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第  133 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例の一部改正について 

浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例（平成１８年浜松市条例第７８号）の一部

を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

区 区域 

 （略） 

浜

北

区 

（略） 四大地 

（略） 

区 区域 

 （略） 

浜

北

区 

（略） 四大地 西中瀬一丁目 西中瀬

二丁目 西中瀬三丁目 

 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

この条例は、令和２年１月１日から施行する。 
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第  134 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

浜松市教育文化会館条例の廃止について 

浜松市教育文化会館条例を廃止する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

浜松市教育文化会館条例を廃止する条例 

 浜松市教育文化会館条例（平成６年浜松市条例第６号）は、廃止する。 

   附 則 

この条例は、公布の日の翌日から施行する。 
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第  135 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

国民の祝日における浜松市公の施設の開放に関する条例の一部改正について 

国民の祝日における浜松市公の施設の開放に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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国民の祝日における浜松市公の施設の開放に関する条例の一部を改正する条

例 

 国民の祝日における浜松市公の施設の開放に関する条例（昭和５５年浜松市条例第４１

号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

第２条 次の表の左欄に掲げる公の施設につ

いては、同表の中欄に掲げる国民の祝日に限

り、同表の右欄に掲げる使用料又は利用料金

を無料とする。 

第２条 次の表の左欄に掲げる公の施設につ

いては、同表の中欄に掲げる国民の祝日に限

り、同表の右欄に掲げる使用料又は利用料金

を無料とする。 

（略） 

浜松市天竜

B&G 海 洋 セ

ンター 

体 育

の日 

（略） 

（略） 

（略） 

浜松市天竜

B&G 海 洋 セ

ンター 

ス ポ

ー ツ

の日 

（略） 

（略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

この条例は、令和２年１月１日から施行する。 
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第  136 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

浜松市手数料条例の一部改正について 

浜松市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市手数料条例の一部を改正する条例 

浜松市手数料条例（平成１２年浜松市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 （略） 

土

木

・

建

築

(1)～(87) （略）  

(88) 建築物エネルギー

消費性能向上計画認定

の申請（建築物のエネル

ギー消費性能の向上に

関する法律第 30 条第 2

項の規定による申出を

行う場合を除く。） 

ア 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第30条第 1

項第 1 号に掲げる基準

に適合することを証

する書面として市長

が認めたものを添付

する場合 

次に掲げる金額の

合計額 

(ｱ)～(ｴ) （略） 

イ ア以外の場合 

次に掲げる金額の

合計額 

(ｱ)～(ｵ) （略） 

(89) （略）  

(90) 建築物エネルギー

消費性能向上計画変更

認定の申請（建築物のエ

ネルギー消費性能の向

上に関する法律第 31 条

第 2 項において準用する

同法第 30 条第 2 項の規

定による申出を行う場

合を除く。） 

ア 建築物のエネルギ

 （略） 

土

木

・

建

築

(1)～(87) （略）  

(88) 建築物エネルギー

消費性能向上計画認定

の申請（建築物のエネル

ギー消費性能の向上に

関する法律第 30 条第 2

項の規定による申出を

行う場合を除く。） 

ア 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に

関する法律第30条第 1

項第 1 号（同項第 4 号

に規定する場合にあ

っては、同項第 1 号及

び第 4 号）に掲げる基

準に適合することを

証する書面として市

長が認めたものを添

付する場合 

当該計画に係る一

の申請建築物及び他

の建築物ごとに次に

掲げる金額を合計し

た額の合計額 

(ｱ)～(ｴ) （略） 

イ ア以外の場合 

当該計画に係る一

の申請建築物及び他

の建築物ごとに次に

掲げる金額を合計し

た額の合計額 

(ｱ)～(ｵ) （略） 

(89) （略）  

(90) 建築物エネルギー

消費性能向上計画変更

認定の申請（他の建築物

を新たに記載する変更

が含まれる場合及び建

築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法

律第 31 条第 2 項におい

て準用する同法第 30 条

第 2 項の規定による申出

を行う場合を除く。） 

ア 建築物のエネルギ
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ー消費性能の向上に

関する法律第31条第 2

項において準用する

同法第 30条第 1項第 1

号に掲げる基準に適

合することを証する

書面として市長が認

めたものを添付する

場合 

次に掲げる金額の

合計額 

(ｱ)～(ｴ) （略） 

イ ア以外の場合 

次に掲げる金額の

合計額 

(ｱ)～(ｵ) （略） 

(91) 建築物エネルギー

消費性能向上計画変更

認定の申請（建築物のエ

ネルギー消費性能の向

上に関する法律第 31 条

第 2 項において準用する

同法第 30 条第 2 項の規

定による申出を行う場

合に限る。） 

次に掲げる金額の合

計額 

ア・イ （略） 

ー消費性能の向上に

関する法律第31条第 2

項において準用する

同法第 30条第 1項第 1

号（同項第 4 号に規定

する場合にあっては、

同項第 1 号及び第 4

号）に掲げる基準に適

合することを証する

書面として市長が認

めたものを添付する

場合 

当該計画において

変更となる一の申請

建築物及び他の建築

物ごとに次に掲げる

金額を合計した額の

合計額 

(ｱ)～(ｴ) （略） 

イ ア以外の場合 

当該計画において

変更となる一の申請

建築物及び他の建築

物ごとに次に掲げる

金額を合計した額の

合計額 

(ｱ)～(ｵ) （略） 

(91) 建築物エネルギー

消費性能向上計画変更

認定の申請（他の建築物

を新たに記載する変更

が含まれる場合を除く

ものとし、建築物のエネ

ルギー消費性能の向上

に関する法律第31条第2

項において準用する同

法第 30 条第 2 項の規定

による申出を行う場合

に限る。） 

次に掲げる金額の合

計額 

ア・イ （略） 

(92) 建築物エネルギー

消費性能向上計画変更

認定の申請（他の建築物

を新たに記載する変更

が 含 ま れ る 場 合 に 限

る。） 

次に掲げる金額の合

計額 

ア 当該計画において

新たに記載する他の

建築物につき、第 88

号に掲げる区分に応
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(92)～(102) （略） 

（略） 

じ、それぞれ当該手数

料の金額に相当する

金額 

イ 当該計画において

変更となる申請建築

物及び他の建築物に

つき、前 2 号に掲げる

区分に応じ、それぞれ

当該手数料の金額に

相当する金額 

(93)～(103) （略） 

（略） 

備考 （略） 備考 （略）

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日の翌日から施行する。 

２ 改正後の別表土木・建築の項第８８号から第９２号までの規定は、この条例の施行の

日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料に

ついては、なお従前の例による。 
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第  137 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

浜松市中央卸売市場業務条例の一部改正について

浜松市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を次のように定める。

浜松市長  鈴  木  康  友 
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浜松市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例

浜松市中央卸売市場業務条例（昭和５４年浜松市条例第３７号）の一部を次のように改

正する。

改正前 改正後 

目次 目次 

第１章 （略） 第１章 （略） 

第２章 市場関係事業者 第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者（第６条―第１８条） 第１節 卸売業者（第６条―第２１条） 

第２節 仲卸業者（第１９条―第２８条） 第２節 仲卸業者（第２２条―第３１条）

第３節 売買参加者及び買出人（第２９

条―第３２条） 

第３節 売買参加者及び買出人（第３２

条―第３４条） 

第４節 関連事業者（第３３条―第３９

条） 

第４節 関連事業者（第３５条―第４１

条） 

第３章 売買取引及び決済の方法（第４０

条―第６７条） 

第３章 売買取引及び決済の方法（第４２

条―第６０条） 

第４章 卸売の業務に関する品質管理（第

６７条の２） 

第５章 市場施設の使用（第６８条―第

７５条） 

第４章 市場施設の使用（第６１条―第

６８条） 

第６章 監督（第７６条―第７９条） 第５章 監督（第６９条―第７２条） 

第７章 市場開設運営協議会（第８０条） 第６章 市場開設運営協議会（第７３条） 

第８章 市場取引委員会（第８０条の２） 

第９章 雑則（第８１条―第８６条） 第７章 雑則（第７４条―第８０条） 

附則 附則 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、卸売市場法（昭和４６年

法律第３５号。以下「法」という。）に基づ

き、浜松市中央卸売市場の業務運営、施設の

管理その他必要な事項について定め、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、流通の円滑化及

第１条 この条例は、卸売市場法（昭和４６年

法律第３５号。以下「法」という。）に基づ

き、浜松市中央卸売市場の業務運営、施設の

管理その他必要な事項について定め、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（法第２条第１項に規定する生鮮
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び品質管理の高度化を図り、もって市民等の

生活の安定に資することを目的とする。 

食料品等をいう。以下同じ。）の取引の適正

化、流通の円滑化及び品質管理の高度化を図

り、もって市民等の生活の安定に資すること

を目的とする。 

（取扱品目） （取扱品目） 

第３条 市場の取扱品目は、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

掲げる物品とする。 

第３条 市場の取扱品目は、次に掲げるもの

とする。 

(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工

品並びに規則で定めるその他の食料品 

(1) 野菜、果実及びこれらの加工品並びに

市長が定めるその他の食料品（以下「青果

物」という。） 

(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品

並びに規則で定めるその他の食料品 

(2) 生鮮水産物及びその加工品並びに市長

が定めるその他の食料品（以下「水産物」

という。） 

２ 取扱物品が前項のいずれの部類に属する

かについて疑義があるときは、市長が定め

る。 

２ 取扱物品が前項各号のいずれの取扱品目

に属するかについて疑義があるときは、市長

が定める。 

（開場の時間等） （開場の時間） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 卸売業者（法第１５条第１項の規定によ

り農林水産大臣の許可を受けた者をいう。

以下同じ。）の行う卸売のための販売の開

始時刻（以下「販売開始時刻」という。）

及び終了時刻は、前項に規定する開場の時

間の範囲内において市長が定める。 

（卸売業者の責務） （卸売の業務の許可） 

第６条 卸売業者は、市場における卸売の業

務を適正かつ健全に運営し、生鮮食料品等

の公正な集荷、品質管理の高度化及び公正

明朗な取引を推進し、かつ、流通経費の節

減に努めなければならない。 

第６条 卸売の業務（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、

市場において卸売をする業務をいう。以下

同じ。）を行おうとする者は、規則で定め

るところにより市長の許可を受けなければ
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ならない。 

 ２ 前項の許可は、次条各号に掲げる取扱品

目ごとに行う。 

 ３ 市長は、第１項の許可の申請が次の各号

のいずれかに該当するときは、その許可を

してはならない。 

 (1) その許可をすることによって卸売業者

（第１項の許可を受けた者をいう。以下

同じ。）の数が次条に規定する上限を超

えることとなるとき。 

 (2) 申請者が法人でないとき。 

 (3) 申請者が、法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

った日から起算して３年を経過しないも

のであるとき。 

 (4) 申請者が、第７２条第１項の規定によ

る第１項の許可の取消しを受け、その取消

しの日から起算して３年を経過しない者

であるとき。 

 (5) 申請者が、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）であるとき。

 (6) 申請者が、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６号に規

定する暴力団員若しくは同号に規定する

暴力団員でなくなった日から５年を経過

しない者又はこれらの者と密接な関係を

有する者（以下「暴力団員等」という。）

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であるとき。 
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 (7) 申請者が、暴力団員等がその事業活動

を支配する者であるとき。 

 (8) 申請者が、卸売の業務を適確に遂行す

るために必要な知識経験及び資力信用を

有しない者であるとき。 

 (9) 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。 

 ア 破産手続開始の決定を受けて復権を

得ない者 

 イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法

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った日か

ら起算して３年を経過しないもの 

 ウ 第７２条第１項の規定による第１項

の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った事項が発生し

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３年を経過し

ないもの 

 エ 暴力団員等 

 ４ 市長は、第１項の許可の申請をした者が第

１６条第２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１年を経

過しない者であるときは、第１項の許可をし

ないことができる。 

（卸売業者の数の最高限度） （卸売業者の数の上限） 

第７条 卸売業者の数の最高限度は、次の各

号に掲げる取扱品目の部類ごとに、それぞ

第７条 卸売業者の数の上限は、次の各号に

掲げる取扱品目ごとに、それぞれ当該各号

-15-



れ各号に掲げるとおりとする。 に定めるとおりとする。 

(1) 青果部 ２ (1) 青果物 ２ 

(2) 水産物部 ２ (2) 水産物 ２ 

 （卸売業者の責務） 

 第８条 卸売業者は、卸売の業務を適正かつ

健全に運営し、生鮮食料品等の公正な集荷、

品質管理の高度化及び公正明朗な取引を推

進し、かつ、流通経費の節減に努めなけれ

ばならない。 

（保証金の預託等） （保証金の預託等） 

第８条 卸売業者は、法第１５条第１項の規

定により許可を受けた日から起算して１月

以内に、規則で定める誓約書を添えて、保

証金を市に預託しなければならない。 

第９条 卸売業者は、第６条第１項の許可を

受けた日から起算して１月以内に、規則で

定めるところにより保証金を市に預託しな

ければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（保証金の額等） （保証金の額等） 

第９条 卸売業者が預託しなければならない

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

の範囲内において規則で定める額とする。 

第１０条 卸売業者が預託しなければならな

い保証金の額は、次の各号に掲げる取扱品

目ごとに、それぞれ当該各号に定める金額

の範囲内において規則で定める額とする。 

(1) 青果部 ３００万円以上１，６００万

円以下 

(1) 青果物 ３００万円以上１，６００万

円以下 

(2) 水産物部 ３００万円以上２，４００

万円以下 

(2) 水産物 ３００万円以上２，４００万

円以下 

２ 前項に規定する保証金は、次の各号に掲

げる有価証券をもって、これに充てること

ができる。 

２ 前条第１項の保証金は、次に掲げる有価

証券をもって、これに充てることができる。

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（保証金の追加預託等） （保証金の追加預託等） 

第１０条 （略） 第１１条 （略） 

（保証金による優先弁済） （保証金の充当） 
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第１１条 市は、卸売業者から収受する使用

料及び手数料に関し、当該卸売業者が預託

した保証金について、他の債権者に先立っ

て弁済を受ける権利を有する。 

第１２条 市は、卸売業者が第６７条第１項

に規定する使用料その他市場に関して市に

納付すべき金額の納付を怠った時は、当該

卸売業者が預託した保証金をこれに充てる

ことができる。 

２ 卸売業者に対して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保証金について、他

の債権者に先立って弁済を受ける権利を有

する。 

３ 第１項に規定する優先して弁済を受ける

権利は、前項に規定する優先して弁済を受

ける権利に優先する。 

（保証金の返還） （保証金の返還） 

第１２条 （略） 第１３条 （略） 

 （名称の変更等の届出） 

 第１４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、規則で定め

るところによりその旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

 (1) 第６条第１項の許可に係る卸売の業務

を開始し、休止し、再開し、又は廃止した

とき。 

 (2) 第６条第１項の許可の申請の内容（規

則で定めるものに限る。）に変更があった

とき。 

 ２ 卸売業者が合併以外の事由により解散し

たときは、その清算人又は破産管財人は、

遅滞なく、規則で定めるところによりその

旨を市長に届け出なければならない。 

 （卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並び
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に合併及び分割） 

 第１５条 卸売業者が事業（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

けについて規則で定めるところにより市長

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 卸売業者である法人の合併の場合（卸売

業者である法人と卸売業者でない法人が合

併して卸売業者である法人が存続する場合

を除く。）又は分割の場合（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規則で定めるところ

により市長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 前２項の認可については、第６条第３項

及び第４項の規定を準用する。この場合に

おいて、同条第３項中「第１項の許可の申

請」とあるのは「第１５条第１項又は第２

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卸売の業務を承継す

る法人」と、同条第４項中「第１項の許可

の申請をした者」とあるのは「第１５条第

１項又は第２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卸売

の業務を承継する法人」と、「第１項の許

可を」とあるのは「第１５条第１項又は第

２項の認可を」と読み替えるものとする。 
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 ４ 第１項又は第２項の認可を受けて卸売業

者の地位を承継した者は、譲渡人又は合併

前若しくは分割前の法人が使用指定を受け

ていた市場施設の使用を認められたものと

する。 

 （卸売の業務の許可の取消し） 

 第１６条 市長は、卸売業者が第６条第３項

第３号、第５号から第７号まで又は第９号

のいずれかに該当することとなったとき

は、同条第１項の許可を取り消さなければ

ならない。 

 ２ 市長は、卸売業者が次の各号のいずれか

に該当するときは、第６条第１項の許可を

取り消すことができる。 

 (1) 正当な理由がないのに第６条第１項の

許可の通知を受けた日から起算して１月

以内に卸売の業務を開始しないとき。 

 (2) 正当な理由がないのに引き続き１月以

上卸売の業務を休止したとき。 

 ３ 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。 

 （事業の報告） 

 第１７条 卸売業者は、規則で定めるところ

により、事業報告書を作成し、これを市長

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規則で定めるも

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、規則で定める

正当な理由がある場合を除き、これを閲覧

させなければならない。 
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（せり人の登録） （せり人の登録） 

