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議案第１８号  （木更津市監査委員の選任）

  履  歴  事  項

住  所   

氏  　 名　  　北　 原　　  靖　 和 

生年月日   

  （ 経  歴 ） 
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新旧対照表 

○議案第１９号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（第１条関係） 

新 旧 

職員の給与に関する条例 職員の給与に関する条例 

昭和26年３月26日 

条例第８号 

昭和26年３月26日 

条例第８号 

（住居手当） （住居手当） 

第10条の３ 住居手当は、次のいずれかに該当する職員に支給する。 第10条の３ 住居手当は、次のいずれかに該当する職員に支給する。 

(１) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受

け、月額16,000円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払つて

いる職員（規則で定める職員を除く。） 

(１) 自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を借り受

け、月額18,000円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払つて

いる職員（規則で定める職員を除く。） 

(２) 第11条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支給される

職員で、配偶者が居住するための住宅（規則で定める住宅を除く。）を借

り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのもの

との権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの 

(２) 第11条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支給される

職員で、配偶者が居住するための住宅（規則で定める住宅を除く。）を借

り受け、月額18,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのもの

との権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定

める額（第１号に掲げる職員のうち第２号に掲げる職員でもあるものについ

ては、第１号に定める額及び第２号に定める額の合計額）とする。 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲

げる額（第１号に掲げる職員のうち第２号に掲げる職員でもあるものについ

ては、第１号に掲げる額及び第２号に掲げる額の合計額）とする。 

(１) 前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ

次に定める額（その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額）に相当する額 

(１)  前項第１号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ

次に掲げる額（その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた額）に相当する額 

ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000

円を控除した額 

ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000

円を控除した額 

イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から

27,000円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が17,000

円を超えるときは、17,000円）を11,000円に加算した額 

イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から

23,000円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が16,000

円を超えるときは、16,000円）を11,000円に加算した額 

(２) 略 (２) 略 

３ 略 ３ 略 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第18条の４ 略 第18条の４ 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉

手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉

手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、
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それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受ける

べき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した

額に100分の95を乗じて得た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあつて

は、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受ける

べき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した

額に、６月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合には100

分の97.5を乗じて得た額の総額 

(２) 略 (２) 略 

３～５ 略 ３～５ 略 
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新旧対照表 

○議案第１９号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（第２条関係） 

新 旧 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 

昭和40年４月30日 

条例第９号 

昭和40年４月30日 

条例第９号 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 略 第６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の225を乗じて得た額に次の各号

に掲げる基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応

じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合には100分の

222.5、12月に支給する場合には100分の227.5を乗じて得た額に次の各号に掲

げる基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ

て、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

３ 略 

   附 則 

１～５ 略 

６ 第６条の規定による期末手当の額を算定する場合の同条第３項の規定の適

用については、当分の間、同項中「100分の20」とあるのは、「100分の10」

とする。 

３ 略 

   附 則 

１～５ 略 

６ 第６条の規定による期末手当の額を算定する場合の同条第３項の規定の適

用については、当分の間、同項中「100分の20」とあるのは、「100分の５」

とする。 
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新旧対照表 

○議案第１９号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（第３条関係） 

新 旧 

木更津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 木更津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

平成28年12月15日 

条例第27号 

平成28年12月15日 

条例第27号 

（職員の給与に関する条例の適用除外等） （職員の給与に関する条例の適用除外等） 

第８条 略 第８条 略 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第12条の２、第18条第２項及び

第19条の３の規定の適用については、給与条例第２条中「災害派遣手当」と

あるのは「災害派遣手当及び特定任期付職員業績手当」と、第12条の２第３

項中「第１項に規定する職員の職にある職員」とあるのは「木更津市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例（平成28年木更津市条例第27号）第２条

第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、第18条第２項中「100

分の130」とあるのは「100分の170」と、第19条の３中「災害派遣手当」とあ

るのは「災害派遣手当及び特定任期付職員業績手当」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第12条の２、第18条第２項及び

第19条の３の規定の適用については、給与条例第２条中「災害派遣手当」と

あるのは「災害派遣手当及び特定任期付職員業績手当」と、第12条の２第３

項中「第１項に規定する職員の職にある職員」とあるのは「木更津市一般職

の任期付職員の採用等に関する条例（平成28年木更津市条例第27号）第２条

第１項の規定により任期を定めて採用された職員」と、第18条第２項中「100

分の130」とあるのは「、６月に支給する場合には100分の167.5、12月に支給

する場合には100分の172.5」と、第19条の３中「災害派遣手当」とあるのは

「災害派遣手当及び特定任期付職員業績手当」とする。 
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新旧対照表 

○議案第１９号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（第４条関係） 

新 旧 

木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 木更津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

