令和２年
第１回市議会定 例会

議案第４ ２号

函館市水産 物地 方卸売市場 条例の一部改正について
函館市水産物地 方卸 売市場条例 の一部を改正する条例を次のよう に定
める。
令和２年２月 ２６ 日提出

函館市長

工

藤

壽

樹

函館市水産 物地 方卸売市場 条例の一部を改正する条例
函館市水産物地 方卸 売市場条例 （昭和６０年函館市条例第１号） の一
部を次のように改 正す る。
目次中「第６条 」を 「第６条の ２」に，「仲卸人」を「仲卸業者 」に，
「第７６条・」を 「第 ７５条の２ ～」に改める。
第１条中「およ び北 海道地方卸 売市場条例（昭和４６年北海道条 例第
５０号。以下「道 条例 」という。 ）」を削る。
第２条の見出し を「 （水産物地 方卸売市場の名称および位置）」 に改
め，同条中「，位 置お よび面積」 を「および位置」に，
「位置
面積
「位置

函館市豊 川町 ２７番６号
23,179.40平 方メートル 」

を

函館市豊 川町 ２７番６号 」に改める。

第４条中「食品 」を 「食料品等 （以下「水産物等」という。）」 に改
める。
第６条第２項中 「次 条」を「第 ７条」に改め，第１章中同条の次 に次
の１条を加える。
（市長の責務）
第６条の２

市長 は， 市場の業務 の運営に関し，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。第７５条の２におい て同
じ。）に対して 不当 に差別的な 取扱いをしてはならない。
第７条中「道条 例第 ５条の規定 により知事の許可」を「第８条の ２第

１項の規定により 市長 の承認」に ，「生鮮水産物およびその加工品 なら
びにその他生鮮水 産物 に関連する 食品（以下「取扱品目の部類に属 する
物品」と総称する 。） 」を「水産 物等」に改める。
第８条の次に次 の１ 条を加える 。
（卸売業務の承 認等 ）
第８条の２

卸売 の業 務を行おう とする者は，市長の承認を受けな けれ

ばならない。
２

前項の承認を 受け ようとする 者は，次に掲げる事項を記載した 承認
申請書に，規則 で定 める書類を 添付して市長に提出しなければな らな
い。
(1) 申請者の氏 名ま たは名称お よび住所
(2) 商号
(3) 法人である 場合 にあつては ，資本金または出資の額および役 員の
氏名

３

市長は，第１ 項の 承認の申請 が次の各号のいずれかに該当する とき
は，同項の承認 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 せられた者で，その刑の執行を終 わり，
またはその刑 の執 行を受ける ことがなくなつた日から起算して ２年
を経過しない もの であるとき 。
(3) 申請者が第 １３ 条の２第１ 項または第２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２年を経過しない者 であ
るとき。
(4) 申請者が卸 売の 業務を適確 に遂行するのに必要な知識および 経験
または資力信 用を 有しない者 であるとき。
(5) 申請者が仲 卸業 者または卸 売業者もしくは仲卸業者の常勤役 員も
しくは使用人 であ る者である とき。
(6) 申請者が法 人で あつて，そ の業務を執行する常勤役員のうち に第
１号から第３ 号ま でおよび前 号のいずれかに該当する者がある とき。
(7) 申請者（法 人で ある場合に あつては，その役員）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６号に規 定す る暴力団員 または同号に規定する暴力団員で なく
なつた日から ５年 を経過しな い者（以下これらを「暴力団員等 」と
いう。）であ ると き。
(8) 申請者が暴 力団 員等をその 業務に従事させているとき。
(9) 申請者がそ の業 務活動につ いて暴力団員等により支配を受け てい
るものである と認 められると き。
(10) その承認を する ことによつ て卸売業者の数が前条に定める数 を超
えることとな ると き。
第９条第１項中 「知 事から卸売 の業務の許可」を「前条第１項の 承認」
に改める。
第１３条の次に 次の ５条を加え る。
（卸売業務の承 認の 取消し）
第13条の２