第１３条 （略） 第１８条 （略） 

２ 卸売業者は、前項の規定による登録を受

けようとするときは、規則で定めるところ

により市長に申請しなければならない。 

２ 卸売業者は、前項の登録を受けようとす

るときは、規則で定めるところにより市長

に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった

場合において、次項の規定に該当するとき

を除き、当該登録の申請を受理した日から

起算して３０日以内に、せり人登録簿に次

の各号に掲げる事項を登載し、速やかにそ

の旨を申請者に通知するとともに、登録を

受けたせり人に対し登録証を交付しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった

ときは、次項の規定に該当するときを除き、

その日から起算して３０日以内に、規則で

定めるところにより第１項の登録をし、速

やかにその旨を申請者に通知するととも

に、登録を受けたせり人に対し、規則で定

める登録証及びせり人章を交付しなければ

ならない。 

(1) せり人の氏名及び住所 

(2) 登録年月日 

(3) 登録番号 

４ 市長は、第２項の規定による申請があっ

た場合において、当該申請に係るせり人が

次の各号のいずれかに該当するとき又は登

録の申請書若しくはその添付書類に虚偽の

記載があり、若しくは重要な事実の記載が

欠けているときは、その登録をしてはなら

ない。 

４ 市長は、第２項の規定による申請があっ

た場合において、当該申請に係るせり人が

次の各号のいずれかに該当するとき又は登

録の申請書若しくはその添付書類に虚偽の

記載があり、若しくは重要な事実の記載が

欠けているときは、その登録をしてはなら

ない。 

(1) 破産者で復権を得ないものであると

き。 

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得

ない者であるとき。 

(2) 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った日から起

算して３年を経過しないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の

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った日から起算して

３年を経過しないものであるとき。 

(3) 第１６条又は第７８条第５項の規定に

よる登録の取消しを受け、その取消しの日

(3) 第７２条第２項の規定による登録の取

消しを受け、その取消しの日から起算して
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から起算して１年を経過しない者である

とき。 

１年を経過しない者であるとき。 

(4) 仲卸業者（第２０条第１項の規定によ

り許可を受けた者をいう。）若しくは売買

参加者（第２９条第１項の規定により承認

を受けた者をいう。）又はこれらの者の役

員若しくは使用人である者であるとき。 

(4) 暴力団員等であるとき。 

(5) せりを遂行するために必要な経験又は

能力を有しない者であるとき。 

５ 市長は、前項第５号に規定する経験又は

能力の有無を認定するため、規則で定める

ところにより試験を行うものとする。 

６ 第１項の規定による登録の有効期間は、

登録の日から起算して５年とする。ただし、

次に掲げる者の登録の有効期間は、登録の

日から起算して３年とする。 

(1) 初めて登録を受ける者 

(2) 第１６条又は第７８条第５項の規定に

より取消しを受けた後の最初の登録を受

ける者 

(3) 第７８条第５項の規定により業務の停

止を命じられた後の最初の登録を受ける

者 

（せり人の責務） （せり人の責務） 

第１４条 （略） 第１９条 （略） 

（せり人の登録の更新） 

第１５条 卸売業者は、第１３条第１項の規

定により登録を受けたせり人にその有効期

間の満了の日後も引き続き市場における卸

売のせりを行わせようとする場合は、当該

せり人の登録の更新を受けなければならな

い。 
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２ 前項の規定により登録の更新を受けよう

とする者は、当該せり人の登録の有効期間

の満了の日前６０日から当該有効期間の満

了の日前３０日までの間に、規則で定める

ところにより市長に申請しなければならな

い。 

３ 第１項の規定による登録の更新について

は、第１３条第３項、第４項（第３号を除

く。）及び第５項の規定を準用する。 

（せり人の登録の取消し） （せり人の登録の取消し） 

第１６条 市長は、せり人が第１３条第４項

第１号、第２号若しくは第４号のいずれか

に該当することとなったとき又はせりを遂

行するために必要な能力を有しなくなった

と認めるときは、その登録を取り消さなけ

ればならない。 

第２０条 市長は、せり人が次の各号のいず

れかに該当することとなったときは、その

登録を取り消さなければならない。 

 (1) 第１８条第４項第１号、第２号又は第

４号に該当することとなったとき。 

 (2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の取

消しを申し出たとき。 

 ２ 前項又は第７２条第２項の規定により登

録を取り消されたせり人は、速やかに、登

録証及びせり人章を市長に返還しなければ

ならない。 

（せり人の登録の消除） 

第１７条 市長は、せり人が次の各号のいず

れかに該当するときは、その登録を消除し

なければならない。 

(1) 前条の規定による登録の取消しを受け

たとき。 

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消

除を申し出たとき。 
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(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更

新を受けなかったとき。 

(4) 第７８条第５項の規定による登録の取

消しの処分を受けたとき。 

２ 前項の規定により登録の消除を受けたせ

り人は、速やかに、登録証を市長に返還し

なければならない。 

（登録証の携帯等） （登録証の携帯等） 

第１８条 せり人は、卸売のせりに従事する

ときは、登録証を携帯するとともに規則で

定める記章を着用しなければならない。 

第２１条 せり人は、卸売のせりに従事する

ときは、登録証を携帯するとともにせり人

章を着用しなければならない。 

（仲卸業者の数の最高限度） 

第１９条 仲卸業者（次条第１項の規定によ

り許可を受けた者をいう。以下同じ。）の

数の最高限度は、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と

おりとする。 

(1) 青果部 １２ 

(2) 水産物部 １８ 

（仲卸しの業務の許可） （仲卸しの業務の許可） 

第２０条 仲卸しの業務（法第３３条第１項

の規定により市が市場内に設置する店舗に

おいて市場の卸売業者から卸売を受けた取

扱品目の部類に属する物品を仕分けし、又

は調製して販売する業務をいう。以下同

じ。）を行おうとする者は、規則で定める

ところにより市長の許可を受けなければな

らない。 

第２２条 仲卸しの業務（市場において卸売

を受けた生鮮食料品等を市場内の店舗にお

いて販売する業務をいう。以下同じ。）を

行おうとする者は、規則で定めるところに

より市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定による許可は、前条に規定す

る取扱品目の部類ごとに行う。 

２ 前項の許可は、次条各号に掲げる取扱品

目ごとに行う。 

３ 市長は、第１項の規定による許可の申請

があった場合において、当該申請者が次の

３ 市長は、第１項の許可の申請が次の各号

のいずれかに該当するときは、その許可を
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各号のいずれかに該当するときは、その許

可をしてはならない。 

してはならない。 

 (1) その許可をすることによって仲卸業者

（第１項の許可を受けた者をいう。以下

同じ。）の数が次条に規定する上限を超

えることとなるとき。 

(1) 破産者で復権を得ないものであると

き。 

(2) 申請者が破産手続開始の決定を受けて

復権を得ない者であるとき。 

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の

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った日から起算して

３年を経過しないものであるとき。 

(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられた

者又は法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った日

から起算して３年を経過しないものであ

るとき。 

(3) 第２４条又は第７８条第１項若しくは

第６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３年を経過

しない者であるとき。 

(4) 申請者が、第７２条第１項の規定によ

る第１項の許可の取消しを受け、その取消

しの日から起算して３年を経過しない者

であるとき。 

(4) 市場の卸売業者又は卸売業者の役員若

しくは使用人である者であるとき。 

(5) 申請者が、第７２条第１項の規定によ

る第１項の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った事項が発

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３年を経過しないも

のであるとき。 

 (6) 申請者が暴力団であるとき。 

 (7) 申請者が暴力団員等であるとき。 

 (8) 申請者が、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

する者であるとき。 
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 (9) 申請者が、暴力団員等がその事業活動

を支配する者であるとき。 

(5) 仲卸しの業務を適確に遂行するために

必要な知識経験又は資力信用を有しない

者であるとき。 

(10) 申請者が、仲卸しの業務を適確に遂

行するために必要な知識経験及び資力信

用を有しない者であるとき。 

(6) 法人の場合にあっては、その業務を執

行する役員のうちに第１号から第４号ま

でのいずれかに該当する者があるとき。 

(11) 申請者が法人の場合にあっては、そ

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。 

 ア 破産手続開始の決定を受けて復権を

得ない者 

 イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法

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った日か

ら起算して３年を経過しないもの 

 ウ 第７２条第１項の規定による第１項

の許可の取消しを受け、その取消しの日

から起算して３年を経過しない者 

 エ 第７２条第１項の規定による第１項

の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った事項が発生し

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３年を経過し

ないもの 

 オ 暴力団員等 

 ４ 市長は、第１項の許可の申請をした者が第

３０条第２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１年を経

過しない者であるときは、第１項の許可をし

ないことができる。 
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 （仲卸業者の数の上限） 

 第２３条 仲卸業者の数の上限は、次の各号

に掲げる取扱品目ごとに、それぞれ当該各

号に定めるとおりとする。 

 (1) 青果物 １２ 

 (2) 水産物 １８ 

（仲卸業者の責務） （仲卸業者の責務） 

第２１条 仲卸業者は、仲卸しの業務を適正

かつ健全に運営し、取扱物品についての公

正かつ妥当な評価に努め、品質管理の高度

化及び公正明朗な取引を推進し、かつ、経

営の近代化に努めなければならない。 

第２４条 仲卸業者は、仲卸しの業務を適正

かつ健全に運営し、取扱物品についての公

正かつ妥当な評価に努め、品質管理の高度

化及び公正明朗な取引を推進し、かつ、流

通の円滑化に努めなければならない。 

（保証金の預託等） （保証金の預託等） 

第２２条 仲卸業者は、第２０条第１項の規

定による許可を受けた日から起算して１月

以内に、保証金を市に預託しなければなら

ない。 

第２５条 仲卸業者は、第２２条第１項の許

可を受けた日から起算して１月以内に、規

則で定めるところにより保証金を市に預託

しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（保証金の額等） （保証金の額等） 

第２３条 仲卸業者が預託しなければならな

い保証金の額は、取扱品目の部類ごとに、

規則で定める市場施設の使用料の月額の６

倍に相当する額の範囲内において規則で定

める額とする。 

第２６条 仲卸業者が預託しなければならな

い保証金の額は、取扱品目ごとに、規則で

定める市場施設の使用料の月額の６倍に相

当する額の範囲内において規則で定める額

とする。 

２ 前条第１項に規定する保証金について

は、第９条第２項及び第３項並びに第１０

条から第１２条までの規定を準用する。 

２ 前条第１項の保証金については、第１０

条第２項及び第３項並びに第１１条から第

１３条までの規定を準用する。 

（仲卸しの業務の許可の取消し） （名称の変更等の届出） 

第２４条 市長は、仲卸業者が第２０条第３

項第１号、第２号、第４号若しくは第６号

のいずれかに該当することとなったとき又

はその業務を適確に遂行するために必要な

第２７条 仲卸業者は、次の各号のいずれか

に該当するときは、遅滞なく、規則で定め

るところによりその旨を市長に届け出なけ

ればならない。 
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資力信用を有しなくなったと認めるとき

は、その許可を取り消さなければならない。

 (1) 第２２条第１項の許可に係る仲卸しの

業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止

したとき。 

 (2) 第２２条第１項の許可の申請の内容

（規則で定めるものに限る。）に変更が

あったとき。 

２ 市長は、仲卸業者が正当な理由がないに

もかかわらず、次の各号のいずれかに該当

するときは、その許可を取り消すことがで

きる。 

２ 仲卸業者が死亡し、又は合併以外の事由に

より解散したときは、その相続人又は清算人

若しくは破産管財人は、遅滞なく、規則で定

めるところによりその旨を市長に届け出な

ければならない。 

(1) 第２０条第１項の規定による許可の通

知を受けた日から起算して１月以内に、第

２２条第１項に規定する保証金を預託し

ないとき。 

(2) 第２０条第１項の規定による許可の通

知を受けた日から起算して１月以内にそ

の業務を開始しないとき。 

(3) 引き続き１月以上その業務を休止した

とき。 

(4) その業務を遂行しないとき。 

３ 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。 

（仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並び

に合併及び分割） 

（仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並び

に合併及び分割） 

第２５条 仲卸業者が事業（市場における仲

卸しの業務に係るものに限る。第５項にお

いて同じ。）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

第２８条 仲卸業者が事業（仲卸しの業務に

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

受けについて規則で定めるところにより市
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いて市長の認可を受けたときは、譲受人は、

仲卸業者の地位を承継する。 

長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸

業者の地位を承継する。 

２ 仲卸業者である法人の合併の場合（仲卸

業者である法人と仲卸業者でない法人が合

併して仲卸業者である法人が存続する場合

を除く。）又は分割の場合（市場における仲

卸し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市長の認

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、仲卸業

者の地位を承継する。 

２ 仲卸業者である法人の合併の場合（仲卸

業者である法人と仲卸業者でない法人が合

併して仲卸業者である法人が存続する場合

を除く。）又は分割の場合（仲卸しの業務を

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規則で定めるところに

より市長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、仲卸業者の地位を承継する。 

３ 前２項の規定による認可を受けようとす

る者は、規則で定めるところにより市長に

申請しなければならない。 

４ 第１項又は第２項に規定する認可につい

ては、第２０条第３項の規定を準用する。

この場合において、同項中「第１項の規定

による許可の申請」とあるのは「第２５条

第１項又は第２項の規定による認可の申

請」と、「申請者」とあるのは「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

より市場における仲卸しの業務を承継する

法人」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の認可については、第２２条第３

項及び第４項の規定を準用する。この場合

において、同条第３項中「第１項の許可の

申請」とあるのは「第２８条第１項又は第

２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仲卸しの業務を承

継する法人」と、同条第４項中「第１項の

許可の申請をした者」とあるのは「第２８

条第１項又は第２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

仲卸しの業務を承継する法人」と、「第１

項の許可を」とあるのは「第２８条第１項

又は第２項の認可を」と読み替えるものと

する。 

５ 第１項又は第２項の規定による仲卸業者 ４ 第１項又は第２項の認可を受けて仲卸業
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の事業の譲渡し又は合併若しくは分割によ

る地位の承継の認可については、譲渡人又

は合併前若しくは分割前の法人が使用指定

を受けていた市場施設の使用を認められた

ものとする。 

者の地位を承継した者は、譲渡人又は合併

前若しくは分割前の法人が使用指定を受け

ていた市場施設の使用を認められたものと

する。 

（仲卸しの業務の相続） （仲卸しの業務の相続） 

第２６条 仲卸業者が死亡した場合におい

て、相続人（相続人が２人以上ある場合に

おいて、その協議により市場における仲卸

しの業務を承継すべき相続人を定めたとき

は、その者）が被相続人の行っていた市場

における仲卸しの業務を引き続き営もうと

するときは、市長の認可を受けなければな

らない。 

第２９条 仲卸業者が死亡した場合におい

て、相続人（相続人が２人以上ある場合に

おいて、その協議により仲卸しの業務を承

継すべき相続人を定めたときは、その者）

が被相続人の行っていた仲卸しの業務を引

き続き営もうとするときは、市長の認可を

受けなければならない。 

２ 前項の規定による認可を受けようとする

者は、被相続人の死亡の日から起算して

６０日以内に、規則で定めるところにより

市長に申請しなければならない。 

２ 前項の認可を受けようとする者は、被相

続人の死亡の日から起算して６０日以内

に、規則で定めるところにより市長に申請

しなければならない。 

３ 相続人が前項の規定による申請をした場

合においては、被相続人の死亡の日からそ

の認可をする旨又はその認可をしない旨の

通知を受ける日までの間は、被相続人に対

してした第２０条第１項の規定による許可

は、その相続人に対してしたものとみなす。

３ 相続人が前項の規定による申請をした場

合においては、被相続人の死亡の日からそ

の認可をする旨又はその認可をしない旨の

通知を受ける日までの間は、被相続人に対

してした第２２条第１項の許可は、その相

続人に対してしたものとみなす。 

４ 第１項に規定する認可については、第

２０条第３項の規定を準用する。この場合

において、同項中「第１項の規定による許

可の申請」とあるのは、「第２６条第１項

の規定による認可の申請」と、「申請者」

とあるのは「申請に係る相続人」と読み替

えるものとする。 

４ 第１項の認可については、第２２条第３

項及び第４項の規定を準用する。この場合

において、同条第３項中「第１項の許可の

申請」とあるのは「第２９条第１項の認可

の申請」と、「申請者」とあるのは「その

申請に係る相続人」と、同条第４項中「第

１項の許可の申請をした者」とあるのは「第

２９条第１項の認可の申請に係る相続人」

と、「第１項の許可を」とあるのは「第
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２９条第１項の認可を」と読み替えるもの