令和元年９月26日 

条例第15号 

令和元年９月26日 

条例第15号 

別表第１（第４条） 別表第１（第４条） 

ア 行政職給料表 ア 行政職給料表 

（単位：円） （単位：円） 

 職務

の級 
１級 ２級  

 職務

の級 
１級 ２級  

 号給 給料月額 給料月額   号給 給料月額 給料月額  

 １ 146,100  195,500    １ 144,100 194,000  

 ２ 147,200  197,300    ２ 145,200 195,800  

 ３ 148,400  199,100    ３ 146,400 197,600  

 ４ 149,500  200,900    ４ 147,500 199,400  

 ５ 150,600  202,400    ５ 148,600 200,900  

 ６ 151,700  204,200    ６ 149,700 202,700  

 ７ 152,800  206,000    ７ 150,800 204,500  

 ８ 153,900  207,800    ８ 151,900 206,300  

 ９ 154,900  209,400    ９ 153,000 207,900  

 10 156,300  211,200    10 154,400 209,700  

 11 157,600  213,000    11 155,700 211,500  

 12 158,900  214,800    12 157,000 213,300  

 13 160,100  216,200    13 158,300 214,700  

 14 161,600  218,000    14 159,800 216,500  

 15 163,100  219,700    15 161,300 218,200  

 16 164,700  221,500    16 162,900 220,000  

 17 165,900  223,200    17 164,200 221,700  

 18 167,400  224,900    18 165,700 223,400  

 19 168,900  226,500    19 167,200 225,000  

 20 170,400  228,100    20 168,700 226,600  

 21 171,700  229,500    21 170,100 228,000  
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 22 174,400  231,200    22 172,800 229,700  

 23 177,000  232,800    23 175,400 231,300  

 24 179,600  234,400    24 178,000 232,900  

 25 182,200  235,400    25 180,700 234,000  

 26 183,900  236,900    26 182,400 235,500  

 27 185,500  238,300    27 184,000 236,900  

 28 187,200  239,500    28 185,700 238,200  

 29 188,700  240,700    29 187,200 239,500  

 30 190,400  241,900    30 188,900 240,700  

 31 192,200  242,900    31 190,700 241,700  

 32 193,900  244,100    32 192,400 242,900  

 33 195,500  245,400    33 194,000 244,200  

 34 196,900  246,400    34 195,400 245,300  

 35 198,400  247,600    35 196,900 246,500  

 36 199,900  248,900    36 198,400 247,800  

 37 201,200  249,800    37 199,700 248,700  

 38 202,500  251,100    38 201,000 250,100  

 39 203,700  252,300    39 202,200 251,500  

 40 205,000  253,600    40 203,500 252,900  

 41 206,300  255,000    41 204,800 254,300  

 42 207,600  256,400    42 206,100 255,700  

 43 208,900  257,600    43 207,400 257,100  

 44 210,200  258,800    44 208,700 258,400  

 45 211,300  260,000    45 209,800 259,600  

 46 212,600  261,200    46 211,100 260,900  

 47 213,900  262,500    47 212,400 262,300  

 48 215,200  263,600    48 213,700 263,600  

 49 216,300  264,700    49 214,800 264,700  

 50 217,400  265,800    50 215,900 265,800  

 51 218,400  267,100    51 216,900 267,100  

 52 219,500  268,400    52 218,000 268,400  

 53 220,600  269,400    53 219,100 269,400  

 54 221,600  270,500    54 220,100 270,500  

 55 222,500  271,800    55 221,000 271,800  
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 56 223,500  273,100    56 222,000 273,100  

 57 223,800  274,000    57 222,400 274,000  

 58 224,600  275,000    58 223,300 275,000  

 59 225,400  275,900    59 224,100 275,900  

 60 226,100  277,000    60 224,900 277,000  

 61 226,800  278,100    61 225,600 278,100  

 62 227,800  279,100    62 226,600 279,100  

 63 228,600  280,000    63 227,400 280,000  

 64 229,400  281,000    64 228,300 281,000  

 65 230,100  281,500    65 229,000 281,500  

 66 230,800  282,400    66 229,800 282,400  

 67 231,700  283,100    67 230,700 283,100  

 68 232,700  284,000    68 231,700 284,000  

 69 233,400  285,000   69 232,400 285,000  

 70 234,000     70 233,100   

 71 234,500     71 233,700   

 72 235,200     72 234,500   

 73 236,000     73 235,300   

 74 236,600     74 236,000   

 75 237,200    75 236,700   

 76 237,700    76 237,300   
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新旧対照表 

○議案第２０号 木更津市行政組織条例の一部を改正する条例 

新 旧 

木更津市行政組織条例 木更津市行政組織条例 

昭和46年６月28日 

条例第28号 

昭和46年６月28日 

条例第28号 

（部等の設置） （部の設置） 

第２条 本市に次の部等を置く。 第２条 本市に次の部を置く。 

市長公室 

総務部 

 

総務部 

企画部 企画部 

財務部 財務部 

市民部 市民部 

健康こども部 健康こども部 

福祉部 福祉部 

環境部 環境部 

経済部 経済部 

都市整備部 都市整備部 

（事務分掌） （事務分掌） 

第３条 前条に掲げる部等の事務分掌は、次のとおりとする。 第３条 前条に掲げる部の事務分掌は、次のとおりとする。 

(１) 市長公室 

 ア 秘書に関する事項 

 イ 広報に関する事項 

 ウ 行政改革の推進に関する事項 

 エ 行政組織及び職員定数に関する事項 

(２) 総務部 

 

 

 

 

 