市長 は， 卸売業者が 第８条の２第３項第１号，第２号 もし

くは第５号から 第９ 号までのい ずれかに該当することとなつたと き，
またはその業務 を適 確に遂行す ることができる資力信用を有しな くな
つたと認めると きは ，その承認 を取り消すものとする。
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，そ の承
認を取り消すこ とが できる。
(1) 正当な理由 がな いのに第８ 条の２第１項の承認を受けた日か ら起
算して１月以 内に 第９条第１ 項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由 がな いのに第８ 条の２第１項の承認を受けた日か ら起
算して１月以 内に その業務を 開始しないとき。
(3) 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) 正当な理由 がな いのにその 業務を遂行しないとき。
（卸売業者の事 業の 譲渡しおよ び譲受けならびに合併および分割 ）

第13条の３

卸売 業者 が事業（市 場における卸売の業務に係るもの に限

る。）の譲渡し をす る場合にお いて，譲渡人および譲受人が譲渡 しお
よび譲受けにつ いて 市長の承認 を受けたときは，譲受人は，卸売 業者
の地位を承継す る。

２

卸売業者たる 法人 の合併の場 合（卸売業者たる法人と卸売業者 でな
い法人が合併し て卸 売業者たる 法人が存続する場合を除く。）ま たは
分割の場合（市 場に おける卸売 の業務を承継させる場合に限る。 ）に
おいて，当該合 併ま たは分割に ついて市長の承認を受けたときは ，合
併後存続する法 人も しくは合併 により設立された法人または分割 によ
り当該業務を承 継し た法人は， 卸売業者の地位を承継する。

３

第１項または 前項 の承認を受 けようとする者は，次に掲げる事 項を
記載した承認申 請書 に，規則で 定める書類を添付して市長に提出 しな
ければならない 。
(1) 当事者の氏 名ま たは名称お よび住所
(2) 譲渡しおよ び譲 受け，合併 または分割の予定年月日
(3) 譲渡しおよ び譲 受け，合併 または分割を必要とする理由
(4) 合併後存続 する 法人もしく は合併により設立される法人また は分
割により市場 にお ける卸売の 業務を承継する法人の名称および 住所
(5) 合併または 分割 の方法およ び条件

４

第８条の２第 ３項 （第１０号 に係る部分を除く。）の規定は第 １項
の承認について ，同 条第３項（ 第６号から第９号までに係る部分 に限
る。）の規定は 第２ 項の承認に ついて準用する。この場合におい て，
同条第３項中「 第１ 項の承認の 申請」とあるのは「第１３条の３ 第１
項または第２項 の承 認の申請」 と，「同項の承認」とあるのは「 これ
らの承認」と， 「申 請者」とあ るのは「その申請に係る譲受人ま たは
合併後存続する 法人 もしくは合 併により設立される法人もしくは 分割
により市場にお ける 卸売の業務 を承継する法人」と読み替えるも のと
する。
（卸売業務の相 続）

第13条の４

卸売 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 議により当該卸売業者の市場にお ける
卸売の業務を承 継す べき相続人 を定めたときは，その者）が被相 続人
の行つていた市 場に おける卸売 の業務を引き続き営もうとすると きは，
市長の承認を受 けな ければなら ない。

２

前項の承認の 申請 は，被相続 人の死亡の日から起算して６０日 以内
にしなければな らな い。

３

相続人が前項 の承 認の申請を した場合においては，被相続人の 死亡
の日からその承 認が あつた旨ま たはその承認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８条の２第１項の承認 は，
その相続人に対 して したものと みなす。

４

第１項の承認 を受 けようとす る者は，次に掲げる事項を記載し た承
認申請書に，規 則で 定める書類 を添付して市長に提出しなければ なら
ない。
(1) 相続人の氏 名， 住所および 被相続人との続柄
(2) 被相続人の 氏名
(3) 相続開始の 日

５

第８条の２第 ３項 （第１号か ら第５号までおよび第７号から第 ９号
までに係る部分 に限 る。）の規 定は，第１項の承認について準用 する。
この場合におい て， 同条第３項 中「第１項の承認の申請」とある のは，
「第１３条の４ 第１ 項の承認の 申請」と読み替えるものとする。

６

第１項の承認 を受 けた者は， 卸売業者の地位を承継する。
（名称変更等の 届出 ）

第13条の５

卸売 業者 は，次の各 号のいずれかに該当するときは， 遅滞

なく，その旨を 市長 に届け出な ければならない。
(1) 卸売の業務 を開 始し，休止 し，または再開したとき。
(2) 氏名もしく は名 称または住 所を変更したとき。
(3) 法人である 場合 にあつては ，定款，資本金または出資の額お よび
役員を変更し たと き。
(4) 商号を変更 した とき。
(5) 卸売の業務 を廃 止したとき 。
２