とする。 

５ 第１項の規定による認可を受けた者は、

仲卸業者の地位を承継する。 

５ 第１項の認可を受けた者は、仲卸業者の

地位を承継する。 

６ 仲卸業者の地位の承継の認可について

は、被相続人が使用指定を受けていた市場

施設の使用が認められたものとする。 

６ 第１項の認可を受けて仲卸業者の地位を

承継した者は、被相続人が使用指定を受け

ていた市場施設の使用が認められたものと

する。 

（名称の変更等の届出） （仲卸しの業務の許可の取消し） 

第２７条 仲卸業者は、次の各号のいずれか

に該当するときは、遅滞なく、その旨を市

長に届け出なければならない。 

第３０条 市長は、仲卸業者が第２２条第３

項第２号、第３号、第５号から第９号まで

又は第１１号のいずれかに該当することと

なったときは、同条第１項の許可を取り消

さなければならない。 

(1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、又は

再開したとき。 

(2) 氏名、名称、商号又は住所に変更があ

ったとき。 

(3) 法人である場合にあっては、資本金又

は出資の額及び役員に変更があったとき。

(4) 仲卸しの業務を廃止したとき。 

２ 仲卸業者が死亡又は解散したときは、当

該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞な

く、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

２ 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれか

に該当するときは、第２２条第１項の許可

を取り消すことができる。 

 (1) 正当な理由がないのに第２２条第１項

の許可の通知を受けた日から起算して１

月以内に仲卸しの業務を開始しないとき。

 (2) 正当な理由がないのに引き続き１月以

上仲卸しの業務を休止したとき。 

 ３ 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
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なければならない。 

（事業の報告） （事業の報告） 

第２８条 仲卸業者は、毎年４月１日から翌

年３月３１日までの間に係る事業につい

て、その期間の末日から起算して９０日以

内に、規則で定めるところにより市長に報

告しなければならない。 

第３１条 仲卸業者は、規則で定めるところ

により、事業報告書を作成し、これを市長

に提出しなければならない。 

（売買参加者の承認） （売買参加者の承認） 

第２９条 市場において卸売業者から卸売を

受けようとする者（仲卸業者を除く。）は、

規則で定めるところにより市長の承認を受

けなければならない。 

第３２条 市場内において卸売業者から卸売

を受けようとする者（仲卸業者を除く。）

は、市長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による承認は、取扱品目の部

類ごとに行う。 

２ 前項の承認について必要な事項は、市長

が定める。 

３ 市長は、第１項の規定による承認の申請

があった場合において、当該申請者が次の

各号のいずれかに該当するときは、その承

認をしてはならない。 

(1) 破産者で復権を得ないものであると

き。 

(2) 第３１条又は第７８条第１項若しくは

第６項の規定による承認の取消しを受け、

その取消しの日から起算して１年を経過

しない者であるとき。 

(3) 市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は

卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しく

は使用人である者であるとき。 

(4) 卸売の相手方として必要な知識経験又

は資力信用を有しない者であるとき。 

(5) 法人の場合にあっては、その業務を執

行する役員及び使用人のうち第１号から

第３号までのいずれかに該当する者があ

-31-



るとき。 

（名称の変更等の届出） 

第３０条 前条第１項の規定による承認を受

けた者（以下「売買参加者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当するときは、遅

滞なく、その旨を市長に届け出なければな

らない。 

(1) 氏名、名称、商号又は住所に変更があ

ったとき。 

(2) 法人の場合にあっては、資本金又は出

資の額及び役員に変更があったとき。 

(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止

したとき。 

(4) 支店等を設置し、又は廃止したとき。 

２ 売買参加者が死亡し、又は解散したとき

は、当該売買参加者の相続人又は清算人は、

遅滞なく、その旨を市長に届け出なければ

ならない。 

（売買参加者の承認の取消し） 

第３１条 市長は、売買参加者が第２９条第

３項第１号、第３号又は第５号の規定に該

当することとなったとき又は卸売の相手方

として必要な資力信用を有しなくなったと

認めるときは、その承認を取り消さなけれ

ばならない。 

（買出人） （買出人の承認） 

第３２条 市場において仲卸業者から販売を

受けようとする者（売買参加者を除く。以

下「買出人」という。）は、市長の承認を

受けなければならない。 

第３３条 市場内において仲卸業者から販売

を受けようとする者（前条第１項の承認を

受けた者（以下「売買参加者」という。）

を除く。）は、市長の承認を受けなければ

ならない。 

２ 買出人の承認について必要な事項は、市 ２ 前項の承認について必要な事項は、市長
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長が定める。 が定める。 

（売買参加者及び買出人の責務） （売買参加者及び買出人の責務） 

第３２条の２ 売買参加者及び買出人は、一般

消費者への小売又は加工業務を適正かつ健

全に運営し、取扱物品についての品質管理の

高度化及び公正明朗な取引を推進し、かつ、

経営の近代化に努めなければならない。 

第３４条 売買参加者及び前条第１項の承認

を受けた者（以下「買出人」という。）は、

一般消費者への小売又は加工業務を適正か

つ健全に運営し、取扱物品についての品質管

理の高度化及び公正明朗な取引を推進しな

ければならない。 

（関連事業者の設置） （関連業務の許可） 

第３３条 市長は、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、市場機能の充実を図り、又は出

荷者、売買参加者、買出人その他の市場の

利用者に便益を提供するため、次の各号に

掲げる者に対し市場内の店舗その他の施設

において業務を営むことを許可することが

できる。 

第３５条 関連業務（市場機能の充実を図り、

又は出荷者、売買参加者、買出人その他の

市場の利用者に便益を提供するために市場

内の店舗その他の施設において行う業務

（規則で定めるものに限る。）をいう。以

下同じ。）を行おうとする者は、規則で定

めるところにより市長の許可を受けなけれ

ばならない。 

(1) 第３条に規定する取扱品目以外の生鮮

食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品

目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他

市場機能の充実に資するものとして規則

で定める業務を営む者 

(2) 飲食店営業その他市場の利用者に便益

を提供するものとして規則で定める業務

を営む者 

２ 前項の規定による許可を受けようとする

者は、規則で定めるところにより市長に申請

しなければならない。 

２ 市長は、前項の許可の申請が次の各号の

いずれかに該当するときは、その許可をし

てはならない。 

(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて

復権を得ない者であるとき。 

 (2) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられた

者又は法の規定により罰金の刑に処せら
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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った日

から起算して３年を経過しないものであ

るとき。 

 (3) 申請者が、第７２条第１項の規定によ

る前項の許可の取消しを受け、その取消し

の日から起算して３年を経過しない者で

あるとき。 

 (4) 申請者が、第７２条第１項の規定によ

る前項の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った事項が発生

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３年を経過しないもの

であるとき。 

 (5) 申請者が暴力団であるとき。 

 (6) 申請者が暴力団員等であるとき。 

 (7) 申請者が、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

する者であるとき。 

 (8) 申請者が、暴力団員等がその事業活動

を支配する者であるとき。 

 (9) 申請者が、関連業務を適確に遂行する

ために必要な知識経験及び資力信用を有

しない者であるとき。 

 (10) 申請者が、業務に必要な行政庁の許

可を受けていない者であるとき。 

 (11) 申請者が法人の場合にあっては、そ

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。 
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 ア 破産手続開始の決定を受けて復権を

得ない者 

 イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法

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った日か

ら起算して３年を経過しないもの 

 ウ 第７２条第１項の規定による前項の

許可の取消しを受け、その取消しの日か

ら起算して３年を経過しない者 

 エ 第７２条第１項の規定による前項の

許可の取消しを受けた法人のその処分

を受ける原因となった事項が発生した

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３年を経過しな

いもの 

 オ 暴力団員等 

 ３ 市長は、第１項の許可の申請をした者が第

３９条第２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１年を経

過しない者であるときは、第１項の許可をし

ないことができる。 

（許可の基準） 

第３４条 市長は、前条第１項の規定による

許可の申請があった場合において、当該申

請者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、その許可をしてはならない。 

(1) 破産者で復権を得ないものであると

き。 
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(2) 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った日から

起算して３年を経過しないものであると

き。 

(3) 第３７条又は第７８条第３項若しくは

第６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３年を

経過しない者であるとき。 

(4) 業務を適確に遂行するために必要な知

識経験又は資力信用を有しない者である

とき。 

(5) 法人の場合にあっては、その業務を執

行する役員のうちに第１号又は第２号に

該当する者があるとき。 

(6) 業務に必要な行政庁の許可を受けてい

ない者であるとき。 

（関連事業者の責務） （関連事業者の責務） 

第３５条 関連事業者（第３３条第１項の規

定により許可を受けた者をいう。以下同

じ。）は、その業務を適正かつ健全に運営

し、市場の利用者に対する便益の提供及び

サービスの向上に努め、かつ、経営の近代

化を図らなければならない。 

第３６条 関連事業者（前条第１項の許可を

受けた者をいう。以下同じ。）は、その業

務を適正かつ健全に運営し、市場機能の充

実又は市場の利用者に対する便益の提供に

努めなければならない。 

（保証金） （保証金の預託等） 

第３６条 関連事業者は、第３３条第１項の規

定による許可を受けた日から起算して１月

以内に、保証金を市に預託しなければならな

い。 

第３７条 関連事業者は、第３５条第１項の

許可を受けた日から起算して１月以内に、

規則で定めるところにより保証金を市に預

託しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

３ 関連事業者の預託すべき保証金の額は、規
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則で定める市場施設の使用料の月額の６倍

に相当する額の範囲内において関連事業者

の種類に応じ規則で定める額とする。 

４ 第１項に規定する保証金については、第９

条第２項及び第３項並びに第１０条から第

１２条までの規定を準用する。 

 （保証金の額等） 

 第３８条 関連事業者が預託しなければなら

ない保証金の額は、規則で定める市場施設

の使用料の月額の６倍に相当する額の範囲

内において関連事業者の種類に応じ規則で

定める額とする。 

 ２ 前条第１項の保証金については、第１０

条第２項及び第３項並びに第１１条から第

１３条までの規定を準用する。 

（関連業務の許可の取消し等） （関連業務の許可の取消し） 

第３７条 市長は、関連事業者が第３４条第

１号、第２号、第５号若しくは第６号のい

ずれかに該当することとなったとき又はそ

の業務を適確に遂行するために必要な資力

信用を有しなくなったと認めるときは、そ

の許可を取り消さなければならない。 

第３９条 市長は、関連事業者が第３５条第

２項各号（第３号及び第９号を除く。）の

いずれかに該当することとなったとき又は

その業務を適確に遂行するために必要な資

力信用を有しなくなったと認めるときは、

同条第１項の許可を取り消さなければなら

ない。 

２ 市長は、関連事業者が正当な理由がない

にもかかわらず、次の各号のいずれかに該

当するときは、その許可を取り消すことが

できる。 

２ 市長は、関連事業者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、第３５条第１項の許

可を取り消すことができる。 

(1) 第３３条第１項の規定による許可の通

知を受けた日から起算して１月以内に前

条第１項に規定する保証金を預託しない

とき。 

(2) 第３３条第１項の規定による許可の通 (1) 正当な理由がないのに第３５条第１項
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知を受けた日から起算して１月以内にそ

の業務を開始しないとき。 

の許可の通知を受けた日から起算して１

月以内にその業務を開始しないとき。 

(3) 引き続き１月以上その業務を休止した

とき。 

(2) 正当な理由がないのに引き続き１月以

上その業務を休止したとき。 

(4) その業務を遂行しないとき。 

（関連業務の規制等） （関連業務の規制等） 

第３８条 （略） 第４０条 （略） 

２ 市長は、監督上特に必要があると認める

ときは、関連事業者に対し、その業務又は

財産について報告又は資料の提出を求める

ことができる。 

３ 関連事業者は、第３３条第１項の規定に

よる許可を受けた取扱品目又は営業種目以

外のものを取り扱ってはならない。 

２ 関連事業者は、第３５条第１項の許可を

受けた取扱品目又は営業種目以外のものを

取り扱ってはならない。 

（準用） （準用） 

第３９条 関連事業者については、第２７条

の規定を準用する。 

第４１条 関連事業者については、第２７条

から第２９条までの規定を準用する。 

（売買取引の原則） （売買取引の原則） 

第４０条 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。 

第４２条 取引参加者（法第４条第４項第２

号に規定する取引参加者をいう。以下同

じ。）は、市場における売買取引を公正か

つ効率的に行わなければならない。 

（売買取引の方法） （売買取引の方法） 

第４１条 卸売業者は、市場において行う卸

売については、次の各号に掲げる物品の区

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。 

第４３条 卸売業者は、市場において行う卸

売については、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。 

(1) 別表第１に掲げる物品 せり売又は入

札の方法 

(2) 別表第２に掲げる物品 毎日の卸売予

定数量のうち市長が定める割合に相当す

る部分についてはせり売又は入札の方法、
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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取引 

(3) 別表第３に掲げる物品 せり売若しく

は入札の方法又は相対取引 

２ 卸売業者は、前項第１号及び第２号に掲

げる物品（前項第２号に掲げる物品にあっ

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、次の各号に掲げる場

合であって市長がせり売又は入札の方法に

より卸売をすることが著しく不適当である

と認めて、規則で定めるところにより承認

したときは、相対取引の方法によることが

できる。 

２ 市長は、市場における適正かつ健全な売買

取引を確保するために必要があると認める

ときは、卸売業者に対し、売買取引の方法そ

の他必要な事項を指示することができる。 

(1) 災害が発生した場合 

(2) 入荷が遅延した場合 

(3) 卸売の相手方が少数である場合 

(4) 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 

(5) 卸売業者と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をする場合 

(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する

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 

(7) 第４５条第１項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 

３ 卸売業者は、第１項第２号及び第３号に掲

げる物品については、次の各号に掲げる場合

であって市長が指示したときは、せり売又は

入札の方法によらなければならない。 

３ 卸売業者は、相対取引の方法により卸売を

するときは、供給の状況及び公正な価格形成

に配慮しなければならない。 
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(1) 市場における物品の入荷量が一時的に

著しく減少した場合 

(2) 市場における物品に対する需要が一時

的に著しく増加した場合 

４ 市長は、第１項第２号の市長が定める割

合を定め、又は変更しようとする場合は、

卸売市場法施行規則（昭和４６年農林省令

第５２号）第２条の規定により市長が指名

する利害関係者（以下「指名利害関係者」

という。）又は第８０条の２第１項の規定

により設置された浜松市中央卸売市場取引

委員会（以下「市場取引委員会」という。）

の意見を聴くとともに、その数値を卸売場

の見やすい場所に掲示しなければならな

い。 

５ 卸売業者は、第１項第３号に掲げる物品

について、販売方法の設定又は変更をしよ

うとする場合には、その販売方法を卸売場

の見やすい場所における掲示等の方法によ

り、関係者に十分周知しなければならない。

（相対取引の承認申請等） 

第４２条 第４１条第２項の規定による承認

を受けようとする者は、規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した承認申請

書を市長に提出しなければならない。 

(1) 申請者の名称 

(2) 相対取引により卸売をしようとする物

品の品目、産地及び数量 

(3) せり売又は入札の方法によることが著

しく不適当である理由 

２ 卸売業者は、相対取引の方法により卸売

をするときは、供給の状況及び公正な価格
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形成に配慮しなければならない。 

（卸売業者の業務の規制） （卸売業者の業務の規制） 

第４３条 卸売業者は、市場に係る中央卸売

市場開設区域（以下「開設区域」という。）

内においては、法第１５条第１項の許可に

係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等

の卸売その他の販売をしようとするとき

は、当該許可に係る卸売の業務として卸売

をする場合及び法第５８条第１項の許可に

係る卸売の業務として卸売をする場合を除

き、次に掲げる事項を記載した書面を、あ

らかじめ市長に届け出なければならない。

当該届出の内容を変更しようとする場合も

同様とする。 

第４４条 卸売業者は、第６条第１項の許可

に係る取扱品目に属する物品の販売をしよ

うとするときは、当該許可に係る卸売の業

務として卸売をする場合及び法第１３条第

６項に規定する地方卸売市場の卸売業者が

当該地方卸売市場においてその業務に関す

る規程に定めるところにより卸売をする場

合を除き、あらかじめ、規則で定めるとこ

ろにより、市長に申請してその承認を受け

なければならない。当該申請の内容を変更

しようとする場合も同様とする。 

(1) 届出者の名称 

(2) 業務の内容 

(3) 業務を営む理由 

(4) 業務開始の予定年月日 

(5) 事業計画 

２ 市長は、前項の届出があったときは、指

名利害関係者又は市場取引委員会に報告す

るものとする。 

３ 指名利害関係者又は市場取引委員会は、

第１項の届出に係る販売について意見を述

べることができる。この場合において、市

場取引委員会は、委員の少数意見にも十分

配慮するものとする。 

４ 市長は、第１項の届出に係る販売が卸売

業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそ

れがあると認めたときは、卸売業者に当該

業務の中止その他必要な改善措置をとるべ

き旨を命じることができる。 

２ 市長は、前項の承認に係る販売が卸売の

業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそ

れがあると認めたときは、卸売業者に当該

業務の中止その他必要な改善措置をとるべ

き旨を命じることができる。 
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（差別的取扱いの禁止等） （差別的取扱いの禁止等） 