(１) 総務部 

 ア 秘書に関する事項 

ア～カ 略 イ～キ 略 

 ク 行政改革の推進に関する事項 

 ケ 行政組織及び職員定数に関する事項 

キ～ケ コ～シ 

(３) 企画部 (２) 企画部 

ア 略 ア 略 
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 イ 広報に関する事項 

イ～キ ウ～ク 

(４) 財務部 (３) 財務部 

ア・イ 略 ア・イ 略 

(５) 市民部 (４) 市民部 

ア～キ 略 ア～キ 略 

(６) 健康こども部 (５) 健康こども部 

ア～ウ 略 ア～ウ 略 

(７) 福祉部 (６) 福祉部 

ア・イ 略 ア・イ 略 

(８) 環境部 (７) 環境部 

ア～エ 略 ア～エ 略 

(９) 経済部 (８) 経済部 

ア～カ 略 ア～カ 略 

(10) 都市整備部 (９) 都市整備部 

  ア～ケ 略   ア～ケ 略 
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新旧対照表 

○議案第２１号 木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例の一部を改正する条例 

新 旧 

木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例 木更津市小櫃川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例 

平成６年12月22日 

条例第23号 

平成６年12月22日 

条例第23号 

（肥料の適正使用） （肥料の適正使用） 

第17条 肥料（肥料の品質の確保等に関する法律（昭和25年法律第127号）第２

条第１項に規定する肥料をいう。）を使用して事業を営む者は、その使用に

つき適正な方法によらなければならない。 

第17条 肥料（肥料取締法（昭和25年法律第127号）第２条第１項に規定する肥

料をいう。）を使用して事業を営む者は、その使用につき適正な方法によら

なければならない。 
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新旧対照表 

○議案第２２号 木更津市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例 

新 旧 

木更津市公設地方卸売市場条例 

昭和47年９月28日 

条例第33号 

木更津市公設地方卸売市場条例 

昭和47年９月28日 

条例第33号 

目次 

第１章 略 

第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者（第６条―第16条の２） 

第２節 略 

第３節 附属営業人（第21条―第25条の２） 

第３章～第７章 略 

附則 

目次 

第１章 略 

第２章 市場関係事業者 

第１節 卸売業者（第６条―第16条） 

第２節 略 

第３節 附属営業人（第21条―第25条） 

第３章～第７章 略 

附則 

   第１章 総則    第１章 総則 

（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、木更津市公設地方卸売市場（以下「市場」という。）の

設置、業務の運営及び施設の管理その他必要な事項を定め、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並びにそ

の生産及び流通の円滑化を図り、もつて市民等の生活の安定に資すること

を目的とする。 

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。）及び千葉県卸売市場条例（昭和46年千葉県条例第69号。以下「県条

例」という。）に基づき、木更津市公設地方卸売市場（以下「市場」とい

う。）の設置、業務の運営及び施設の管理その他必要な事項を定め、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

及び流通の円滑化を図り、もつて市民等の生活の安定に資することを目的

とする。 

（市場の名称及び位置） （市場の名称、位置及び面積） 

第２条 本市が設置する市場の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 木更津市公設地方卸売市場 

位置 木更津市新田３丁目３番12号 

第２条 本市が設置する市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。 

名称 木更津市公設地方卸売市場 

位置 木更津市新田３丁目３番12号 

面積 30,510.65平方メートル 

（業務運営の基本原則）  

第２条の２ 市長は、市場の業務運営に関し、卸売業者（法第２条第４項に

規定する卸売業者をいう。以下同じ。）、買受人（卸売業者から卸売を受

ける者をいう。以下同じ。）その他の市場において売買取引を行う者（以

下「取引参加者」と総称する。）に対して、不当に差別的な取扱いを行つ

 

12



てはならない。 

 （開場の期日）  （開場の期日） 

第４条 略 

２ 略 

３ 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しな

いこととしたときは、あらかじめ取引参加者に周知しなければならない。 

第４条 略 

２ 略 

３ 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しな

いこととしたときは、あらかじめ関係者に周知しなければならない。 

（開場の時間） （開場の時間） 

第５条 開場の時間は、午前４時から午後３時とする。ただし、市長は、市

場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、

これを臨時に変更することができる。 

２ 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項

の時間の範囲内で規則で定める。 

第５条 開場の時間は、午前５時から午後３時とする。ただし、市長は、市

場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、

これを臨時に変更することができる。 

２ 卸売業者（法第58条第１項の規定により、千葉県知事（以下「知事」と

いう。）の許可を受け市場において卸売の業務を行う者をいう。以下同

じ。）の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の時間

の範囲内で規則で定める。 

   第２章 市場関係事業者 

    第１節 卸売業者 

   第２章 市場関係事業者 

    第１節 卸売業者 

（卸売業者の数） （卸売業者の数） 

第６条 卸売業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次の各号に掲

げるとおりとする。 

(１) 青果部 １ 

(２) 水産物部 １  

第６条 卸売業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次の各号に掲

げるとおりとする。 

(１) 青果部 ２人以内 

(２) 水産物部 １人 

（卸売業務の許可）  

第６条の２ 卸売業者として、市場において卸売の業務を行おうとする者

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 市長は、前項の許可をすることにより卸売業者の数が前条各号に定める

数の最高限度を超えることとなるとき、又は同項の許可の申請をした者が

次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。 

 (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より罰金の刑に処せら

れた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがな

くなつた日から起算して３年を経過しない者であるとき。 

 (３) 次条又は第59条第１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。 
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 (４) 市場の卸売の業務を適確に遂行するために必要な知識及び経験又は