卸売業者が死 亡ま たは解散し たときは，当該卸売業者の相続人 また
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 。
（事業報告書の 作成 等）

第13条の６

卸売 業者 は，事業年 度ごとに，法第１３条第５項第５ 号の

表の５の項（２ ）の 事業報告書 を作成し，法人である場合にあつ ては
総会の議事録を 添付 して，当該 事業年度経過後９０日以内（市長 が別
に定める場合に あつ ては，その 期限まで）に，市長に提出しなけ れば
ならない。
２

卸売業者は， 前項 の規定によ る提出の日から起算して１年間， 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 卸売 市場法施行 規則（昭和４６年農林省令第５２ 号）
第２１条第３項 で定 めるものが 記載された部分に限る。）の写し をそ
の主たる事務所 （法 人でない場 合にあつては，住所。次項におい て同
じ。）に備え置 かな ければなら ない。

３

卸売業者は， 前項 の事業報告 書の写しの閲覧の申出があつた場 合に
は，次に掲げる 正当 な理由があ る場合を除き，これをその主たる 事務
所において閲覧 させ なければな らない。
(1) 当該卸売業 者に 対し卸売の ための販売の委託または販売をす 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
(2) 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
(3) 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
第１４条第４項 各号 列記以外の 部分中「その承認」を「同項の承 認」

に改め，同項第１ 号中 「破産者で 復権を得ないもの」を「破産手続 開始
こ

の決定を受けて復 権を 得ない者」 に改め，同項第２号中「禁錮」を 「禁
錮」に改め，「ま たは 法の規定に 違反して罰金の刑に処せられた者 」を
削り，同項第４号 中「 仲卸人」を 「仲卸業者」に改める。
「第２節

仲卸 人」 を「第２節

仲卸業者」に改める。

第１８条の見出 しを 「（仲卸業 者の定義）」に改め，同条中「仲 卸人
とは」を「仲卸業 者と は」に，「 仲卸人売場」を「仲卸業者売場」 に，
「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「
水産物等」に改め る。
第１９条（見出 しを 含む。）中 「仲卸人」を「仲卸業者」に改め る。

第２０条第３項 第１ 号中「破産 者で復権を得ないもの」を「破産 手続
こ

開始の決定を受け て復 権を得ない 者」に改め，同項第２号中「禁錮 」を
「禁錮」に改め， 「ま たは法の規 定に違反して罰金の刑に処せられ た者」
を削り，同項第５ 号中 「仲卸人」 を「仲卸業者」に改め，同項第６ 号中
「第５号」を「前 号」 に改め，同 項第７号中「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６号に 規定
する暴力団員また は同 号に規定す る暴力団員でなくなつた日から５ 年を
経過しない者（以 下こ れらを「暴 力団員等」という。）」を「暴力 団員
等」に改め，同項 第１ ０号中「仲 卸人」を「仲卸業者」に改める。
第２１条および 第２ ２条第１項 中「仲卸人」を「仲卸業者」に改 める。
第２３条第１項 中「 仲卸人」を 「仲卸業者」に改め，同条第２項 各号
列記以外の部分中 「仲 卸人」を「 仲卸業者」に，「一に」を「いず れか
に」に改め，同項 第３ 号中「引続 き」を「引き続き」に改める。
第２４条の見出 しな らびに同条 第１項および第２項中「仲卸人」 を「
仲卸業者」に改め ，同 条第４項中 「第２０条第３項各号（第１０号 」を
「第２０条第３項 （第 １０号に係 る部分」に，「同条第３項第６号 から
第９号まで」を「同条第３項（第６号から第９号までに係る部分に限
る。）」に，「申 請」 と，」を「 申請」と，「同項の承認」とある のは
「これらの承認」 と， 」に改める 。
第２５条第１項 中「 仲卸人」を 「仲卸業者」に，「引続き」を「 引き
続き」に改め，同 条第 ５項中「第 ２０条第３項第１号」を「第２０ 条第
３項（第１号」に ，「 第９号まで 」を「第９号までに係る部分に限 る。)」
に改め，同条第６ 項中 「仲卸人」 を「仲卸業者」に改める。
第２６条第１項 各号 列記以外の 部分および第２項ならびに第２７ 条第
１項中「仲卸人」 を「 仲卸業者」 に改める。
第２９条第３項 第１ 号中「破産 者で復権を得ないもの」を「破産 手続
開始の決定を受け て復 権を得ない 者」に改め，同項第３号中「仲卸 人」
を「仲卸業者」に 改め る。
第３１条の２第 １項 中「仲卸人 」を「仲卸業者」に，「取扱品目 の部
類に属する物品」 を「 水産物等」 に改める。