第４４条  第４５条 市長は、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

をしてはならない。 

 卸売業者は、市場における卸売の業務に

関し、出荷者、仲卸業者又は売買参加者に

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、卸売の業務に関し、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てはならない。 

２ 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の

部類に属する物品について市場における卸

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。 

３ 卸売業者は、第６条第１項の許可に係る

取扱品目に属する物品について市場におけ

る卸売のための販売の委託の申込みがあっ

た場合には、規則で定める正当な理由があ

る場合を除き、その引受けを拒んではなら

ない。 

（卸売の相手方の制限） （仲卸業者及び売買参加者以外の者への卸

売の報告） 

第４５条 卸売業者は、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以外

の者に対して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。 

第４６条 卸売業者は、卸売の業務に関し、

仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して

卸売をしたときは、規則で定めるところに

より市長に報告しなければならない。 

(1) 次に掲げる特別の事情がある場合であ

って、市長が市場の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

ないと認めて許可したとき。 

ア 市場における入荷量が著しく多いか、

又は市場に出荷された物品が市場の仲

卸業者及び売買参加者にとって品目又

は品質が特殊であるため残品を生じる

おそれのある場合 

イ 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 
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ウ 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、市場の卸売業

者からの卸売の方法以外の方法によっ

ては当該卸売市場に出荷されることが

著しく困難である物品を当該卸売市場

において卸売の業務を行う者に対して

卸売をする場合 

(2) 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

って、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。 

ア 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（１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。 

イ 卸売業者が、指名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

約に基づく卸売が市場における取引の

秩序を乱すおそれがない旨の市長の承

認を受けていること。 

(3) 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
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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って、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。 

ア 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（１月以上１年未満のもの

に限る。）が定められていること。 

イ 卸売業者が、当該契約に基づく卸売が

市場における取引の秩序を乱すおそれ

がない旨の市長の承認を受けているこ

と。 

(4) 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

であって、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。 

ア 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（１年未満のものに限る。）

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。 

イ 卸売業者が、当該契約に基づく卸売が

市場における取引の秩序を乱すおそれ
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がない旨の市長の承認を受けているこ

と。 

２ 前項第１号の規定による許可を受けよう

とする卸売業者は、規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した許可申請

書を市長に提出しなければならない。 

(1) 申請者の名称 

(2) 仲卸業者及び売買参加者以外の者へ卸

売をしようとする物品の品目、産地、数量

及び出荷者並びに卸売の相手方 

(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者へ卸

売をしなければならない理由 

３ 第１項第２号イの規定による承認を受け

ようとする卸売業者は、規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した承認

申請書に他の卸売市場において卸売の業務

を行う者と締結した卸売の業務の連携に関

する契約に係る契約書の写しを添えて市長

に提出しなければならない。当該申請の内

容を変更しようとする場合も同様とする。 

(1) 申請者の名称 

(2) 連携に関する契約の相手方の市場名及

び卸売業者の名称 

(3) 他の市場において卸売の相手方となる

者の氏名又は名称及び代表者氏名 

(4) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の

品目 

(5) 当該卸売による卸売の数量の上限 

(6) 実施期間 

(7) 入荷量が著しく減少した場合の措置 

(8) 当該卸売をしなければならない理由 

４ 第１項第３号イの規定による承認を受け
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ようとする卸売業者は、規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した承認申請

書に農林漁業者等及び食品製造業者等と締

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係る契約書の

写しを添えて市長に提出しなければならな

い。当該申請の内容を変更しようとする場合

も同様とする。 

(1) 申請者の名称 

(2) 買入れの相手方となる者の氏名又は名

称及び代表者氏名並びに住所又は所在地 

(3) 卸売の相手方となる者の氏名又は名称

及び代表者氏名並びに住所又は所在地 

(4) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の

品目 

(5) 当該卸売による卸売の数量の上限 

(6) 実施期間 

(7) 国内産の農林水産物を利用した新商品

の内容 

(8) 当該卸売をしなければならない理由 

５ 第１項第４号イの規定による承認を受け

ようとする卸売業者は、規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した承認

申請書に食品製造業者等と締結した国内産

の農林水産物の輸出に関する契約に係る契

約書の写しを添えて市長に提出しなければ

ならない。当該申請の内容を変更しようと

する場合も同様とする。 

(1) 申請者の名称 

(2) 卸売の相手方となる者の氏名又は名称

及び代表者氏名並びに住所又は所在地 

(3) 当該卸売の対象となる生鮮食料品等の
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品目 

(4) 当該卸売による卸売の数量の上限 

(5) 実施期間 

(6) 入荷量が著しく減少した場合の措置 

(7) 当該卸売をしなければならない理由 

６ 第１項第２号イ、第３号イ又は第４号イ

の承認を受けた卸売業者は、規則で定める

ところにより、毎月、その承認に係る品目

の卸売数量を翌月２０日までに市長に届け

出なければならない。 

第４６条 削除 

（市場外にある物品の卸売の禁止） （市場外にある保管場所の届出等） 

第４７条  第４７条 卸売業者は、卸売の業務に関し、卸

売をするために市場以外の場所に物品の保

管をしようとするときは、あらかじめ、規則

で定めるところによりその旨を市長に届け

出なければならない。当該届出の内容を変更

しようとする場合も同様とする。 

 ２ 卸売業者は、前項に規定する物品の保管を

しなくなったときは、速やかに、規則で定め

るところによりその旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

卸売業者は、市場における卸売の業務に

ついては、市場内にある物品以外の物品の

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。 

３ 卸売業者は、卸売の業務に関し、市場内に

ある物品以外の物品の卸売をしたときは、規

則で定めるところにより市長に報告しなけ

ればならない。 

(1) 開設区域内において市長が指定する場

所（法第３９条第１号の規定により農林

水産大臣が指定した場所を含む。）にあ

る物品の卸売をするとき。 

(2) 開設区域内において卸売業者が申請し
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た場所にある物品（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に限

る。）の卸売をすることについて、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

いと市長が認めて承認したとき。 

(3) 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

利用する取引方法により別表第４に掲げ

る生鮮食料品等の卸売をしようとする場

合であって、市長があらかじめ指名利害関

係者又は市場取引委員会の意見を聴いた

上で、市場における効率的な売買取引のた

めに必要であり、取引の秩序を乱すおそれ

がないと認めて承認したとき。 

２ 前項第１号の規定による市長の指定を受

けようとする卸売業者は、規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載した申

請書にその場所の位置、その場所に係る施

設の種類及び規模を記載した書面、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えて市長に申請しな

ければならない。 

(1) 申請者の名称 

(2) その場所の所在地及びその場所にある

施設の名称 

(3) その場所に置く物品の種類 

３ 第１項第１号の規定による市長の指定を

受けた卸売業者は、その指定を必要としなく

なったときは、遅滞なく、規則で定めるとこ

ろによりその旨を市長に届け出なければな

らない。 
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４ 第１項第２号の規定による承認を受けよ

うとする卸売業者は、規則で定めるところに

より、第２項各号に掲げる事項を記載した承

認申請書に、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係る契

約書の写しを添えて市長に提出しなければ

ならない。 

５ 第１項第３号の規定による承認を受けよ

うとする卸売業者は、規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した承認申請書

を市長に提出しなければならない。当該申請

の内容を変更しようとする場合も同様とす

る。 

(1) 申請者の名称 

(2) 当該取引の対象となる生鮮食料品等の

品目 

(3) 取引方法 

(4) 当該取引方法による卸売の数量の上限 

(5) 当該取引において卸売業者が提供する

取引に係る情報の内容に関する事項 

(6) 実施期間 

(7) 当該取引に参加する仲卸業者及び売買

参加者の氏名又は名称 

(8) 市長が当該取引の内容の閲覧を行う際

の方法 

(9) 市場外にある物品の卸売をしようとす

る理由 

６ 第１項第３号の規定による承認は、当該申

請に係る取引が次の各号に掲げる要件を満

たしている場合に行うものとする。 

(1) 当該取引に参加する機会が、市場の仲

卸業者及び売買参加者に与えられるこ
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と。 

(2) 当該取引に係る物品の引渡年月日、商

品名、出荷者の氏名又は名称、卸売の数

量、等級、荷姿、量目その他公正な価格

形成を確保するために必要となる事項で

市長が定めるものが提供されることが確

実であること。 

(3) 当該取引物品の引渡方法が定められる

ことが確実であること。 

(4) 当該取引において事故等が発生した場

合における処理方法が適正に定められて

いること。 

(5) 市長による当該取引の内容の閲覧が可

能なものであること。 

（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） 

（卸売業者の卸売の相手方としての買受け

の報告） 

第４８条 卸売業者（その役員及び使用人を

含む。）は、法第１５条第１項の許可を受

けて卸売の業務を行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物品につ

いてされる卸売の相手方として、物品を買

い受けてはならない。 

第４８条 卸売業者（その役員及び使用人を

含む。）は、市場において第６条第１項の

許可に係る取扱品目に属する物品について

される卸売の相手方として物品を買い受け

たときは、規則で定めるところにより市長

に報告しなければならない。 

（卸売業者の物品の受託等の制限） 

第４９条 卸売業者は、市場において法第

１５条第１項の許可に係る取扱品目の部類

に属する物品の卸売をしたときは、市長が

卸売取引の適正かつ健全な運営を阻害する

おそれがないと認める場合を除くほか、仲

卸業者、売買参加者及び買出人から当該卸

売に係る物品の販売の委託を引受け、又は

買受けてはならない。 

（委託手数料以外の報酬の収受の禁止） 
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第５０条 卸売業者は、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、その

委託者から第６２条第１項に規定する委託

手数料以外の報酬を受けてはならない。 

（受託契約約款） 

第５１条 卸売業者は、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、規則で定めるところにより

市長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定による承認を受けようとする

者は、法第１５条第１項の規定による許可

を受けた日から起算して１月以内に、当該

受託契約約款を添えて、規則で定めるとこ

ろにより市長に申請しなければならない。 

３ 第１項に規定する受託契約約款には、次

の各号に掲げる事項を定めなければならな

い。 

(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事

項 

(2) 受託物品の保管に関する事項 

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項 

(4) 受託場所に関する事項 

(5) 送り状又は発送案内に関する事項 

(6) 受託物品の上場に関する事項 

(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に

関する事項 

(8) 委託の解除、委託替え及び再委託に関

する事項 

(9) 委託手数料に関する事項 

(10) 委託者の負担すべき費用に関する事

項 

(11) 仕切りに関する事項 
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(12) 第４５条第１項ただし書、第５３条

第３項又は第８１条の規定による場合に

関する事項 

(13) 人の健康を損なうおそれのある物品

の販売の留保又は委託の解除に関する事

項 

(14) 食品表示法（平成２５年法律第７０

号）及び同法に基づく命令の規定による表

示が適正でない物品の取扱いに関する事

項 

(15) 前各号に掲げるもののほか重要な事

項 

４ 前項各号に掲げる事項を変更しようとす

るときは、規則で定めるところにより市長

の承認を受けなければならない。 

（受託契約約款の掲示） 

第５１条の２ 卸売業者は、前条第１項の承

認に係る受託契約約款を卸売場又は主たる

事務所の見やすい場所に掲示しなければな

らない。 

（受託物品の受領及び検収） 

第５２条 卸売業者は、受託物品を受領した

ときは、委託者に対して直ちにその物品の

種類、数量、等級、品質及び受領日時を記

載した物品受領通知書によりその旨を通知

しなければならない。ただし、受領の日の

翌日までに売買仕切書を送付するときは、

この限りでない。 

２ 卸売業者は、受託物品（第４７条第１項

第３号の規定により卸売をする物品のう

ち、当該市場外で引渡しをする受託物品（以

下「電子商取引に係る受託物品」という。
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本条において同じ。）を除く。この項にお

いて同じ。）の受領に当たっては、検収を

確実に行い、物品の種類、数量、等級、品

質等について異状を認めたときは、規則で

定めるところにより市長の指定する検査員

の確認を受け、その結果を前項に規定する

物品受領通知書又は売買仕切書に付記しな

ければならない。ただし、受託物品の受領

に委託者又はその代理人が立ち会い、その

了承を得られたときは、この限りでない。 

３ 電子商取引に係る受託物品の受領に当た

っては、卸売業者又は委託者から当該物品

の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当

該物品の検収を行うよう委託を受けた者が

検収を確実に行い、当該物品の種類、数量、

等級、品質等について異状を認めたときは、

規則で定めるところにより市長の指定する

検査員の確認を受け、その結果を物品受領

通知書又は売買仕切書に付記しなければな

らない。 

４ 卸売業者は、受託物品の異状については、

第２項ただし書に規定する場合を除き、前

２項の規定による確認を受け、その証明を

得なければ、委託者に対抗することができ

ない。 

（卸売物品の相手方の明示及び引取り） （卸売の記録の提出） 

第５３条 卸売業者は、規則で定めるところ

により卸売をした物品を買い受けた仲卸業

者又は売買参加者が明らかになるよう措置

しなければならない。 

第４９条 卸売業者は、卸売の業務として卸

売を行った物品について、規則で定める事

項を記録し、規則で定めるところにより市

長に提出しなければならない。 

２ 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者か

ら卸売を受けた物品（以下「買受物品」と

いう。）を速やかに引き取らなければなら
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ない。 

３ 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が

買受物品の引取りを怠ったと認められると

きは、当該仲卸業者又は売買参加者の費用

で当該買受物品を保管し、又は催告をしな

いで他の者に卸売をすることができる。 

４ 卸売業者は、前項の規定により他の者に

卸売をした場合において、その卸売金額（せ

り売若しくは入札又は相対取引に係る価格

の合計額にその８パーセント（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）別表第１第１号

に規定する飲食料品（以下「軽減対象資産」

という。）以外のもの（以下「軽減対象外

資産」という。）にあっては、１０パーセ

ント）に相当する額を加えた金額をいう。

以下第６２条第１項を除き同じ。）が前項

の規定による仲卸業者又は売買参加者に対

する卸売金額より低いときは、その差額を

当該仲卸業者又は売買参加者に請求するこ

とができる。 

（仲卸業者の業務の規制） （仲卸業者の業務の規制） 

第５４条 仲卸業者は、市場内においては、

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

してはならない。 

第５０条 仲卸業者は、市場内においては、

第２２条第１項の許可に係る取扱品目に属

する物品について販売の委託の引受けをし

てはならない。 

２ 仲卸業者は、市場内においては、その許可

に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品

等を市場の卸売業者以外の者から買い入れ

て販売してはならない。ただし、その許可に

係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等

であって市場の卸売業者から買い入れるこ

とが困難なものを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

２ 仲卸業者は、第２２条第１項の許可に係

る取扱品目に属する物品を市場の卸売業者

及び仲卸業者以外の者から買い入れて市場

内において販売したときは、規則で定める

ところにより市長に報告しなければならな

い。 
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って、次の各号に掲げる要件のいずれかを満

たしているときは、この限りでない。 

(1) 仲卸業者が、市長の許可を受けている

こと。 

(2) 仲卸業者が、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って、当該契

約に基づく仲卸業者の買入れが次に掲げ

る要件を満たしていること。 

ア 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（１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。 

イ 卸売業者が、第４５条第１項第２号イ

の規定による承認を受けていること。 

(3) 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

って、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。 

ア 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（１月以上１年未満の

ものに限る。）が定められていること。

イ 仲卸業者が、当該契約の契約書の写し

及び次に掲げる事項を記載した承認申
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請書を市長に提出して、当該契約に基づ

く買入れが市場における取引の秩序を

乱すおそれがない旨の市長の承認を受

けていること。当該申請の内容を変更し

ようとする場合も同様とする。 

(ｱ) 申請者の氏名又は名称 

(ｲ) 買入れの相手方となる者の氏名又

は名称及び代表者氏名並びに住所又

は所在地 

(ｳ) 販売の相手方となる者の氏名又は

名称及び代表者氏名並びに住所又は

所在地 

(ｴ) 当該買入れの対象となる生鮮食料

品等の品目 

(ｵ) 当該買入れに係る生鮮食料品等の

数量の上限 

(ｶ) 実施期間 

(ｷ) 新たな国内産の農林水産物の供給

による需要の開拓の内容 

(ｸ) 当該買入れをしなければならない

理由 

(4) 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

れる場合であって、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。 

ア 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（１年未満のものに限

る。）及び市場における入荷量が著しく
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減少した場合の措置が定められている