資力信用を有しない者であるとき。 

 (５) 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（以下「暴力団員」という。）

又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有す

る者（以下「暴力団関係者」という。）であるとき。 

 (６) 申請者が法人である場合は、その業務を執行する役員のうちに第１

号から第３号まで及び前号のいずれかに該当する者があるとき。 

（卸売業務の許可の取消し）  

第６条の３ 市長は、卸売業者が前条第２項第１号、第２号、第５号又は第

６号のいずれかに該当することとなつたとき、又は卸売の業務を適確に遂

行するために必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、同条第１

項の許可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、前条第１項

の許可を取り消すことができる。 

 (１) 正当な理由がなく、前条第１項の許可を受けた日から起算して30日以

内に、第７条第１項の保証金を預託しないとき。 

 (２) 正当な理由がなく、前条第１項の許可を受けた日から起算して30日以

内に、その業務を開始しないとき。 

 (３) 正当な理由がなく、引き続き30日以上その業務を休止したとき。 

 (４) 正当な理由がなく、その業務を遂行しないとき。 

 

 （卸売業者の事業の譲渡し等）  

第６条の４  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、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受

けについて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 卸売業者たる法人の合併の場合（卸売業者たる法人と卸売業者でない法

人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合

（市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。）において、当該合

併又は分割について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
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申請しなければならない。 

４ 第６条の２第２項の規定は、第１項又は第２項の認可について準用す

る。 

 （卸売業務の相続）  

第６条の５ 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。以下この条及び次条にお

いて同じ。）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、被相続人の死亡の日から起算して60日以内に市長の

認可を受けなければならない。 

２ 前項の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。 

３ 相続人が前項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

の認可をする旨又は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６条の２第１項の許可は、当該相続人に対してしたもの

とみなす。 

４ 第６条の２第２項の規定は、第１項の認可について準用する。 

５ 第１項の認可を受けた者は、卸売業者の地位を承継する。 

 

 （卸売業者の名称変更等の届出）  

第６条の６ 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) 氏名、名称若しくは商号又は住所を変更したとき。 

 (２) 市場における卸売の業務を開始し、休止し、又は再開しようとする

とき。 

 (３) 法人にあつては、役員、資本金若しくは出資の額又は定款若しくは

規約を変更したとき。 

 (４) その他規則で定める事項に該当したとき。 

２ 卸売業者は、市場における卸売の業務を廃止しようとするときは、廃止

しようとする日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

３ 卸売業者が死亡し、又は解散したときは、当該卸売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。 

 

（保証金の預託） （保証金の預託） 
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第７条 卸売業者は、第６条の２第１項の許可を受けた日から起算して30日

以内に、規則で定める誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければなら

ない。 

２ 略 

第７条 卸売業者は、知事から卸売の業務の許可を受けた日から起算して30

日以内に、規則で定める誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければな

らない。 

２ 略 

（保証金の額） （保証金の額） 

第８条 略 

２ 前項の保証金は、現金又は木更津市財務規則（昭和62年木更津市規則第

１号）第168条に規定する有価証券とする。 

第８条 略 

２ 前項の保証金は、現金又は木更津市財務規則（昭和62年木更津市規則第

１号）第166条に規定する有価証券とする。 

（せり人の登録） （せり人の登録） 

第12条 略 

２・３ 略 

４ 市長は、第１項の登録の申請があつた場合において、その申請に係るせ

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) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものであるとき。 

(２) 法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、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年を経過しない者であるとき。 

 

 

(３)～(５) 略 

５ 略 

第12条 略 

２・３ 略 

４ 市長は、第１項の登録の申請があつた場合において、その申請に係るせ

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。 

(２) 法又は県条例の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、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年を経過しない者であると

き。 

(３) 成年被後見人又は被保佐人であるとき。 

(４)～(６) 略 

５ 略 

（せり人の登録の更新） （せり人の登録の更新） 

第13条 略 

２ 略 

３ 前条第４項（第３号を除く。）及び第５項の規定は、第１項の登録の更

新について準用する。 

第13条 略 

２ 略 

３ 前条第４項（第４号を除く。）及び第５項の規定は、第１項の登録の更

新について準用する。 

（せり人の登録の取消し） （せり人の登録の取消し） 

第14条 市長は、せり人が第12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つたとき、又はせりを遂行するのに必要な能力

を有しなくなつたと認めるときは、その登録を取り消すものとする。 

第14条 市長は、せり人が第12条第４項第１号から第３号若しくは第５号の

いずれかに該当することとなつたとき、又はせりを遂行するのに必要な能

力を有しなくなつたと認めるときは、その登録を取り消すものとする。 

 （せり人の規律） （登録証の携帯） 

第16条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯しなければ第16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
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ならない。 

２ せり人は、卸売のための販売を、秘密の方法により行つてはならない。 

に規則で定めるせり人章を着用しなければならない。 

 

 （事業報告書の提出及び閲覧）  

第16条の２ 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、

市長に提出しなければならない。 

２ 卸売業者は、前項の事業報告書（規則で定める部分に限る。）について

閲覧の申出があつた場合は、規則で定める正当な理由があるときを除き、

これを拒んではならない。 

３ 前項の閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の

適切な方法によらなければならない。 

 