第３５条第１項 第１ 号中「破産 者で復権を得ないもの」を「破産 手続
こ

開始の決定を受け て復 権を得ない 者」に改め，同項第２号中「禁錮 」を
「禁錮」に改め， 「ま たは法の規 定に違反して罰金の刑に処せられ た者」
を削る。
第４２条の２第 ２項 第２号およ び第３号エ中「仲卸人」を「仲卸 業者」
に改め，同条を第 ４２ 条の３とし ，第４２条の次に次の１条を加え る。
（売買取引の条 件の 公表）
第42条の２

卸売 業者 は，次に掲 げる事項を卸売場または主たる事 務所

（法人でない場 合に あつては， 住所。以下同じ。）の見やすい場 所へ
の掲示その他の 適切 な方法によ り公表しなければならない。
(1) 営業日およ び営 業時間
(2) 取扱品目
(3) 水産物等の 引渡 しの方法
(4) 委託手数料 その 他の水産物 等の卸売に関し出荷者または買受 人が
負担する費用 の種 類，内容お よびその額
(5) 水産物等の 卸売 に係る販売 代金の支払期日および支払方法
(6) 奨励金（第 ６４ 条第１項に 規定する出荷奨励金および第６７ 条第
１項に規定す る完 納奨励金を いう。第５９条第３項および第５ ９条
の２第３項に おい て同じ。） の内容およびその額（その交付の 基準
を含む。）
第４８条第１項 中「 仲卸人」を 「仲卸業者」に改め，同条第２項 中「
その許可に係る取 扱品 目の部類に 属する物品」を「水産物等」に改 める。
第４９条第１項 各号 列記以外の 部分中「仲卸人」を「仲卸業者」 に改
め，同項第１号中 「， 仲卸人」を 「，市長が市場の仲卸業者」に改 め，
「ならない」の後 ろに 「と認めて 承認した」を加え，同号アおよび イ中
「仲卸人」を「仲 卸業 者」に改め ，同号ウ中「取扱品目の部類に属 する
物品」を「水産物 等」 に改め，同 項第２号および第３号中「取扱品 目の
部類に属する物品 」を 「水産物等 」に改め，同条第２項を次のよう に改
める。
２

前項第１号の 規定 による承認 を受けた卸売業者は，その承認に 係る

物品の卸売をし たと きは，毎月 末日までにその旨を市長に届け出 なけ
ればならない。
第４９条の次に 次の １条を加え る。
（市場外にある 物品 の卸売の禁 止）
第49条の２

卸売 業者 は，市場に おける卸売の業務については，そ の者

が第８条の２第 １項 の承認を受 けて卸売の業務を行う市場内にあ 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。
(1) 市長が指定 する 場所にある 物品の卸売をするとき。
(2) 市長が，卸 売業 者が申請し た場所にある物品の卸売をするこ とま
たは電子情報 処理 組織を使用 する取引方法その他の情報通信の 技術
を利用する取 引方 法により物 品の卸売をすることについて，当 該市
場における効 率的 な売買取引 のために必要であり，かつ，取引 の秩
序を乱すおそ れが ないと認め て承認したとき。
２

前項第２号の 規定 による承認 を受けた卸売業者は，その承認に 係る
物品の卸売をし たと きは，毎月 末日までにその旨を市長に届け出 なけ
ればならない。
第５０条中「道 条例 第５条の許 可に係る取扱品目の部類に属する 物品」