こと。 

イ 仲卸業者が、当該契約の契約書の写し

及び次に掲げる事項を記載した承認申

請書を市長に提出して、当該契約に基づ

く買入れが市場における取引の秩序を

乱すおそれがない旨の市長の承認を受

けていること。当該申請の内容を変更し

ようとする場合も同様とする。 

(ｱ) 申請者の氏名又は名称 

(ｲ) 買入れの相手方となる者の氏名又

は名称及び代表者氏名並びに住所又

は所在地 

(ｳ) 当該買入れの対象となる生鮮食料

品等の品目 

(ｴ) 当該買入れに係る生鮮食料品等の

数量の上限 

(ｵ) 実施期間 

(ｶ) 市場における入荷量が著しく減少

した場合の措置 

(ｷ) 当該買入れをしなければならない

理由 

３ 前項第１号の許可を受けようとする仲卸

業者は、規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した許可申請書を市長に

提出しなければならない。 

(1) 申請者の氏名又は名称 

(2) 買い入れて販売しようとする生鮮食料

品等の品目、数量及び買入れの相手方 

(3) 卸売業者から買い入れることが困難な

事情 

４ 市長が第２項第１号の規定による許可を
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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、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いて調

査してするものとする。 

５ 第２項第１号の規定による許可を受けた

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、その旨を市長に

届け出なければならない。 

６ 第２項第２号から第４号までの契約に基

づき買入れを行った仲卸業者は、毎月、当

該契約に基づき買い入れた品目の販売の数

量を翌月２０日までに市長に届け出なけれ

ばならない。 

第５５条 仲卸業者は、開設区域内において、

その許可に係る取扱品目の部類に属する生

鮮食料品等の販売をしようとするときは、

当該許可に係る仲卸しの業務としてする場

合を除き、次の各号に掲げる事項を記載し

た承認申請書を、あらかじめ市長に申請し

て承認を受けなければならない。当該申請

の内容を変更しようとする場合も同様とす

る。 

第５１条 仲卸業者は、第２２条第１項の許

可に係る取扱品目に属する物品の販売をし

ようとするときは、当該許可に係る仲卸し

の業務としてする場合を除き、あらかじめ、

規則で定めるところにより、市長に申請し

てその承認を受けなければならない。当該

申請の内容を変更しようとする場合も同様

とする。 

(1) 申請者の氏名又は名称 

(2) 業務の内容 

(3) 業務を営む理由 

(4) 業務開始の予定年月日 

(5) 事業計画 

２ 市長は、前項の申請があった場合におい

て、当該申請に係る販売が仲卸しの業務の

適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあ

ると認めるときは、これを承認してはなら

ない。 

２ 市長は、前項の承認に係る販売が仲卸し

の業務の適正かつ健全な運営を阻害するお

それがあると認めたときは、仲卸業者に当

該業務の中止その他必要な改善措置をとる

べき旨を命じることができる。 
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３ 市長は、第１項の承認をしようとすると

きは、指名利害関係者又は市場取引委員会

の意見を聴くものとする。この場合におい

て、市場取引委員会は、委員の少数意見に

も十分配慮するものとする。 

（売買取引の制限） （売買取引の制限） 

第５６条 せり売又は入札の方法による卸売

の場合において、次の各号のいずれかに該

当するときは、市長は、その売買を差し止

め、又はせり直し若しくは再入札を命じる

ことができる。 

第５２条 せり売又は入札の方法による卸売

の場合において、次の各号のいずれかに該

当するときは、市長は、その売買を差し止

め、又はせり直し若しくは再入札を命じる

ことができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 不当な価格を生じたとき又は生ずるお

それのあると認めるとき。 

(2) 不当な価格を生じたとき又は生じるお

それがあると認めるとき。 

２ （略） ２ （略） 

（衛生上有害な物品等の売買禁止等） （衛生上有害な物品等の売買禁止等） 

第５７条 （略） 第５３条 （略） 

 （卸売業者による売買取引の条件の公表

等） 

 第５４条 卸売業者は、規則で定めるところ

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。）を公表しなければならない。 

 ２ 卸売業者は、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

を定めたときは、速やかに、規則で定める

ところによりその旨及び当該受託契約約款

を市長に届け出なければならない。当該受

託契約約款の内容を変更したときも同様と

する。 

（卸売予定数量等の報告） （売買取引の結果等の報告） 

第５８条 卸売業者は、規則で定めるところ 第５５条 卸売業者は、規則で定めるところ
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により、毎開場日、次に掲げる物品につい

て、規則で定める時刻までに、品目ごとの

数量及び主要な産地を市長に報告しなけれ

ばならない。 

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規則

で定めるもの（次条において「売買取引の

結果等」という。）を市長に報告しなけれ

ばならない。 

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売

をする物品（第４号に掲げる物品を除く。）

(2) 相対取引により当日卸売をする物品

（次号及び第４号に掲げる物品を除く。）

(3) 第４５条第１項ただし書（同項第１号

イに掲げる場合を除く。）の規定により当

日卸売をする物品 

(4) 第４７条第１項ただし書（同項第１号

に該当する場合を除く。）の規定により当

日卸売をする物品 

２ 卸売業者は、規則で定めるところにより、

毎開場日、次に掲げる物品について、品目

ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高

値、中値及び安値に区分した卸売価格（せ

り売若しくは入札又は相対取引に係る価格

にその８パーセント（軽減対象外資産にあ

っては、１０パーセント）に相当する額を

加えた価格をいう。以下同じ。）を市長に

報告しなければならない。 

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売

をした物品（第４号に掲げる物品を除く。）

(2) 相対取引により当日卸売をした物品

（次号及び第４号に掲げる物品を除く。）

(3) 第４５条第１項ただし書の規定により

当日卸売をした物品 
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(4) 第４７条第１項ただし書（同項第１号

に該当する場合を除く。）の規定により当

日卸売をした物品 

３ 卸売業者は、毎月１０日までに前月中に

卸売をした物品の市況並びに卸売をした物

品の数量及び卸売金額を規則で定めるとこ

ろにより市長に報告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） （卸売業者による売買取引の結果等の公

表） 

第５９条 卸売業者は、毎開場日、前条第１

項各号に掲げる物品について、主要な品目

の数量及びその主要な産地を卸売のための

販売開始時刻までに、卸売場の見やすい場

所に掲示しなければならない。 

第５６条 

２ 卸売業者は、規則で定めるところにより、

毎開場日、卸売が終了した後速やかに、前

条第２項各号に掲げる物品について、主要

な品目の卸売の数量及び主要な産地並びに

高値、中値及び安値に区分した卸売価格を

公表しなければならない。 

卸売業者は、規則で定めるところにより、

売買取引の結果等を公表しなければならな

い。 

（開設者による卸売予定数量等の公表） （開設者による売買取引の結果等の公表） 

第６０条 市長は、卸売業者から第５８条第

１項の規定による報告を受けたときは、そ

の日の卸売のための販売開始時刻までに、

当該報告に係る主要な品目の数量及びその

主要な産地並びに前開場日に卸売された主

要な品目の数量及び卸売価格を卸売場に掲

示しなければならない。 

第５７条 

２ 市長は、卸売業者から第５８条第２項の

規定による報告を受けたときは、規則で定

めるところにより、売買取引の方法ごとに、

当該報告に係る事項を公表しなければなら

ない。この場合において、卸売価格につい

市長は、卸売業者から第５５条の規定に

よる報告を受けたときは、速やかに、規則

で定めるところにより、卸売の数量及び価

格その他の規則で定める事項を公表しなけ

ればならない。 

-61-



ては、主要な産地ごとに高値、中値及び安

値に区分しなければならない。 

（仕切り及び送金） （支払期日、支払方法その他の決済の方法）

第６１条 卸売業者は、受託物品の卸売をし

たときは、委託者に対して、その卸売をし

た日の翌日までに、当該卸売をした物品の

品目、等級、単価（せり売若しくは入札又

は相対取引に係る価格をいう。以下この項

において同じ。）、数量、軽減対象資産合

計額（軽減対象資産に係る単価と数量の積

の合計額をいう。以下この項において同

じ。）、軽減対象外資産合計額（軽減対象

外資産に係る単価と数量の積の合計額をい

う。以下この項において同じ。）、軽減対

象資産合計額にその８パーセントに相当す

る金額を加えた金額及び軽減対象外資産合

計額にその１０パーセントに相当する金額

を加えた金額並びにこれらの合計額（当該

委託者の責めに帰すべき理由により第６６

条の規定による卸売代金の変更をした物品

については、当該変更に係る品目、等級、

単価、数量、軽減対象資産合計額、軽減対

象外資産合計額並びに軽減対象資産合計額

にその８パーセントに相当する金額を加え

た金額及び軽減対象外資産合計額にその

１０パーセントに相当する金額を加えた金

額並びにこれらの合計額）、控除すべき委

託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委

託者の負担となる費用の項目と金額（消費

税額及び地方消費税額を含む。）並びに差

引仕切金額（以下「売買仕切金」という。

以下同じ。）を明記した売買仕切書及び売

買仕切金を送付しなければならない。ただ

第５８条 卸売業者は、受託物品の卸売をし

たときは、委託者に対して、規則で定める

日までに、当該卸売をした物品の販売金額

（消費税額及び地方消費税額を含む。以下

同じ。）から、受託者が定める委託手数料

及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負

担となる費用を控除した金額を支払わなけ

ればならない。 
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し、売買仕切書又は売買仕切金の送付の期

日について委託者との特約がある場合の期

日については、この限りでない。 

２ 卸売業者は、前項の売買仕切書には、同

項で定める事項を正確に記載しなければな

らない。 

２ 卸売業者は、出荷者から物品を買い受け

たときは、出荷者に対して、規則で定める

日までに、当該買い受けた物品の販売金額

を支払わなければならない。 

 ３ 卸売業者から卸売を受けた者は、卸売業

者に対して、規則で定める日までに、当該

卸売を受けた物品の販売金額を支払わなけ

ればならない。 

 ４ 仲卸業者から販売を受けた者は、仲卸業

者に対して、規則で定める日までに、当該

販売を受けた物品の販売金額を支払わなけ

ればならない。 

 ５ 市場における売買取引の支払方法は、現

金、送金又は市長が別に定める電子決済に

よるものとする。 

 ６ 前各項の規定にかかわらず、契約で支払

期日、支払方法その他の決済の方法を定め

る場合は、当該契約に定めるところによる。

（仕切り及び送金に関する特約） 

第６１条の２ 卸売業者は、売買仕切書又は

売買仕切金の送付について委託者と特約を

締結したときは、次に掲げる事項を記載し

た書面を作成し、当該特約の効力の存する

間、これを保存しておかなければならない。

当該特約の内容を変更した場合も同様とす

る。 

(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所 

(2) 特約の内容 

(3) 支払方法 
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（委託手数料） 

第６２条 卸売のための販売の委託の引受け

について、卸売業者がその委託者から収受

する委託手数料は、卸売をした物品の卸売

金額（せり売若しくは入札又は相対取引に

係る価格の合計額をいう。）に料率（以下

「委託手数料の率」という。）を乗じて得

た額にその１０パーセントに相当する額を

加えた額とする。 

２ 卸売業者は、委託手数料の率を定め、又

は変更しようとするときは、規則で定める

ところにより、あらかじめ市長に届け出な

ければならない。 

３ 市長は、卸売業者に対し、委託手数料の

率が経営に与える影響その他必要な事項に

ついて説明を求めることができる。 

４ 第２項の規定により届け出た委託手数料

の率は、規則で定める期間、変更すること

ができない。ただし、市長が特に必要があ

ると認めるときは、この限りでない。 

５ 卸売業者は、第２項の規定により届け出

た委託手数料の率を卸売場又は主たる事務

所の見やすい場所に掲示する等により、委

託者に周知しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、委託手数料

の率について必要な事項は、規則で定める。

（売買仕切金の前渡し等） 

第６３条 卸売業者は、出荷者に対し売買仕

切金を前渡ししようとするとき、売買仕切

金の支払を担保する保証金を差し入れよう

とするとき又は出荷を誘引するために資金

を貸し付けようとするときは、あらかじめ

規則で定めるところにより市長に届け出な
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ければならない。当該届出の内容を変更し

ようとする場合も同様とする。 

（出荷奨励金の交付） （出荷奨励金の交付） 

第６４条 卸売業者は、市場における取扱品

目の安定的供給の確保を図るため、規則で

定めるところにより市長の承認を受けて、

出荷者に対して出荷奨励金を交付すること

ができる。 

第５９条 卸売業者は、市場における取扱品

目の安定的供給の確保を図るため、出荷者

に対して出荷奨励金を交付することができ

る。 

２ 市長は、前項の規定による承認の申請が

あった場合において、当該申請に係る出荷

奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性

を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全

な運営を阻害するおそれがなく、かつ、取

扱品目の安定的供給の確保に資するものと

認められるときでなければ、その承認をし

てはならない。 

（買受代金の即時支払義務） 

第６５条 仲卸業者又は売買参加者は、卸売

業者から買い受けた物品の引渡しを受ける

と同時に（卸売業者があらかじめ仲卸業者

又は売買参加者と支払猶予の特約をしたと

きは、その特約において定められた期日ま

でに）買い受けた物品の代金（買い受けた

額にその８パーセント（軽減対象外資産に

あっては、１０パーセント）に相当する額

を加えた額とする。）を支払わなければな

らない。 

２ 仲卸業者から物品を買い受けた者は、仲

卸業者に対し、買受代金をできるだけ早期

に支払うよう努めなければならない。 

３ 卸売業者は、第１項の規定により支払猶

予の特約を締結したときは、次に掲げる事

項を記載した書面を作成し、当該特約の効
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力の存する間、これを保存しておかなけれ

ばならない。当該特約の内容を変更した場

合も同様とする。 

(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所 

(2) 特約の内容 

(3) 支払方法 

４ 市長は、前項の書面を必要により確認し

た結果、その内容が次の各号のいずれかに

該当すると認めるときは、当該卸売業者又

は仲卸業者若しくは売買参加者に対し、当

該特約の内容の変更その他必要な改善措置

をとるべき旨を命じることができる。 

(1) 他の仲卸業者又は売買参加者に対して

不当に差別的な取扱いとなるものである

とき。 

(2) 卸売業者の財務の健全性を損ない、又

は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻

害するおそれのあるとき。 

（卸売代金の変更の禁止） 

第６６条 卸売業者は、卸売をした物品の卸

売代金の変更をしてはならない。ただし、

市長の指定する検査員が規則で定めるとこ

ろにより正当な理由があると確認したとき

は、この限りでない。 

（完納奨励金の交付） （完納奨励金の交付） 

第６７条 卸売業者は、卸売代金の期限内の

完納を奨励するため、規則で定めるところ

により市長の承認を受けて、仲卸業者又は

売買参加者に対して完納奨励金を交付する

ことができる。 

第６０条 卸売業者は、卸売代金の期限内の

完納を奨励するため、仲卸業者又は売買参

加者に対して完納奨励金を交付することが

できる。 

２ 市長は、前項の規定による承認の申請が

あった場合において、当該申請に係る完納
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奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性

を損ない、又は卸売業者の適正かつ健全な

運営を阻害するおそれがなく、かつ、卸売

業者の間において過度の競争による弊害が

生ずるおそれがないと認められるときでな

ければ、その承認をしてはならない。 

第４章 卸売の業務に関する品質管理 

（物品の品質管理の方法） 

第６７条の２ 市長は、取扱品目の部類及び

当該卸売の業務に係る施設ごとに、卸売の

業務に係る物品の品質管理の方法として、

次に掲げる事項を規則で定める。 

(1) 施設の取扱品目 

(2) 施設の設定温度及び温度管理に関する

事項 

(3) 品質管理の責任者の設置及び責務に関

する事項 

(4) その他卸売の業務に係る物品の品質管

理の高度化を図るために必要な事項 

２ 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事

業者は、前項の規則で定める物品の品質管

理の方法に従わなければならない。 

第５章 市場施設の使用 第４章 市場施設の使用 

（施設の使用指定等） （施設の使用指定等） 

第６８条 （略） 第６１条 （略） 

２ 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運

営及び品質管理の高度化を確保するため特

に必要があると認めるときは、売買参加者

その他前項に規定する者以外のものに対し

て市場施設の使用を許可することができ

る。 

２ 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運

営及び品質管理の高度化を確保するため特

に必要があると認めるときは、売買参加者

その他前項に規定する者以外の者に対して

市場施設の使用を許可することができる。 

３ （略） ３ （略） 
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４ 前項に規定する保証金の額は、第２項の

