定（第二十七条第二項に係る部分に限
十二年 六月二 十一日 ）
る。 ）並び に附則第 四条、 第十五 条から 第十八 条
ま で及び 第三十条 の規定 公布 の日か ら起算 して
二年を 超えな い範囲内 におい て政令 で定め る日
（ 卸売市 場に関 する基本 方針に 関する 経過措 置）
第二条 農林 水産大臣 は、前 条第三 号に掲 げる規 定の
施行 の日（ 以下「第 三号施 行日」 という 。）前 にお
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いても、第一条の規定による改正後の卸売市場法
（ 以下「 新卸売 市場法」 という 。）第 三条の 規定の
例によ り、卸 売市場に 関する 基本方 針を定 め、こ れ
を公 表する ことがで きる。
２ 前項 の規定 により定 められ た卸売 市場に 関する 基
本方針 は、第 三号施行 日にお いて新 卸売市 場法第 三
条の 規定に より定め られた ものと みなす 。
（中央 卸売市 場又は地 方卸売 市場の 認定に 関する 経
過措 置）
第 三条 その開 設する卸 売市場 （新卸 売市場 法第二 条
第二項 に規定 する卸 売市場 に該当す るもの をいう 。
次項 から第 四項ま でにお いて同 じ。） について 新卸
売 市場法 第四条 第一項 の認定 を受け ようと する開 設
者（新 卸売市 場法第 二条第 三項に 規定す る開設 者に
該当 する者 をいう 。第三 項にお いて同 じ。） は、第
三号施行 日前に おいて も、新 卸売市 場法第 四条第 一
項か ら第四 項までの 規定の 例によ り、そ の申請 をす
る ことが できる 。
２ 農 林水産 大臣は、 前項の 申請が あった 場合に おい
ては 、第三 号施行日 前にお いても 、新卸 売市場 法第
四 条第五 項及び 第五条（ 次条の 規定に よりみ なして
適用す る場合 を含む。 ）の規 定の例 により 、その 認
定を するこ とができ る。こ の場合 におい て、そ の認
定 を受け た卸売 市場は、 第三号 施行日 におい て新卸
売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみな
す。
３ その 開設す る卸売市 場につ いて新 卸売市 場法第 十
三条第 一項の 認定を受 けよう とする 開設者 は、第 三
号施 行日前 において も、同 項から 同条第 四項ま での
規 定の例 により 、その申 請をす ること ができ る。
４ 前 項の申 請に係る 卸売市 場の所 在地を 管轄す る都
道府 県知事 は、当該 申請が あった 場合に おいて は、

法 （昭和 四十六 年法律 第三十 五号。 以下こ の項
におい て「旧 卸売市 場法」 という 。）第 二条第
三項に規定する中央卸売市場（次項において
「 旧中央 卸売市 場」と いう。 ）に係 る改正 法附
則第 三条第 一項の 申請 改正法第 一条の 規定に
よ る改正 後の卸 売市場法 （次号 におい て「新 卸
売市場 法」と いう。 ）第四 条第二項 第三号 、第
七 号及び 第八号 に掲げ る事項
二 旧卸売 市場法 第二条 第四項に 規定す る地方 卸
売市場 （第三 項にお いて「 旧地方卸 売市場 」と
いう 。）に 係る改 正法附 則第三条 第三項 の申請
新卸売 市場法 第十三 条第二項 第三号 、第七 号
及び第 八号に 掲げる 事項（ 都道府県 が別に 定め
る場 合にあ っては 、その 事項）
２ 旧中央 卸売市 場に係 る改正 法附則第 三条第 一項
の 申請に ついて は、第 一条の 規定によ る改正 後の
卸売市 場法施 行規則 （次項 において 「新卸 売市場
法施 行規則 」とい う。） 第二条第 三項の 規定に か
か わらず 、同項 第一号 から第 三号まで に掲げ る書
類の添 付を省 略する ことが できる 。
３ 旧地方 卸売市 場に係 る改正 法附則第 三条第 三項
の 申請に ついて は、新 卸売市 場法施行 規則第 十七
条第三 項の規 定にか かわら ず、同項 第一号 から第
三号 までに 掲げる 書類（ 第一号ニ 及びホ に掲げ る
書 類を除 き、都 道府県 が別に 定める場 合にあ って
は、そ の書類 ）の添 付を省 略する ことが できる。
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第三 号施行 日前にお いても 、新卸 売市場 法第十 三条
第 五項及 び新卸 売市場法 第十四 条にお いて準 用する
新卸売 市場法 第五条（ 次条の 規定に よりみ なして 適
用す る場合 を含む。 ）の規 定の例 により 、その 認定
を するこ とがで きる。こ の場合 におい て、そ の認定
を受け た卸売 市場は、 第三号 施行日 におい て新卸 売
市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみな
す。
５ 第 一条の 規定によ る改正 前の卸 売市場 法（次 条に
おい て「旧 卸売市場 法」と いう。 ）第二 条第三 項に
規 定する 中央卸 売市場（ 次項に おいて 「旧中 央卸売
市場」 という 。）又 は同条 第四項に 規定す る地方 卸
売市場（次項において「旧地方卸売市場」とい
う 。）に 係る第 一項又 は第三 項の申 請につ いては 、
新卸売 市場法 第四条 第二項 又は第 十三条 第二項 の規
定に かかわ らず、 卸売市 場（新 卸売市 場法第 二条第
二項に規定する卸売市場をいう。次項において同
じ。 ）の施 設に関す る事項 その他 の農林 水産省 令で
定 める事 項の記 載を省略 するこ とがで きる。
６ 附 則第一 条第三号 に掲げ る規定 の施行 の際旧 中央
卸売 市場又 は旧地方 卸売市 場に該 当して いる卸 売市
場 は、同 号に掲 げる規定 の施行 の際第 一項又 は第三
項の申 請につ いて処分 が行わ れてい ない場 合にお い
ては 、その 処分が行 われる までの 間は、 新卸売 市場
法 第四条 第七項 又は第十 三条第 七項の 規定に かかわ
らず、 それぞ れ中央卸 売市場 又は地 方卸売 市場と 称
する ことが できる。
（卸売 市場を 開設する 者の欠 格事由 に関す る経過 措
置）
第 四条 新卸売 市場法第 五条（ 第三号 及び第 四号に 係
る部分 に限る 。）（新 卸売市 場法第 十四条 におい て
準用 する場 合を含む 。）の 規定の 適用に ついて は、
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旧卸 売市場 法第四十 九条第 一項（ 第二号 に係る 部分
に 限る。 ）の規 定により 旧卸売 市場法 第八条 の認可
を取り 消され 、又は旧 卸売市 場法第 六十五 条第一 項
若し くは第 二項の規 定によ り旧卸 売市場 法第五 十五
条 の許可 を取り 消された 者は、 その処 分を受 けた日
におい て、新 卸売市場 法第十 一条第 一項の 規定に よ
り新 卸売市 場法第四 条第一 項の認 定を取 り消さ れ、
又 は新卸 売市場 法第十四 条にお いて読 み替え て準用
する新 卸売市 場法第十 一条第 一項の 規定に より新 卸
売市 場法第 十三条第 一項の 認定を 取り消 された もの
と みなす 。
（罰 則に関 する経 過措置 ）
第 三十一 条 こ の法律 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 。
（ 政令へ の委任 ）
第三十 二条 この附則 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（罰 則に関 する経 過措
置 を含む 。）は 、政令で 定める 。

別 記様式 第１号 から第 ７号

〔略〕
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