    第２節 買受人     第２節 買受人 

（買受人の承認） （買受人の承認） 

第17条 買受人となろうとする者は、市長の承認を受けなければならない。 

 

２・３ 略 

４ 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場合を除

き、同項の承認をするものとする。 

(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) 略 

(３) 申請者が、当該申請に係る取扱品目の部類に属する市場の卸売業者の

役員又は使用人であるとき。 

(４) 略 

第17条 買受人（県条例第14条の買受人をいう。以下同じ。）となろうとす

る者は、市長の承認を受けなければならない。 

２・３ 略 

４ 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場合を除

き、同項の承認をするものとする。 

(１) 申請者が、破産者で復権を得ない者であるとき。 

(２) 略 

(３) 申請者が、当該申請に係る取扱品目の部類に属する市場の卸売業者の

役員若しくは使用人であるとき。 

(４) 略 

 (５) 申請者が法人である場合は、その業務を執行する役員又は使用人であ

つて常時卸売に参加する者のうちに第１号、第３号又は前号のいずれかに

該当する者があるとき。 

 

 （名称変更等の届出）  （名称変更等の届出） 

第18条 買受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、そ

の旨を市長に届け出なければならない。 

(１)・(２) 略 

(３) 法人にあつては、役員、資本金若しくは出資の額又は定款若しくは

規約を変更したとき。 

(４) 略 

２ 略 

第18条 買受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、そ

の旨を市長に届け出なければならない。 

(１)・(２) 略 

(３) 法人にあつては、資本金又は出資の額及び役員の氏名を変更したと

き。 

(４) 略 

２ 略 
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 （買受人の承認の取消し）  （買受人の承認の取消し） 

第20条 市長は、買受人が第17条第４項第１号、第３号若しくは第５号に該

当することとなつたとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有し

なくなつたと認めるときは、その承認を取り消すものとする。 

第20条 市長は買受人が第17条第４項第１号又は第３号に該当することとな

つたとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなつたと認

めるときは、その承認を取り消すものとする。 

    第３節 附属営業人     第３節 附属営業人 

 （許可基準）  （許可基準） 

第22条 市長は、前条第１項に規定する業務（以下「附属営業」という。）

を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該

当するときは、許可しないものとする。 

(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) 略 

(３) 附属営業を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有

しない者であるとき。 

(４) 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

つた日から起算して２年を経過しない者であるとき。 

(５) 暴力団員又は暴力団関係者であるとき。 

(６) 申請者が法人である場合は、附属営業を執行する役員のうちに第１号 

、第２号、第４号又は前号のいずれかに該当する者があるとき。 

第22条 市長は、前条第１項に規定する業務（以下「附属営業」という。）

を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該

当するときは、許可しないものとする。 

(１) 破産者で復権を得ない者であるとき。 

(２) 略 

(３) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しな

い者であるとき。 

 （許可の取消し）  （許可の取消し） 

第23条 市長は、附属営業の許可を受けた者（以下「附属営業人」という。）

が前条第１号若しくは第４号から第６号までのいずれかに該当することとな

つたとき、又は附属営業を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくな

つたと認めるときは、第21条第１項の許可を取り消すものとする。 

２ 市長は、附属営業人が次の各号のいずれかに該当するときは、第21条第

１項の許可を取り消すことができる。 

 (１) 正当な理由がなく、第21条第１項の許可を受けた日から起算して30日

以内に、次条第１項の保証金を預託しないとき。 

 (２) 正当な理由がなく、第21条第１項の許可を受けた日から起算して30日

以内に、附属営業を開始しないとき。 

 (３) 正当な理由がなく、引き続き30日以上附属営業を休止したとき。 

 (４) 正当な理由がなく、附属営業を遂行しないとき。 

第23条 市長は、附属営業の許可を受けた者が前条第１号又は第２号に該当す

ることとなつたとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有し

なくなつたと認めるときは、第21条第１項の許可を取り消すものとする。 

 （附属営業の規制等） （附属営業の規制等） 
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第25条 略 第25条 略 

 （附属営業人の名称変更等の届出）  

第25条の２ 附属営業人は、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、名称若しくは商号又は住所を変更したとき。 

 (２) 附属営業を開始し、休止し、再開し、又は廃止しようとするとき。 

 (３) 法人にあつては、役員、資本金若しくは出資の額又は定款若しくは規

約を変更したとき。 

 (４) その他規則で定める事項に該当したとき。 

２ 附属営業人が死亡し、又は解散したときは、当該附属営業人の相続人又

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。 

 

   第３章 売買取引及び決済の方法    第３章 売買取引及び決済の方法 

 （売買取引の方法） （売買取引の方法） 

第26条の２ 卸売業者は、市場において行う卸売については、市況、出荷等

の状況を充分に把握し、販売価格が適正に保持されるよう配慮した上で、

せり売若しくは入札の方法又は相対による取引（一の卸売業者と一の卸売

の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。）によらなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第26条の２ 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。 

 

 

(１) 別表第１に掲げる物品について規則で定めるもの せり売又は入札の

方法 

(２) 別表第２に掲げる物品について規則で定めるもの 毎日の卸売予定数

量のうち規則で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、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に掲げる物品について規則で定めるもの せり売若しくは入

札の方法又は相対取引 

２ 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、次

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。 

(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 
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２ 卸売業者は、次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。 

 

(１)・(２) 略 

 

 