規定による許可に係る使用料の月額の６倍

に相当する額の範囲内において規則で定め

る額とする。 

４ 前項の保証金の額は、第２項の規定によ

る許可に係る使用料の月額の６倍に相当す

る額の範囲内において規則で定める額とす

る。 

５ 第３項に規定する保証金については、第

９条第２項及び第３項並びに第１０条から

第１２条までの規定を準用する。 

５ 第３項の保証金については、第１０条第

２項及び第３項並びに第１１条から第１３

条までの規定を準用する。 

６ （略） ６ （略） 

（用途変更、転貸等の禁止） （用途変更、転貸等の禁止） 

第６９条 （略） 第６２条 （略） 

（原状変更の禁止等） （原状変更の禁止等） 

第７０条 （略） 第６３条 （略） 

（返還） （返還） 

第７１条 （略） 第６４条 （略） 

（指定又は許可の取消しその他の規制） （指定又は許可の取消しその他の規制） 

第７２条 （略） 第６５条 （略） 

（補修命令） （補修命令） 

第７３条 （略） 第６６条 （略） 

（使用料等） （使用料等） 

第７４条 市場の使用料（消費税法施行令（昭

和６３年政令第３６０号。以下「政令」と

いう。）第８条に該当しない場合の土地使

用に係る土地使用料を除き、消費税額及び

地方消費税額を含む。以下同じ。）は、別

表第５に掲げる額の範囲内において規則で

定める。 

第６７条 市場施設の使用料（消費税法施行

令（昭和６３年政令第３６０号。以下「政

令」という。）第８条に該当しない場合の

土地使用に係る土地使用料を除き、消費税

額及び地方消費税額を含む。以下同じ。）

は、別表に掲げる額の範囲内において規則

で定める。 

２ 市場において使用する電気、ガス、水道、

空調等の費用及びこれらの設備の維持管理

に要する費用で市長の指定するものは、使

用者の負担とする。 

２ 市場施設において使用する電気、ガス、

水道、空調等の費用及びこれらの設備の維

持管理に要する費用で市長の指定するもの

は、使用者の負担とする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（使用料の減免） （使用料の減免） 
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第７５条 （略） 第６８条 （略） 

第６章 監督 第５章 監督 

 （指導及び助言） 

 第６９条 市長は、取引参加者に対し、この

条例又はこの条例に基づく規則の規定を遵

守させるために必要な指導又は助言をする

ことができる。 

（報告及び検査） （報告及び検査） 

第７６条 （略） 第７０条 （略） 

（改善措置命令） （改善措置命令） 

第７７条 市長は、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じることができ

る。 

第７１条 市長は、卸売の業務又は仲卸しの

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、卸売業者又は

仲卸業者に対し、当該卸売業者又は仲卸業

者の業務又は会計に関し必要な改善措置を

とるべき旨を命じることができる。 

２ 市長は、第６２条第２項の規定により届

出のあった委託手数料の率によっては委託

者に対して不当に差別的な取扱いが生じる

こと、公正かつ適正な取引又は卸売業者の

財務の健全性が損なわれること等により生

鮮食料品等の円滑な供給に支障が生じるお

それがあると認めるときその他委託手数料

の率が不適切と認めるときは、卸売業者に

対し、委託手数料の率その他委託手数料に

関し必要な改善措置をとるべき旨を命じる

ことができる。 

３ 市長は、仲卸業者の財産の状況が次の各

号に掲げる基準のいずれかに該当する場合

において、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

２ 市長は、卸売業者又は仲卸業者の財産の

状況が次の各号に掲げる基準のいずれかに

該当する場合において、卸売の業務又は仲

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、卸売業
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仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をと

るべき旨を命じることができる。 

者又は仲卸業者に対し、当該卸売業者又は

仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をと

るべき旨を命じることができる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

４ 市長は、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じることができる。 

５ （略） ３ （略） 

（監督処分） （監督処分） 

第７８条 市長は、卸売業者、仲卸業者又は

売買参加者がこの条例若しくはこの条例に

基づく規則又はこれらに基づく処分に違反

した場合には、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、

これらの者に対し１０万円以下の過料に処

し、又は卸売業者にあっては第１号、仲卸

業者にあっては第２号、売買参加者にあっ

ては第３号に掲げる処分をすることができ

る。 

第７２条 市長は、卸売業者、仲卸業者、売

買参加者、買出人、関連事業者又は第６１

条第２項の規定により市場施設を使用して

いる者（売買参加者及び買出人を除く。以

下この条において「施設使用者」という。）

がこの条例若しくはこの条例に基づく規則

又はこれらに基づく処分に違反した場合に

は、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、これらの者

に対し５万円以下の過料に処し、又は卸売

業者にあっては第１号、仲卸業者にあって

は第２号、売買参加者にあっては第３号、

買出人にあっては第４号、関連事業者にあ

っては第５号、施設使用者にあっては第６

号に掲げる処分をすることができる。 

(1) ６月以内の期間を定めてその卸売の業

務の全部又は一部の停止を命じること。 

(1) 第６条第１項の許可を取り消し、又は

６月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

命じること。 

(2) 第２０条第１項の規定による許可を取

り消し、又は６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

(2) 第２２条第１項の許可を取り消し、又

は６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
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一部の停止を命じること。 止を命じること。 

(3) 第２９条第１項の規定による承認を取

り消し、又は６月以内の期間を定めて市場

への入場の停止を命じること。 

(3) 第３２条第１項の承認を取り消し、又

は６月以内の期間を定めて市場への入場

の停止を命じること。 

 (4) 第３３条第１項の承認を取り消し、又

は６月以内の期間を定めて市場への入場

の停止を命じること。 

 (5) 第３５条第１項の許可を取り消し、又

は６月以内の期間を定めてその許可に係

る業務の全部若しくは一部の停止を命じ

ること。 

 (6) 第６１条第２項の規定による許可を取

り消し、又は６月以内の期間を定めて市場

施設の全部若しくは一部の使用の停止を

命じること。 

２ 市長は、買出人がこの条例若しくはこの条

例に基づく規則又はこれらに基づく処分に

違反した場合には、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、

５万円以下の過料に処し、第３２条第１項の

規定による承認を取り消し、又は６月以内の

期間を定めて市場への入場の停止を命じる

ことができる。 

３ 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこ

の条例に基づく規則又はこれらに基づく処

分に違反した場合には、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、５万円以下の過料に処し、第３３条第

１項の規定よる許可を取り消し、又は６月以

内の期間を定めてその許可に係る業務の全

部又は一部の停止を命じることができる。 

４ 市長は、第６８条第２項の規定により市

場施設を使用している者（売買参加者及び
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買出人を除く。）がこの条例若しくはこの

条例に基づく規則又はこれらに基づく処分

に違反した場合には、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、５万円以下の過料に処し、その許可

の全部若しくは一部を取り消し、又は６月

以内の期間を定めて市場施設の全部若しく

は一部の使用の停止を命じることができ

る。 

５ （略） ２ （略） 

６ 卸売業者、仲卸業者、売買参加者、買出

人又は関連事業者について、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、この条例若しくはこの条例に基づく規

則又はこれらに基づく処分に違反する行為

をしたときは、その行為者に対して市長が

６月以内の期間を定めて市場への入場を停

止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売

買参加者、買出人又は関連事業者に対して

も、第１項から第３項までの規定を適用す

る。 

３ 卸売業者、仲卸業者、売買参加者、買出

人、関連事業者又は施設使用者について、

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、この条例若しくはこの条

例に基づく規則又はこれらに基づく処分に

違反する行為をしたときは、その行為者に

対して市長が６月以内の期間を定めて市場

への入場を停止するほか、その卸売業者、

仲卸業者、売買参加者、買出人、関連事業

者又は施設使用者に対しても、第１項の規

定を適用する。 

７ 第１項から第５項までの規定は、第８４

条の２第１項の規定に違反した者について

は、適用しない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、第７８条第

１項の規定に違反した者については、適用

しない。 

 ５ 第１項第１号又は第２号の規定による許

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。 

（処分による損害賠償責任） 

第７９条 市場施設の使用者又はその相続人

等がこの条例又はこの条例に基づく規則の

規定に基づいて行う処分によって損害を受

けることがあっても、市は、その責めを負
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わない。 

第７章 市場開設運営協議会 第６章 市場開設運営協議会 

（市場開設運営協議会） 

第８０条 法第１３条に基づく事務を行うた

め、浜松市中央卸売市場開設運営協議会（以

下「協議会」という。）を置く。 

第７３条 市は、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するた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１３８条の４第３項の規定に基づき、浜

松市中央卸売市場開設運営協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 委員は、学識経験を有する者のうちから、

市長が委嘱する。 

３～７ （略） ４～８ （略） 

第８章 市場取引委員会 

（市場取引委員会） 

第８０条の２ 法第１３条の２に基づく事務

を行うため、取扱品目の部類ごとに浜松市

中央卸売市場取引委員会（以下この条にお

いて「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、それぞれ委員１０人以内をも

って組織する。 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

４ 委員会に委員長を置き、委員の互選によ

り定める。 

５ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理

する。 

６ 委員長に事故があるとき又は委員長が欠

けたときは、あらかじめ委員長の指名する

委員がその職務を代理する。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組
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織又は運営に関する事項については、規則

で定める。 

第９章 雑則 第７章 雑則 

（卸売の業務の代行） （卸売の業務の代行） 

第８１条 市長は、卸売業者が許可の取消し

その他の行政処分を受け、又はその他の理

由で卸売の業務の全部又は一部を行うこと

ができなくなった場合には、当該卸売業者

（卸売業者であったものを含む。）に対し

その行うことができなくなった卸売の業務

に係る卸売のための販売の委託の申込みの

あった物品について、他の卸売業者にその

卸売の業務を行わせることができる。 

第７４条 市長は、卸売業者が第６条第１項

の許可の取消しその他の行政処分を受け、

又はその他の理由で卸売の業務の全部若し

くは一部を行うことができなくなった場合

には、当該卸売業者（卸売業者であったも

のを含む。）に対しその行うことができな

くなっ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った物品について、

他の卸売業者にその卸売の業務を行わせる

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定により卸売の業務を

行わせる者がいないとき又は他の卸売業者

に行わせることが不適当と認めるときは、

自ら卸売の業務を行うことができる。 

２ 市長は、前項の規定により卸売の業務を

行わせる者がいないとき又は他の卸売業者

に行わせることが不適当と認めるときは、

市場の仲卸業者にその卸売の業務を行わ

せ、又は自らその卸売の業務を行うことが

できる。 

３ （略） ３ （略） 

（無許可営業の禁止） （無許可営業の禁止） 

第８２条 （略） 第７５条 （略） 

（市場への出入り等に対する指示） （市場への出入り等に対する指示） 

第８３条 （略） 第７６条 （略） 

（市場秩序の保持等） （市場秩序の保持等） 

第８４条 （略） 第７７条 （略） 

（自動車の登録の義務） （自動車の登録の義務） 

第８４条の２ （略） 第７８条 （略） 

（許可等の条件） （許可等の条件） 

第８５条 （略） 第７９条 （略） 

（委任） （委任） 
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第８６条 （略） 第８０条 （略） 

別表第１（第４１条関係） 

種

類

物品 

1 個選物野菜・果実のうち等階級のない、か

ぶ、たけのこ、ふき、みかん、いちご、か

き、なし及び小玉すいか 

2 浜名湖、遠州灘等から生産者又は生産者組

合が直接持込出荷する物品（以下「地場物」

という。） 

別表第２（第４１条関係） 

種

類

物品 

1 近在の軟弱野菜のうち個選物で等階級の

ない、葉ねぎ、ほうれん草、こまつ菜、サ

ラダ菜、ぬき菜、はく菜、キャベツ、セル

リー、カリフラワー、ブロッコリー、しゅ

んぎく、しろな、たいさい、パセリその他

葉茎菜類 

2 太物売場で取り扱う物品 

大衆売場及び近海売場で取り扱う物品（地

場物を除く。） 

別表第３（第４１条関係） 

種

類

物品 

1 別表第1の1の項及び別表第2の1の項に掲

げる物品以外の物品 

2 特種売場で取り扱う物品（地場物を除く。）

冷凍水産物及び生鮮水産物の加工品 

別表第４（第４７条関係） 

種

類

物品 

1 かんしょ、ばれいしょ、かぼちゃ、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（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。） 

4 加工食料品（1から3までに掲げる加工食料

品を除く。） 

5 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
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 ら4までに掲げるものを除く。）であって、

市長が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指定したもの 

別表第５（第７４条関係） 別表（第６７条関係） 

種別 金額 

卸売業者市場使

用料 

1月につき 1月の卸売金額

の1,000分の3に相当する額 

仲卸業者市場使

用料 

1月につき 仲卸業者が第54

条第2項ただし書の規定によ

り買い入れた場合における

その買入れ物品の1月の販売

金額（消費税額及び地方消費

税額を含む。）の1,000分の3

に相当する額 

 （略） 

種別 金額 

卸売業者市場使

用料 

1月につき 1月の販売金額

の1,000分の3に相当する額 

仲卸業者市場使

用料 

1月につき 仲卸業者が第22

条第1項の許可に係る取扱品

目に属する物品を市場の卸

売業者及び仲卸業者以外の

者から買い入れて市場内に

おいて販売した場合におけ

るその買入れ物品の1月の販

売金額の1,000分の3に相当

する額 

 （略） 

  備考 （略）   備考 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和２年６月２１日から施行する。ただし、次項及び附則第１１項の規

定は、公布の日から施行する。

 （準備行為）

２ 改正後の浜松市中央卸売市場業務条例（以下「新条例」という。）第４４条第１項及び

第５１条第１項の承認並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）前においても行うことができる。

 （経過措置）

３ 施行日前に、浜松市中央卸売市場における卸売の業務（卸売市場法及び食品流通構造

改善促進法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６２号）第１条の規定による改正

前の卸売市場法（昭和４６年法律第３５号。以下「旧法」という。）第４条第２項第４号

に規定する卸売の業務をいう。）に関して旧法第１５条第１項の規定によりされた許可そ

の他の旧法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあ

るものを除き、新条例第６条第１項その他の新条例の相当規定によりされたものとみな

す。

４ 施行日前に、改正前の浜松市中央卸売市場業務条例（以下「旧条例」という。）の規定

によりされた処分、手続その他の行為は、旧条例第５５条第１項の承認及びこの附則に

別段の定めがあるものを除き、新条例の相当規定によりされたものとみなす。

-76-



５ 次の表の左欄に掲げる新条例の規定の適用については、同表の中欄に掲げる許可その

他の処分を受けた者は、その許可その他の処分を受けた日において、同表の右欄に掲げ

る許可その他の処分を受けたものとみなす。

第 6条第 3項第 4号及び第 9

号ウ（第 15 条第 3 項におい

て準用する場合を含む。） 

旧法第 49 条第 2項の規定に

よる旧法第 15 条第 1項の許

可の取消し 

新条例第 72 条第 1項の規定

による新条例第 6 条第 1 項

の許可の取消し 

第 6 条第 4 項（第 15 条第 3

項において準用する場合を

含む。） 

旧法第 25 条第 2項の規定に

よる旧法第 15 条第 1項の許

可の取消し 

新条例第 16 条第 2項の規定

による新条例第 6 条第 1 項

の許可の取消し 

第 9 条第 1 項及び第 16 条第

2 項第 1 号 

旧法第 15 条第 1 項の許可 新条例第 6 条第 1 項の許可 

第 18 条第 4 項第 3 号 旧条例第 78 条第 5項の規定

による旧条例第 13 条第 1項

の登録の取消し 

新条例第 72 条第 2項の規定

による新条例第 18 条第 1項

の登録の取消し 

第 22 条第 3 項第 4 号、第 5

号並びに第 11 号ウ及びエ

（第 28 条第 3 項及び第 29

条第 4 項において準用する

場合を含む。） 

旧条例第 78 条第 1項の規定

による旧条例第 20 条第 1項

の許可の取消し 

新条例第 72 条第 1項の規定

による新条例第 22 条第 1項

の許可の取消し 

第 22 条第 4 項（第 28 条第 3

項及び第 29 条第 4項におい

て準用する場合を含む。） 

旧条例第 24 条第 2項の規定

による旧条例第 20 条第 1項

の許可の取消し 

新条例第 30 条第 2項の規定

による新条例第 22 条第 1項

の許可の取消し 

第 25 条第 1 項及び第 30 条

第 2 項第 1 号 

旧条例第 20 条第 1項の許可 新条例第 22 条第 1項の許可

第 35 条第 2 項第 3 号、第 4

号並びに第 11 号ウ及びエ

（第41条において準用する

第 28 条第 3 項及び第 29 条

第 4 項において準用する場

合を含む。） 

旧条例第 78 条第 3項の規定

による旧条例第 33 条第 1項

の許可の取消し 

新条例第 72 条第 1項の規定

による新条例第 35 条第 1項

の許可の取消し 

第 35 条第 3 項（第 41 条に

おいて準用する第 28 条第 3

項及び第 29 条第 4項におい

て準用する場合を含む。） 

旧条例第 37 条第 2項の規定

による旧条例第 33 条第 1項

の許可の取消し 

新条例第 39 条第 2項の規定

による新条例第 35 条第 1項

の許可の取消し 

第 37 条第 1 項及び第 39 条

第 2 項第 1 号 

旧条例第 33 条第 1項の許可 新条例第 35 条第 1項の許可

６ この条例の施行の際現に旧条例第１３条第１項の登録を受けている者の当該登録には、

有効期間の定めがないものとする。

７ この条例の施行の際現に旧条例第４７条第１項第１号の規定により保管場所の指定を

受けている者及びその指定の申請をしている者は、施行日に新条例第４７条第１項の規

定により当該保管場所について届出をした者とみなす。

８ 施行日の前日に旧条例第８０条第１項の浜松市中央卸売市場開設運営協議会（以下「旧

協議会」という。）の委員の職にあった者（以下「旧委員」という。）は、施行日におい

て、新条例第７３条第３項の規定により同条第１項に規定する浜松市中央卸売市場開設

運営協議会（以下「新協議会」という。）の委員に委嘱されたものとみなす。この場合に
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おいて、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第４項の規定にかかわら