を「水産物等」に 改め る。
第５１条中「道 条例 第５条の許 可に係る取扱品目の部類に属する 物品」
を「水産物等」に ，「 仲卸人」を 「仲卸業者」に改める。
第５５条の見出 しを 「（卸売物 品の仲卸業者等の明示および引取 り）」
に改め，同条第１ 項中 「仲卸人ま たは」を「仲卸業者または」に， 「仲
卸人等」を「仲卸 業者 等」に改め ，同条第２項および第３項中「仲 卸人
等」を「仲卸業者 等」 に改め，同 条第４項中「その１００分の８に 相当
する金額」を「消 費税 および地方 消費税に相当する額」に，「仲卸 人等」
を「仲卸業者等」 に改 める。
第５６条の見出 しを 「（仲卸業 者の業務の規制）」に改め，同条 第１
項中「仲卸人」を 「仲 卸業者」に ，「取扱品目の部類に属する物品 」を
「水産物等」に改 め， 同条第２項 各号列記以外の部分中「仲卸人」 を「

仲卸業者」に，「 取扱 品目の部類 に属する物品」を「水産物等」に 改め，
同項第１号中「仲 卸人 」を「仲卸 業者」に改め，同項第２号中「取 扱品
目の部類に属する 物品 」を「水産 物等」に改め，同項第３号中「仲 卸人」
を「仲卸業者」に ，「 取扱品目の 部類に属する物品」を「水産物等 」に
改め，同条第４項 中「 仲卸人」を 「仲卸業者」に改める。
第５７条第２項 各号 列記以外の 部分中「仲卸人」を「仲卸業者」 に改
め，同項第２号中 「そ の１００分 の８に相当する金額」を「消費税 およ
び地方消費税に相 当す る額」に， 「および第３項」を「，第２項お よび
第４項」に改める 。
第５９条第３項 を次 のように改 める。
３

卸売業者は， 毎月 ７日までに ，次に掲げる事項を市長に報告し なけ
ればならない。
(1) 前月中に卸 売を した物品の 市況ならびに卸売をした物品の数 量お
よび卸売金額 （せ り売，入札 または相対取引に係る金額に消費 税お
よび地方消費 税に 相当する額 を加えた金額をいう。別表第２に おい
て同じ。）
(2) 前月の委託 手数 料の種類ご との受領額および前月の奨励金の 種類
ごとの交付額 （第 ４２条の２ の規定によりその条件を公表した 委託
手数料および 奨励 金に係るも のに限る。）
第５９条の次に 次の １条を加え る。
（卸売業者によ る卸 売予定数量 等の公表）

第59条の２

卸売 業者 は，毎開場 日，規則で定める時刻までに，当 日卸

売を予定する物 品に ついて，主 要な品目ごとの数量および主要な 産地
を卸売場または 主た る事務所の 見やすい場所への掲示その他の適 切な
方法により公表 しな ければなら ない。
２

卸売業者は， 毎開 場日，規則 で定める時刻までに，次に掲げる 事項
を卸売場または 主た る事務所の 見やすい場所への掲示その他の適 切な
方法により公表 しな ければなら ない。
(1) 当日卸売を した 物品の売買 取引の方法ごとの卸売の数量およ び卸
売価格

(2) 前開場日に 卸売 された主要 な品目の数量およびその卸売価格
３

卸売業者は， 毎月 ７日までに ，前月の委託手数料の種類ごとの 受領
額および前月の 奨励 金の種類ご との交付額（第４２条の２の規定 によ
りその条件を公 表し た委託手数 料および奨励金に係るものに限る 。）
を卸売場または 主た る事務所の 見やすい場所への掲示その他の適 切な
方法により公表 しな ければなら ない。
第６０条の見出 しを 「（市長に よる卸売予定数量等の公表）」に 改め，

同条第１項中「前 条第 １項」を「 第５９条第１項」に改め，同条第 ２項
中「前条第２項」 を「 第５９条第 ２項」に改める。
第６１条中「１ ００ 分の８に相 当する金額」を「消費税および地 方消
費税に相当する額 」に 改め，同条 に次の１項を加える。
２

卸売業者は， 売買 仕切金の送 付を，現金，手形，小切手，委託 者の
預貯金口座への 振込 み，卸売業 者の預貯金口座からの振替その他 の方
法により行うも のと する。
第６２条第２項 を削 り，同条第 ３項中「第１項」を「前項」に改 め，