 

３ 卸売業者は、販売方法を設定し、又は変更しようとするときは、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、取引参加者

に十分周知しなければならない。 

(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) 卸売業者と買受人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) 第29条第１項ただし書の規定により、買受人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。 

(１)・(２) 略 

４ 市長は、第１項第２号の規則で定める割合を定め、又は変更しようとす

るときは、市場取引委員会（以下「委員会」という。）の意見を聴くとと

もに、その数値を市場内の掲示場に掲示するものとする。 

５ 卸売業者は、第１項第３号に掲げる物品について、販売方法を設定し、

又は変更しようとするときは、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。 

（売買取引の条件の公表） （販売方法の変更の承認申請） 

第27条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その

他の適切な方法により公表しなければならない。 

(１) 営業日及び営業時間 

(２) 取扱品目 

(３) 生鮮食料品等の引渡しの方法 

(４) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し、出荷者又は買受人

が負担する費用の種類、内容及びその額 

(５) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 

(６) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額（その交付の基

準を含む。） 

(７) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場

合にあつてはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額 

第27条 前条第２項の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、承認申請書を市長に提出しなければならない。 

 （差別的取扱いの禁止等）  （差別的取扱いの禁止等） 

第28条 略 

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つた場合には、その申込み

が第34条第１項の受託契約約款によらないこと、その他正当な理由がなけ

第28条 略 

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つた場合には、その申込み

が第34条第１項の規定により承認を受けた受託契約約款によらないこと、
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れば、その引受けを拒んではならない。 その他正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。 

 （卸売の相手方の制限）  （卸売の相手方の制限） 

第29条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者

に対して卸売をしてはならない。ただし、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承認

したときは、この限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第29条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者

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。 

 

(１) 次に掲げる特別の事情がある場合であつて、市長が当該市場の買受

人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 入荷量が著しく多いか、又は出荷された物品が買受人にとつて品目

若しくは品質が特殊であるため残品を生じるおそれがある場合 

イ 買受人に対して卸売をした後残品を生じた場合 

ウ その他市長が特にやむをえないものと認めた場合 

(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（市長の許可又は承認を受けた者をいう。）

に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に掲げる

要件を満たしているとき。 

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、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載

した承認申請書を市長に提出して、委員会の審議を経て当該契約に基

づく卸売が当該市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長

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
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２ 前項ただし書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

めるところにより市長に申請しなければならない。 

３ 第１項ただし書の場合において、卸売業者は、買受人以外の者に対し卸

売を行つたときは、当該卸売の内容について市長に報告しなければならな

い。 

業者等に対して卸売をする場合であつて、当該契約に基づく卸売が次に

掲げる要件を満たしているとき。 

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、当該契約の契約書の写し及び市長の定める事項を記載

した承認申請書を市長に提出して、当該契約に基づく卸売が取引の秩

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。 

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、許可申請書を市長に提出しなければならない。 

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、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。 

４ 第１項第３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、承認申請書に農林漁業者等及び食品製造業者等と締

結した国内産の農林水産物を利用した新商品の開発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。 

５ 第１項第１号の許可を受けた卸売業者は、その許可に係る物品の卸売を

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１項第２号イ又は第３号イの承認を受けた卸売業者は、毎月、その承

認に係る品目の卸売数量を翌月20日までに市長に届け出なければならな

い。 

 （卸売業者の買受物品等の制限）  （卸売業者の買受物品等の制限） 

第30条 卸売業者は、市場においてその者が第６条の２第１項の許可を受け

て行う取扱品目の部類に属する物品の卸売をした場合は、規則で定めると

ころにより、市長が卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと

認めるときを除くほか、買受人等から当該卸売に係る物品の販売の委託を

引き受け、又は買い受けてはならない。 

第30条 卸売業者は、市場において法第58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場合は、規則で定めるところにより、市長

が卸売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ときを除く

ほか、買受人等から当該卸売に係る物品の販売の委託を引き受け、又は買

い受けてはならない。 

 （市場外にある物品の卸売の禁止）  （市場外にある物品の卸売の禁止） 

第31条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物第31条 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
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品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、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

が承認したときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項ただし書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

めるところにより市長に申請しなければならない。 

 

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、この限りではない。 

 

(１) 市長が指定する場所にある物品を卸売するとき。 

(２) 市内において卸売業者が申請した場所にある物品（卸売業者が買受人

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及び一定の

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で、

市長が供給事情の比較的安定しているものとして別に定めるものを卸売し

ようとする場合であつて、市長があらかじめ委員会の意見を聴いて当該市

場における効率的な売買取引のために必要であり、取引の秩序を乱すおそ

れがないと認めたとき。 

２ 前項第１号の規定による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出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提出しなければ

ならない。 

(１) 申出者の氏名又は名称 

(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号の規定による指定を受けた卸売業者は、その指定を必要と

しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならな

い。 

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、買

受人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、承認申請書を市長に提出しなければならない。当該申
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請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。 

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、当該市場の買受人に与えられること。 

(２) 当該取引に係る情報として、次に掲げる事項が提供されることが確実

であること。 

ア 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、等階級、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規則で定めるもの 

イ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和25年法

律第175号）第19条の13第１項又は第２項の規定による基準が定められ

ている生鮮食料品等については、同条第１項第１号に掲げる事項のう

ち市長が規則で定めるもの 

(３) 当該取引に係る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）  （卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止） 