ず、旧委員の任期の末日までとする。

９ 施行日の前日に旧協議会の会長又は副会長の職にあった者は、新条例第７３条第５項

の規定にかかわらず、それぞれ新協議会の会長又は副会長とみなす。

１０ この条例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。

（規則への委任）

１１ 附則第２項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過

措置は、規則で定める。
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第  138 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

浜松市奨学金貸与条例の一部改正について 

浜松市奨学金貸与条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市奨学金貸与条例の一部を改正する条例 

 浜松市奨学金貸与条例（平成１７年浜松市条例第１７９号）の一部を次のように改正す

る。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 高等学校 学校教育法（昭和２２年法

律第２６号。以下「法」という。）第１条

に規定する高等学校（中等教育学校の後期

課程を含む。）をいう。 

(1) 大学 学校教育法（昭和２２年法律第

２６号。以下「法」という。）第１条に

規定する大学をいう。 

(2) 大学 法第１条に規定する大学をい

う。 

(2)・(3) （略） (3)・(4) （略） 

（貸与の要件） （貸与の要件） 

第３条 奨学金の貸与を受けることができる

者は、市内に住所を有する者の子又はこれ

に準じる者として市長が定める者のうち、

次の各号のいずれかに該当するものであっ

て、人物及び学業成績が優秀で、かつ、経

済的理由によって修学が困難であると市長

が認めるものとする。ただし、この条例の

規定による奨学金以外の償還義務の発生す

る奨学金（これに類するものを含む。）を

受けている者を除く。 

第３条 奨学金の貸与を受けることができる

者は、市内に住所を有する者の子又はこれ

に準じる者として市長が定める者のうち、

別表の左欄に掲げる要件を備えたものであ

って、人物及び学業成績が優秀で、かつ、

経済的理由によって修学が困難であると市

長が認めるものとする。ただし、この条例

の規定による奨学金以外の償還義務の発生

する奨学金（これに類するものを含む。）

を受けている者を除く。 

(1) 大学（別科を除く。）に在学する者 

(2) 高等専門学校に在学する者（第４年次

及び第５年次並びに専攻科に在学する者

に限る。） 

(3) 専修学校（修業年限が２年以上の学科
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に限る。）の専門課程に在学する者 

（奨学金の額） （奨学金の額） 

第４条 奨学金の月額は、４万５，０００円

以内で市長が定める額とする。 

第４条 奨学金の月額は、別表の左欄に掲げ

る区分に応じ、同表の右欄に定める額とす

る。 

（貸与の方法） （貸与の方法） 

第５条 奨学金は、次条第２項の規定による

貸与の決定において定められる月から当該

奨学金の貸与を受けようとする者が在学し

ている大学、高等専門学校又は専修学校（以

下「大学等」という。）の正規の修業期間

を修了する月まで、市長が定めるところに

より、貸与するものとする。 

第５条 奨学金は、次条第２項の規定による

貸与の決定において定められる月から当該

奨学金の貸与を受けようとする者が在学し

ている高等学校、大学、高等専門学校又は

専修学校（以下「高校等」という。）の正

規の修業期間を修了する月まで、市長が定

めるところにより、貸与するものとする。 

（償還の猶予） （償還の猶予） 

第１０条 市長は、奨学金の貸与を受けてい

た者が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、奨学金の償還を猶予することができ

る。 

第１０条 市長は、奨学金の貸与を受けてい

た者が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、奨学金の償還を猶予することができ

る。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 奨学金の貸与に係る大学等に在学して

いるとき。 

(4) 奨学金の貸与に係る高校等に在学して

いるとき。 

(5) （略） (5) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

附 則 附 則 

３ （略） ３ （略） 

（貸与の要件等に関する経過措置） 

４ 旧佐久間地域自治区（浜松市区及び地域

自治区の設置等に関する条例の一部を改正

する条例（平成２１年浜松市条例第４８号）

第２条の規定による改正前の浜松市区及び

地域自治区の設置等に関する条例（平成

１８年浜松市条例第７８号）第１６条第１
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項第３号ウに規定する佐久間地域自治区を

いう。）、旧水窪地域自治区（同号エに規

定する水窪地域自治区をいう。）若しくは

旧龍山地域自治区（同号オに規定する龍山

地域自治区をいう。）の区域内に住所を有

する者の子又はこれらに準じる者として市

長が定める者であって、通学時間、交通機

関の状況等から、当該者の生計を主として

維持する者と別居して高等学校（法第１条

に規定する高等学校をいい、専攻科及び別

科を除く。）又は高等専門学校（専攻科を

除く。）に通学することがやむを得ないと

市長が認めるものに対するこの条例の規定

の適用については、当分の間、次の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第3条 市内に住所を有

する者の子又は

これに準じる者

として市長が定

める者のうち、次

の各号のいずれ

かに該当するも

の 

附則第4項に規

定する市長が認

める者 

第4条 4万5,000円 3万円（高等専門

学校の第4年次

及び第5年次に

在学する者にあ

っ て は 、 4 万

5,000円） 

第5条 大学、高等専門学

校又は専修学校

（以下「大学等」

という。） 

高等学校又は高

等専門学校 

第 7条 第 1

項第4号及

び第8条第

1項第6号 

第3条 附則第4項の規

定により読み替

えて適用される

第3条 

第10条第1

項第4号 

大学等 高等学校又は高

等専門学校 

 別表（第３条・第４条関係） 
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次に掲げる高校等に在学する者 

(1) 高等学校（修業年限が2年以上

の専攻科に限る。）  

(2) 大学（別科を除く。） 

(3) 高等専門学校（第4学年及び第5

学年並びに専攻科に限る。） 

(4) 専修学校（修業年限が2年以上

の専門課程に限る。） 

4万5,000

円以内で

市長が定

める額 

次に掲げる高校等に在学する者

のうち、通学時間、交通機関の状況

等から、当該者の生計を主として維

持する者と別居して通学すること

がやむを得ないと市長が認めるも

の 

(1) 高等学校（専攻科及び別科を除

く。） 

(2) 高等専門学校（第4学年及び第5

学年並びに専攻科を除く。） 

(3) 専修学校（修業年限が3年以上

の高等課程に限る。） 

3万円以

内で市長

が定める

額 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日の前日までに改正前の浜松市奨学金貸与条例の規定により奨学金

の貸与を受けている者又は償還を行っている者に係る奨学金の貸与及び償還については、

なお従前の例による。 
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第  139 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

浜松市適正な再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例の制定につい

て 

浜松市適正な再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市適正な再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、地域と調和した適正な再生可能エネルギーの導入等の促進を図るこ

とにより、エネルギー自給率の向上及び脱炭素化社会の実現に資するとともに、災害の

発生の防止並びに自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 再生可能エネルギー エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び

化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成２１年法律第７２号）第

２条第３項に規定する再生可能エネルギー源を利用したエネルギーをいう。 

(2) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備（電気事業法（昭

和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物（送電に係る

ものに限る。）を除く。）をいう。 

(3) 風力発電施設 風力を電気に変換する設備及びその附属設備（電気事業法第２条第

１項第１８号に規定する電気工作物（送電に係るものに限る。）を除く。）をいう。 

(4) 再生可能エネルギーの導入等 次に掲げる行為をいう。 

  ア 太陽光発電施設、風力発電施設その他の再生可能エネルギーを発生させるために

必要な設備（以下「再エネ施設」という。）を導入すること。 

イ 再生可能エネルギーを効率的又は自立的に利用するための設備を導入すること。 

ウ 再エネ施設により発生させた再生可能エネルギーを利用すること。 

エ エネルギーの供給を受ける契約の相手方を選定することができる場合において、

当該エネルギーに占める再生可能エネルギーの割合が高いエネルギーを利用するこ

と。 

(5) 特定施設 発電出力が２０キロワット以上の太陽光発電施設（建築物（建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。）の屋根、壁面

又は屋上のいずれかに設置するものを除く。）及び発電出力が１００キロワット以上の

風力発電施設をいう。 

(6) 特定事業 次に掲げる事業をいう。 

ア 特定施設の設置（設置に伴う木竹の伐採、切土、盛土その他の造成工事を含む。

以下同じ。）に関する事業 

イ 特定施設の維持管理に関する事業 

ウ 特定施設の廃止（特定施設からの電気の供給を終了することをいい、特定施設の
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撤去その他の特定施設の廃止に伴って必要となる措置を含む。以下同じ。）に関する

事業 

(7) 市民 市内に居住する者及び市内に土地又は建物を所有する者をいう。 

(8) 特定事業者 市内において特定事業を実施する者（国及び地方公共団体を除く。）を

いう。 

 （市の責務） 

第３条 市は、適正な再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 

２ 市は、教育活動、広報活動等により、再生可能エネルギーの導入等に関する市民の理

解を深めるよう努めるものとする。 

３ 市は、エネルギーの利用に当たっては、再生可能エネルギーの利用に努めるものとす

る。 

 （特定事業者の責務） 

第４条 特定事業者は、特定事業の実施に当たっては、関係法令を遵守し、かつ、災害の

発生の防止並びに自然環境及び生活環境の保全のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 特定事業者は、市が実施する適正な再生可能エネルギーの導入等の促進に関する施策

（以下「再エネ施策」という。）に協力するよう努めるものとする。 

 （土地の所有者等の責務） 

第５条 土地の所有者及びこれについて使用することができる権原を有する者は、災害の

発生を助長し、又は自然環境若しくは生活環境を著しく害するおそれがある特定事業者

に対し、当該土地を使用させないよう努めるものとする。 

 （市民及び事業者の協力） 

第６条 市民及び事業者（市内に事務所又は事業所を有する者に限る。以下同じ。）は、適

正な再生可能エネルギーの導入等に努めるものとする。 

２ 市民及び事業者は、再エネ施策に協力するよう努めるものとする。 

 （特定施設の設置に関する事業の開始等の届出） 

第７条 特定事業者は、特定施設の設置に関する事業を開始しようとするときは、規則で

定めるところにより、次に掲げる行為をしようとするときまでに、特定施設の設置に関

する事業の計画（以下「事業計画」という。）の内容その他の規則で定める事項を市長に

届け出なければならない。 

 (1) 農地法（昭和２７年法律第２２９号）、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）、

浜松市環境影響評価条例（平成２８年浜松市条例第４８号）その他当該特定施設の設

置に係る法令又は条例に基づく許可等の申請又は届出 
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 (2) 前号に掲げる行為を要しない特定施設の設置に関する事業にあっては、当該特定施

設の設置に関する事業に係る工事の着手 

２ 特定事業者は、前項の規定により届け出た事項（規則で定める事項に限る。）に変更が

あったときは、規則で定めるところにより、当該変更後の特定施設の設置に関する事業

に係る工事の着手前に、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 特定事業者は、前２項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する事業をその完

了前に廃止したときは、規則で定めるところにより、当該廃止の日の翌日から起算して

３０日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

 （近隣関係者への周知） 

第８条 特定事業者は、特定施設の設置に関する事業を開始しようとするときは、前条第

１項各号に掲げる行為をしようとするときまでに、次に掲げる者に対し、事業計画の内

容について説明会の開催その他の方法により周知を図らなければならない。 

(1) 特定事業の用に供する土地に隣接する土地及び当該土地に存する建物の所有者及び

これらについて使用することができる権原を有する者 

(2) 風力発電施設の設置にあっては、特定事業の用に供する土地を含む町又は字の区域

その他一定の区域に係る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１

項に規定する地縁による団体及びその連合体のうち市長が別に定めるもの 

２ 特定事業者は、前項の周知を行うに当たっては、当該事業計画の内容について理解が

得られるよう努めなければならない。 

 （特定施設の設置に関する事業の完了の届出） 

第９条 特定事業者は、特定施設の設置に関する事業が完了したときは、規則で定めると

ころにより、当該完了の日の翌日から起算して３０日以内に、その旨を市長に届け出な

ければならない。 

 （特定施設の維持管理に関する事業の開始の届出） 

第１０条 特定事業者は、特定施設の維持管理に関する事業を開始しようとするときは、

規則で定めるところにより、当該特定施設の維持管理に関する事業の開始前に、その旨

を市長に届け出なければならない。 

２ 特定事業者は、前項の規定により届け出た事項（規則で定める事項に限る。）に変更が

あったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければな

らない。 

 （特定施設の廃止に関する事業の開始の届出） 

第１１条 特定事業者は、特定施設の廃止に関する事業を開始したときは、規則で定める

ところにより、当該開始の日の翌日から起算して３０日以内に、その旨を市長に届け出

なければならない。 
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 （特定施設の廃止に関する事業の完了の届出） 

第１２条 特定事業者は、特定施設の廃止に関する事業が完了したときは、規則で定める

ところにより、当該完了の日の翌日から起算して３０日以内に、その旨を市長に届け出

なければならない。 

（報告の徴収等） 

第１３条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、特定事業者及び特定事業者で

あった者（以下「特定事業者等」という。）に対し、特定事業に関し、必要な報告又は資

料の提出を求めることができる。 

 （指導及び助言） 

第１４条 市長は、災害の発生の防止又は自然環境若しくは生活環境の保全を図るために

必要があると認めるときは、特定事業者等に対し、必要な措置をとることを指導し、又

は助言することができる。 

 （勧告） 

第１５条 市長は、特定事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該

特定事業者等に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講じるよう勧告することがで

きる。 

(1) 第７条又は第９条から第１２条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし

たとき。 

(2) 第８条第１項の規定による周知を行わないとき。 

(3) 第１３条の規定による報告若しくは提出をせず、又は虚偽の報告若しくは提出をし

たとき。 

(4) その特定事業によって、災害が発生し、又は自然環境若しくは生活環境が著しく害

されるおそれがあるとき。 

 （命令） 

第１６条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わな

いときは、当該者に対し、期限を定めて当該勧告に従うよう命じることができる。 

 （公表） 

第１７条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に従わな

いときは、その旨及び次に掲げる事項を公表することができる。 

 (1) 当該命令を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地） 

 (2) 当該命令に係る特定事業の用に供する土地の地番 

 (3) 当該命令の内容及びこれに対する当該命令を受けた者の対応の内容 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表の対象と
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なる者にその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により公表の対象となる者が弁明をしたときは、第１項の規定に

よる公表の際、当該弁明の内容を併せて公表しなければならない。 

 （委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに第７条第１項各号に掲げ

る行為がされた特定施設の設置に関する事業に係る特定施設については、第７条、第８

条及び第１５条（第１号（第７条に係るものに限る。）及び第２号に限る。）の規定は、

適用しない。

３ 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに完了した特定施設の設置に関する事業

に係る特定施設については、第７条から第９条まで及び第１５条（第１号（第７条及び

第９条に係るものに限る。）及び第２号に限る。）の規定は、適用しない。

４ 前２項の規定にかかわらず、施行日の前日までに開始された特定施設の維持管理に関

する事業に係る特定施設については、第７条から第１０条まで及び第１５条（第１号（第

７条、第９条及び第１０条に係るものに限る。）及び第２号に限る。）の規定は、適用し

ない。

５ 前３項の規定にかかわらず、施行日の前日までに開始された特定施設の廃止に関する

事業に係る特定施設については、第７条から第１１条まで及び第１５条（第１号（第７

条及び第９条から第１１条までに係るものに限る。）及び第２号に限る。）の規定は、適

用しない。

６ 附則第２項から前項までの規定にかかわらず、施行日の前日までに完了した特定施設

の廃止に関する事業に係る特定施設については、この条例の規定は、適用しない。
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第  140 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

当せん金付証票の発売について

 令和２年度における当せん金付証票の発売に関し、次のように定めることについて、  

当せん金付証票法（昭和２３年法律第１４４号）第４条第１項の規定により議決を求める。

浜松市長  鈴  木  康  友 

 令和２年度当せん金付証票発売の限度額は、６８億円とする。
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第  141 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

浜松市立小中学校空調設備整備事業に関する契約締結について

 浜松市立小中学校空調設備整備事業に関する契約締結について、民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定