同項を同条第２項 とす る。
第６５条第１項 中「 仲卸人等」 を「仲卸業者等」に改め，同条第 ３項
を削り，同条第２ 項各 号列記以外 の部分中「前項」を「第１項」に ，「
一に」を「いずれ かに 」に改め， 同項第１号中「仲卸人等」を「仲 卸業
者等」に改め，同 項第 ２号中「そ こない」を「損ない」に改め，同 項を
同条第３項とし， 同条 第１項の次 に次の１項を加える。
２

仲卸業者等は ，買 受代金の支 払を，現金，手形，小切手，卸売 業者
の預貯金口座へ の振 込み，仲卸 業者等の預貯金口座からの振替そ の他
の方法により行 うも のとする。
第６５条に次の １項 を加える。

４

仲卸業者から 物品 を買い受け た者は，買受代金の支払について ，当
該仲卸業者との 間で 約定した期 日および方法を遵守するものとす る。
第６６条中「そ の１ ００分の８ に相当する金額」を「消費税およ び地

方消費税に相当す る額 」に改める 。
第６７条第１項 中「 仲卸人等」 を「仲卸業者等」に改める。

第６７条の２第 １項 を次のよう に改める。
物品の品質管 理の 方法につい ては，規則で定める。
第６７条の２第 ２項 中「仲卸人 」を「仲卸業者」に改める。
第６７条の３第 ２号 中「仲卸人 売場」を「仲卸業者売場」に改め る。
第６８条第１項 およ び第６８条 の２第１項中「仲卸人」を「仲卸 業者」
に改める。
第７４条第２項 第１ 号中「掲げ る額」の後ろに「に１００分の１ １０
を乗じて得た額」 を加 える。
第６章中第７６ 条の 前に次の１ 条を加える。
（指導および助 言）
第75条の２

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，取 引参加者に対して，第３章および 第４
章に定める事項 に関 して必要な 指導および助言をすることができ る。
第７６条第１項 およ び第７７条 第２項中「仲卸人」を「仲卸業者 」に
改める。
第８０条中「市 長は 」の後ろに 「，第８条の２第１項，第１３条 の３
第１項もしくは第 ２項 ，第１３条 の４第１項」を，「ときは」の後 ろに
「，第８条の２第 ３項 第７号から 第９号まで（第１３条の３第４項 およ
び第１３条の４第 ５項 において準 用する場合を含む。），第１３条 の２
第１項」を加える 。
第８２条第３項 中「 おける」の 後ろに「第６条の２（指定管理者 が行
う許可，承認およ び指 定に係るも のに限る。），」を加える。
別表第１中「第 ４２ 条の２」を 「第４２条の３」に改める。
別表第２中「仲 卸人 売場」を「 仲卸業者売場」に改め，「卸売金 額」
および「販売金額 」の 後ろに「（ 消費税および地方消費税に相当す る額
を除く。）」を加 える 。
別表第３中「仲 卸人 売場」を「 仲卸業者売場」に改める。
附

則

（施行期日）
１

この条例は， 令和 ２年６月２ １日から施行する。

（経過措置）
２

この条例の施 行の 際現に卸売 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）第５８条第１項 の許
可を受けて卸売 の業 務を函館市 水産物地方卸売市場において行っ てい
る者は，改正後 の第 ８条の２第 １項の規定により市長の承認を受 けた
者とみなす。

３

前項の規定に より 改正後の第 ８条の２第１項の市長の承認を受 けた
者とみなされた もの については ，改正後の第９条および第１０条 の規
定は，適用しな い。

４

改正後の第７ ４条 第２項およ び別表第２の規定は，この条例の 施行
の日以後の使用 に係 る卸売業者 売場および仲卸業者売場の使用料 につ
いて適用し，同 日前 の使用に係 る卸売業者売場および仲卸業者売 場の
使用料について は， なお従前の 例による。

５

前３項に定め るも ののほか， この条例の施行に関し必要な経過 措置
は，市長が定め る。

（提案理由）
卸売市場法の一 部改 正に伴い水 産物地方卸売市場の卸売業者等が 遵守
すべき事項，取扱 品目 等に関する 規定の整備等をし，売上高割使用 料の
算定方法を改め， およ び規定を整 備するため