第32条 卸売業者（その役員及び使用人を含む。）は、その者が第６条の２

第１項の許可を受けて行う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。ただし、市場における取引の秩序を乱すおそれが

なく、あらかじめ出荷者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

第32条 卸売業者（その役員及び使用人を含む。）は、法第58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。 

 （受託契約約款）  （受託契約約款） 

第34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ることができる。 

２ 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、速やかに当該受託契

約約款を市長に提出するとともに、その内容を取引参加者に周知しなけれ

ばならない。受託契約約款を変更したときも同様とする。 

第34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る場合は、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卸売業者は、規則で定めるところにより、

承認申請書を市長に提出しなければならない。 

 

３ 第１項の受託契約約款には、次の各号に掲げる事項を定めるものとす

る。 

(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 
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(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、変更及び取扱い方法に関する事項 

(８) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項 

(９) 委託者の負担すべき費用に関する事項 

(10) 仕切りに関する事項 

(11) 第29条第１項ただし書又は第36条第３項に関する事項 

(12) 前各号に掲げるもののほか重要な事項 

４ 前項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。 

 （販売前における受託物品の検収）  （販売前における受託物品の検収） 

第35条 卸売業者は、受託物品の受領に当たつては検収を確実に行い、受託

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、その結果を委託

者に通知するとともに、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合つて

いて了承を得られたときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 卸売業者は、受託物品の異状については、前項ただし書に規定する場合

を除き、同項の確認を受け、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。 

第35条 卸売業者は、受託物品（第31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。）を除く。以下同じ。）の受領に当たつては検収

を確実に行い、受託物品の種類、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。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち合つていて了

承を得られたときは、この限りでない。 

２ 電子商取引に係る受託物品の受領に当たつては、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。 

３ 卸売業者は、受託物品の異状については、第１項ただし書に規定する場

合を除き、前２項の確認を受け、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。 

 （卸売予定数量等の報告及び公表）  （卸売予定数量等の報告） 

第39条 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日卸売をす

る物品について、主要な品目の卸売予定数量及び主要な産地を販売開始時

第39条 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、次に掲げる物

品について、品目ごとの数量及び主要な産地等を市長に報告しなければな
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刻までに、市長に報告するとともに、インターネットの利用その他の適切

な方法により公表しなければならない。 

 

 

 

２ 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、当日卸売をした物

品について、売買取引の方法ごとの卸売の数量及び卸売価格を販売終了

後、速やかに市長に報告しなければならない。 

 

 

 

 

３ 卸売業者は、規則で定めるところにより、当日卸売をした物品のうち主

要な品目の卸売の数量及び卸売価格等について、毎開場日の販売終了後、

速やかに市長に報告するとともに、インターネットの利用その他の適切な

方法により公表しなければならない。 

４ 略 

らない。 

 

(１) 当日卸売をする物品 

(２) 第31条第１項第２号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をす

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、次に掲げる事項を

市長に報告しなければならない。 

 

(１) 当日卸売をした物品について、売買取引の方法ごとの卸売の数量及

び卸売価格 

(２) 第31条第１項第２号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をし

た物品について、当該卸売に係る卸売の数量及び卸売価格 

 

 

 

 

３ 略 

  （卸売業者による卸売予定数量等の掲示） 

第40条 削除 第40条 卸売業者は、毎開場日、次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。 

(１) 当日卸売をする物品 

(２) 第31条第１項第２号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をす

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、卸売が終了した後

速やかに、売買取引の方法ごとに、次の各号に掲げる事項を公表しなけれ

ばならない。 

(１) 当日卸売をした物品について、主要な品目ごとの主要な産地、卸売

の数量並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格 

(２) 第31条第１項第２号の規定により市長の承認を受けて当日卸売をし

た物品について、主要な品目ごとの当該卸売に係る卸売の数量並びに高

値、中値及び安値に区分した卸売価格 

（開設者による卸売予定数量等の公表） （開設者による卸売予定数量等の公表） 
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第41条 市長は、卸売業者から第39条第１項及び第３項の規定による報告を

受けたときは、その内容をインターネットの利用その他の適切な方法によ

り公表するものとする。 

 

第41条 市長は、卸売業者から第39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、次の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並びに前開場日に卸売され

た主要な品目の数量及びその卸売価格を市場の見やすい場所に掲示するも

のとする。 

(１) 当日卸売される物品 

(２) 第31条第１項第２号の規定により市長の承認を受けて当日卸売され

る物品 

２ 市長は、卸売業者から第39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、次の各号に掲げる事

項を公表するものとする。この場合において、卸売価格については、産

地、等級別に高値、中値及び安値に区分してするものとする。 

 

 (１) 当日卸売された物品について、主要な品目ごとの主要な産地、卸売の

数量及び卸売価格 

(２) 第31条第１項第２号の規定により市長の承認を受けて当日卸売された

物品について、主要な品目ごとの当該卸売に係る卸売の数量及び卸売価格 

 （仕切り及び送金）  （仕切り及び送金） 

第42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（売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と