により、議会の議決を求める。

浜松市長  鈴  木  康  友

１ 契約の内容   浜松市立小中学校空調設備の設計・施工及び維持管理業務

２ 契約の種類   ＷＴＯ一般競争入札（総合評価落札方式）

３ 契約の相手方  所在地  浜松市中区池町２２０番地の４

名 称  浜松学校空調株式会社

               代表取締役 加藤 晶史

４ 契約の期間   事業契約締結の日から令和１５年３月３１日まで

５ 契約金額    ５，２２５，０００，０００円
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第  142 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市細江総合体育センター 

         浜松市細江総合グラウンド 

         浜松市引佐総合体育館 

         浜松市奥山体育センター 

         浜松市引佐運動広場 

         引佐総合公園 

２ 指定管理者  所在地 浜松市東区和田町７０８番地の１ 

名 称 東海ビル管理株式会社 

    代表取締役 髙橋 一博 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  143 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市福祉交流センター 

２ 指定管理者  所在地  浜松市中区成子町１４０番地の８ 

名 称  社会福祉法人浜松市社会福祉協議会グループ 

代表者 浜松市中区成子町１４０番地の８ 

                  社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

     会長 山口 智之 

              構成員 浜松市中区田町３２４番地の３ 

                  東海美装興業株式会社 

代表取締役 菅原 英継 

              構成員 浜松市中区中島一丁目３５番１６号 

株式会社ステージ・ループ 

代表取締役 天野 賢次 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 
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第  144 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市浜北障害者生活介護施設光の園 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区成子町１４０番地の８ 

名 称 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

 会長 山口 智之 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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第  145 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市ふれあい交流センターいたや 

       浜松市ふれあい交流センター萩原 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区成子町１４０番地の８ 

名 称 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

             会長 山口 智之 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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第  146 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市ふれあい交流センター竜西 

         浜松市ふれあい交流センター浜北 

         浜松市浜北社会福祉会館 

２ 指定管理者  所在地 浜松市東区丸塚町１６９番地 

名 称 株式会社ヤタロー 

             代表取締役 中村 伸宏 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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第  147 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市ふれあい交流センター湖東 

       浜松市ふれあい交流センター湖南 

         浜松市ふれあい交流センター陽だまり 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区成子町１４０番地の８ 

名 称 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

             会長 山口 智之 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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第  148 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市ふれあい交流センター青龍 

       浜松市ふれあい交流センター江之島 

       浜松市ふれあい交流センター可美 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区成子町１４０番地の８ 

名 称 社会福祉法人浜松市社会福祉協議会 

             会長 山口 智之 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 
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第  149 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市立勤労青少年ホーム 

２ 指定管理者  所在地 浜松市東区和田町７０８番地の１

名 称 東海ビル管理株式会社 

 代表取締役 髙橋 一博

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  150 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市浜松斎場 

浜松市浜北斎場 

浜松市雄踏斎場 

２ 指定管理者  所在地 浜松市東区和田町７０８番地の１ 

名 称 浜松・浜北・雄踏斎場サークルライン 

             代表者 浜松市東区和田町７０８番地の１ 

                 東海ビル管理株式会社 

                 代表取締役 髙橋 一博 

             構成員 富山県富山市奥田新町１２番３号 

                 株式会社宮本工業所 

                 代表取締役 宮本 芳樹 

             構成員 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 

                 富士建設工業株式会社 

                 代表取締役 鳴海 利彦 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  151 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市総合産業展示館 

２ 指定管理者  所在地 浜松市東区丸塚町１６９番地 

名 称 ヤタロー・共同グループ 

             代表者 浜松市東区丸塚町１６９番地 

                 株式会社ヤタロー 

 代表取締役 中村 伸宏 

             構成員 浜松市東区子安町３１５番地の１３ 

                 株式会社共同  

代表取締役社長 有賀 公哉 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 
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第  152 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市ギャラリーモール 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区千歳町９１番地の１ 

名 称 浜松まちなかマネジメント株式会社 

代表取締役 村松 修 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  153 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市観光バス公共駐車場 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

名 称 遠鉄アシスト株式会社 

    代表取締役 河野 延之 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  154 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市渚園 

浜松市渚園駐車場 

２ 指定管理者  所在地 浜松市東区和田町７０８番地の１ 

名 称 東海ビル管理株式会社 

    代表取締役 髙橋 一博 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  155 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松まつり会館 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

名 称 遠鉄アシスト株式会社 

    代表取締役 河野 延之 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  156 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市気賀関所 

         奥浜名湖田園空間博物館総合案内所 

２ 指定管理者  所在地 浜松市東区丸塚町１６９番地 

名 称 株式会社ヤタロー 

    代表取締役 中村 伸宏 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  157 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市浜北温泉施設あらたまの湯 

２ 指定管理者  所在地 浜松市浜北区新堀７０番地の６ 

名 称 浜名梱包輸送株式会社 

代表取締役 鈴木 猛 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  158 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

   指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市フルーツパーク

２ 指定管理者  所在地 静岡県御殿場市神山７１９番地

         名 称 株式会社時之栖

             代表取締役 庄司 清和

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで
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第  159 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  都田総合公園 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区上島三丁目２７番１２号 

         名 称 一般財団法人浜松公園緑地協会 

             理事長 右﨑 正敏 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  160 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松城公園 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

名 称 浜松城公園パークマネジメント共同事業体 

代表者 浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

                  遠鉄アシスト株式会社 

                  代表取締役 河野 延之 

              構成員 浜松市中区上島三丁目２７番１２号 

                  一般財団法人浜松公園緑地協会 

                  理事長 右﨑 正敏 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  161 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  和地山公園 

         高丘公園 

         船越公園 

         相生公園 

         浜松市高丘緑地 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区常盤町１３２番地の１８ 

名 称 ビル保善・公園緑地協会グループ 

代表者 浜松市中区常盤町１３２番地の１８ 

                 中部ビル保善株式会社 

                 代表取締役 山本 一衛 

             構成員 浜松市中区上島三丁目２７番１２号 

                 一般財団法人浜松公園緑地協会 

                 理事長 右﨑 正敏 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  162 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  安間川公園 

         ゆたか緑地 

         ゆたか第２緑地 

２ 指定管理者  所在地 浜松市東区和田町７０８番地の１ 

         名 称 東海ビル管理株式会社 

             代表取締役 髙橋 一博 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  163 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  佐鳴湖公園 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区上島三丁目２７番１２号 

名 称 さなるの森パートナーズ 

代表者 浜松市中区上島三丁目２７番１２号 

                 一般財団法人浜松公園緑地協会 

                 理事長 右﨑 正敏 

             構成員 浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

                 遠鉄アシスト株式会社 

                 代表取締役 河野 延之 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  164 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市かわな野外活動センター 

２ 指定管理者  所在地 浜松市東区和田町８０８番地の１ 

名 称 公益財団法人浜松市体育協会 

    会長 岸田 勝彦 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

-139-



-140-

.



第  165 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市立中央図書館駅前分室 

２ 指定管理者  所在地 東京都文京区大塚三丁目１番１号 

名 称 ＴＲＣ・遠鉄アシスト共同事業体 

代表者 東京都文京区大塚三丁目１番１号 

株式会社図書館流通センター 

代表取締役 細川 博史 

構成員 浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

遠鉄アシスト株式会社 

代表取締役 河野 延之 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  166 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市立城北図書館 

２ 指定管理者  所在地 東京都文京区大塚三丁目１番１号 

名 称 ＴＲＣ・遠鉄アシスト共同事業体 

代表者 東京都文京区大塚三丁目１番１号 

株式会社図書館流通センター 

代表取締役 細川 博史 

構成員 浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

遠鉄アシスト株式会社 

代表取締役 河野 延之 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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第  167 号 議  案   

令和元年11月22日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  浜松市立流通元町図書館 

２ 指定管理者  所在地 東京都文京区大塚三丁目１番１号 

名 称 ＴＲＣ・遠鉄アシスト共同事業体 

代表者 東京都文京区大塚三丁目１番１号 

株式会社図書館流通センター 

代表取締役 細川 博史 

構成員 浜松市中区鍛冶町３１９番地の２８ 

遠鉄アシスト株式会社 

代表取締役 河野 延之 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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報   第  23  号   

令和元年11月22日提出 

   専決処分の報告  

 地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項に基づき、次のとおり道路瑕疵、

交通事故、物損事故にかかる和解及び損害賠償の額並びに市営住宅等明渡し請求事件にかかる 

訴えの提起について専決処分したから報告する。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

道路瑕疵 

専  決 和解及び損害 

賠 償 の 額 

相 手 方 の 

住所・氏名 

事故発生 

年 月 日 

事故発生場所 

及び事故の内容 番号 年 月 日 

35 令和元年 

 9月11日 

和 解 

106,204円

浜松市中区 

浅田町 

Ａ氏

平成31年 

4月11日 

浜松市中区 

砂山町367番地の1

地先 

人身事故 

事故の状況  午後 3時 00 分頃、相手方が市道砂山 17号線を歩行中、歩道上にある集水

桝の附属フックが変形し、道路面より飛び出ていた部分につまずき、顔及び

右胸部に打撲を負った人身事故である。 

負 担 割 合  浜松市 50％ 相手方 50％ 

対 策  令和元年7月 補修工事完了。 
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専  決 和解及び損害 

賠 償 の 額 

相 手 方 の 

住所・氏名 

事故発生 

年 月 日 

事故発生場所 

及び事故の内容 番号 年 月 日 

36 令和元年 

 9月11日 

和 解 

99,144円

磐田市 

豊岡 6060 番地 

伊藤螺子有限会社 

代表取締役 

伊藤 公一

令和元年 

6月20日 

浜松市東区 

白鳥町101番地の2

地先 

物損事故

事故の状況  午後 2時 00 分頃、相手方車両が店舗駐車場から県道磐田細江線に出よう

と道路側溝に乗った際、側溝蓋が掛かる側溝本体の蓋受け部分の破損に伴い

コンクリート蓋が沈み込んだことにより、フロントバンパーを損傷した物損

事故である。 

負 担 割 合  浜松市 100％ 

対   策  令和元年 6月 補修工事完了。 

37 令和元年 

 9月30日 

和 解 

269,696円

東京都港区 

虎ノ門三丁目 

Ｂ氏

平成30年 

9月1日 

浜松市中区 

下池川町16番25号

地先 

人身・物損事故 

事故の状況  午前 11時 55分頃、相手方が市道植松和地線の買収済み用地を歩行中、集

水桝に乗った際に蓋がずれ、転落したことにより足に裂傷を負い履いてい

た靴を破損した人身及び物損事故である。 

負 担 割 合  浜松市 100％ 

対 策  平成 30 年 9 月 バリケード設置。 

-148-



交通事故 

専  決 和解及び損害 

賠償の額 

相 手 方 の 

住所・氏名 

事故発生 

年月日 

事故発生場所 

及び事故の内容 番号 年 月 日 

38 令和元年 

 9月11日 

和 解 

631,700円

浜松市東区 

天王町141番地 

ユニヴァーサル商事

株式会社 

取締役社長  

日内地 玄造

平成31年 

4月20日 

浜松市西区 

舞阪町舞阪表浜駐

車場入口 

交通事故（物損） 

事故の状況  午後1時50分頃、消防車にて表浜駐車場に進入する際、消防車運転席側の

車両中央上部と駐車場料金徴収機の庇が接触した物損事故である。 

過 失 割 合  浜松市100％ 

対   策  事故を起こした職員に厳重注意を行うとともに、全職員へ再発防止を徹

底するよう注意喚起を行った。また、浜松市公用車「車中八策」を再確認

し、安全確認の徹底、類似事例の検証を行うとともに、管轄内道路状況を

再確認し危険マップを作成することで事故防止と交通安全意識の高揚を図

った。 

39 令和元年 

 9月11日 

和 解 

437,822円

浜松市天竜区  

山東 

Ｃ氏

令和元年 

5月8日 

浜松市天竜区 

佐久間町大井205番

地の10地先 

交通事故（物損） 

事故の状況  午前9時17分頃、ごみ収集塵芥車が国道152号から市道佐久間大滝線に

右折した際、対向車線を南進してきた相手方オートバイがごみ収集塵芥車

の左後方側面に衝突した物損事故である。 

過 失 割 合  浜松市85％ 相手方15％ 

対   策  事故を起こした職員に厳重注意を行うとともに、課員に対して、再発防止

のため、同乗者による前方確認など安全運転の徹底を図った。
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専  決 和解及び損害 

賠 償 の 額 

相 手 方 の 

住所・氏名 

事故発生 

年 月 日 

事故発生場所 

及び事故の内容 番号 年 月 日 

40 令和元年 

10月7日 

和 解 

27,000円

和 解 

27,000円

浜松市東区  

中野町 

Ｄ氏

浜松市東区    

中野町 

Ｅ氏

令和元年 

6月14日 

浜松市東区 

中野町534番地の4 

地先 

交通事故（物損） 

事故の状況  午前9時50分頃、連絡ごみ回収のため塵芥車にて中野町内を徐行中、

進行方向先交差点の右側から車体先端部を出してきた車両に驚き、反射

的にハンドルを左に切ったところ、助手席側後輪が、相手方民家の境界

ブロック塀に接触した物損事故である。 

過 失 割 合  浜松市100％  

対   策  事故を起こした職員に厳重注意を行うとともに、所員への再発防止の

ため、注意喚起を行った。 
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専  決 和解及び損害 

賠 償 の 額 

相 手 方 の 

住所・氏名 

事故発生 

年 月 日 

事故発生場所 

及び事故の内容 番号 年 月 日 

41 令和元年 

10月11日 

和 解 

593,708円

和 解 

449,501円

和 解 

7,671,693円

和 解

518,248円

和 解 

675,204円

浜松市東区 

篠ケ瀬町653番地 

株式会社河原園芸 

代表取締役 

河原 貴久

菊川市堀之内 

Ｆ氏

浜松市中区 

蜆塚三丁目 

  Ｇ氏

浜松市中区 

蜆塚三丁目 

Ｈ氏

浜松市東区 

半田山一丁目 

Ｉ氏

平成29年 

 5月19日 

浜松市中区 

布橋三丁目14番1号

地先 

交通事故（人身・物

損） 

事故の状況  午後0時20分頃、公用車で市道植松和地線を西進中、市道泉倉松線と

のＴ字路交差点で停止しようとした際、ブレーキとアクセルを踏み間違

えて急加速したため、前方の車に衝突しないように回避行動をとった

が、さらに前方で停止していたＦ氏運転の車両（株式会社河原園芸所有）

に接触し、そのまま交差点内に侵入して、右折中のＧ氏運転の車両（Ｈ

氏所有）と衝突した。併せて、公用車の後部座席に同乗していたＩ氏に

も怪我を負わせた人身・物損事故である。 

過 失 割 合  浜松市100％ 

対   策  事故を起こした職員に対して、公用車の運転を禁止した。課内職員に

対しても、事故防止のため安全運転の意識を高めるよう指導し、事故の

再発防止に努めた。 
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物損事故 

専  決 和解及び損害 

賠 償 の 額 

相 手 方 の 

住所・氏名 

事故発生 

年 月 日 

事故発生場所 

及び事故の内容 番号 年 月 日 

42 令和元年 

 9月11日 

和 解 

73,980円

浜松市浜北区 

中条438番地の1 

中条自治会 

自治会長 

池沼 学

平成31年 

3月22日 

浜松市浜北区 

中条1076番地の1 

物損事故 

事故の状況  平成31年4月7日執行の統一地方選挙において、設置したポスター掲示板

が強風により倒壊した際、固定していた相手方のフェンスを破損した物損

事故である。 

43 令和元年 

  10月24日 

和 解 

153,360円

浜松市東区 

半田山三丁目30番1号 

浜松日体高等学校 

校長 

杉本 芳和

令和元年 

7月21日 

浜松市東区 

半田山三丁目30番

1号 

物損事故 

事故の状況  令和元年7月21日執行の第25回参議院議員通常選挙において、投票所とし

て浜松日体中・高等学校武道場を使用した際、片付け時に床面を損傷させ

た物損事故である。 
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市営住宅等明渡し請求事件 

専 決 
相手方の住所・氏名 家賃滞納額 駐車場使用料滞納額 

番号 年 月 日 

44 令和元年 

9月30日 

浜松市浜北区 

小林

Ｊ氏

浜松市浜北区 

小林

Ｋ氏

－ － 

請求内容 

下記物件の不法占有者に対し、明渡しを命ずる判決を求める。 

 物件 住戸及び物置の不法占有 

市営住宅下小林団地の1室及び物置 

車両による不法占有 

浜松市浜北区小林224番3の一部 

（駐車場の1区画、10,583.84㎡のうち11.5㎡） 

請求理由 

市営住宅の入居資格を有しない者（本件相手方）が市営住宅の一部を占有している

ため、市営住宅及び物置の明渡しを求めるとともに、当該者が市営住宅の駐車場を不

法に占有しているので、駐車場の明渡しを求める。 
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