特約がある場合には、その特約の期日（その日が金融機関の休業日である

場合は、その日後においてその日に最も近い金融機関の休業日でない日）

）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。以下本条において同じ。）、数量、単価

と数量の積の合計額、当該合計額の消費税額に相当する金額（当該委託者

の責めに帰すべき理由により第47条ただし書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、単価と

数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税額に相当する金額）、控除す

べき次条で規定す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

担となる費用の項目と金額（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。）を明記した売買仕切書を送付し、売買仕切金

を現金その他適切な方法により支払わなければならない。 

２ 略 

第42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（売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と

特約がある場合には、その特約の期日）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

下本条において同じ。）、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の

消費税額に相当する金額（当該委託者の責めに帰すべき理由により第47条

ただし書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、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額

の消費税額に相当する金額）、控除すべき第43条で規定する委託手数料及

び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額（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。）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。 

 

 

２ 略 
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３ 卸売業者は、卸売のための生鮮食料品等を買付けたときは、買付の相手

方に対して、その買付について相手方から請求のあつた日から10日以内

（買付代金の送付について相手方と特約がある場合には、その特約の期日

（その日が金融機関の休業日である場合は、その日後においてその日に最

も近い金融機関の休業日でない日）まで）に、買付代金を送金その他適切

な方法により支払わなければならない。 

 （委託手数料の額）  （委託手数料の額） 

第43条 略 

 

 

２ 市長は、前項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱い

をするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数

料の額の変更を命ずることができる。 

第43条 略 

２ 卸売業者は、前項の委託手数料の額を卸売場又は市場内の事務所の見や

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。 

３ 市長は、第１項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱

いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手

数料の額の変更を命ずることができる。 

 （出荷奨励金の交付）  （出荷奨励金の交付） 

第45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 卸売業者は、前項の出荷奨励金の交付が、そ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あるときは、こ

れを行つてはならない。 

３ 第１項の出荷奨励金を交付しようとする卸売業者は、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。 

 

 

 

第45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、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。 

２ 前項の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、

承認申請書を市長に提出しなければならない。 

 

３ 市長は、第１項の承認の申請があつた場合において、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同項の承認をしてはならな

い。 

 （買受代金の即時支払義務）  （買受代金の即時支払義務） 

第46条 買受人は、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買受人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（その日が金融機関の休業日である場合は、その

日後においてその日に最も近い金融機関の休業日でない日）までに）買い

受けた物品の代金（買い受けた額にその消費税額に相当する額を加えた額

とする。）を送金その他適切な方法により支払わなければならない。 

２・３ 略 

第46条 買受人は、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買受人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

その消費税額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・３ 略 
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 （完納奨励金の交付）  （完納奨励金の交付） 

第48条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、買受人に対

して完納奨励金を交付することができる。 

２ 卸売業者は、前項の完納奨励金の交付が、そ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あるときは、こ

れを行つてはならない。 

３ 第１項の完納奨励金を交付しようとする卸売業者は、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。 

 

 

 

第48条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、市長の承認

を受けて買受人に対して完納奨励金を交付することができる。 

２ 前項の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、

承認申請書を市長に提出しなければならない。 

 

３ 市長は、第１項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る完

納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、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

同項の承認をしてはならない。 

第４章 市場施設の使用    第４章 市場施設の使用 

 （補修命令等）  （補修命令） 

第54条 略 

２ 市長は、使用者が市場施設内に設けた施設、設備等が損傷したとき、又

は周囲に危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該使用者に対

し、その修繕、除却その他必要な措置を命ずることができる。 

第54条 略 

 

 （使用料等） （使用料等） 

第55条 市場の使用料（消費税額を含む。以下同じ。）は、月単位で徴収す

るものとし、その額は、別表に定める金額の範囲内で規則で定める。 

２～４ 略 

５ 既納の使用料はこれを返還しない。ただし、市長が特に必要があると認

めたときは、その全部又は一部を返還することができる。 

第55条 市場の使用料（消費税額を含む。以下同じ。）は、月単位で徴収す

るものとし、その額は、別表第５に定める金額の範囲内で規則で定める。 

２～４ 略 

５ 既納の使用料はこれを返還しない。 

 （損害賠償）  

第55条の２ 第52条の規定により市場施設を返還すべき者が指定期間内にこ

れを返還しないときは、その者は、返還期限の翌日から返還を完了する日

までの使用料相当額（返還の遅延により市に損害が生じた場合には、その

損害額を加算した額）の損害を賠償しなければならない。 

 

   第５章 監督    第５章 監督 

 （報告及び検査）  （報告及び検査） 

第57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、卸売業者、買受人又は附属営業人に対し、その業務若

しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に卸売業

第57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、卸売業者又は附属営業人に対し、その業務若しくは財

産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に卸売業者又は附
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者、買受人又は附属営業人の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、

その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ

ることができる。 

２・３ 略 

属営業人の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは

財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

 

２・３ 略 

 （改善措置命令） （改善措置の勧告又は命令） 

第58条 市長は、市場における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、買受人又は附属営業人に対し、当該

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指導、助言若し

くは勧告し、又は命ずることができる。 

第58条 市長は、市場における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、買受人又は附属営業人に対し、当該

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勧告し、又は命

ずることができる。 

 （監督処分）  （監督処分） 

第59条 市長は、卸売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、５万円以下の過料を科し、第６条の２

第１項の許可を取り消し、又は６箇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ずることができる。 

２～５ 略 

第59条 市長は、卸売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、５万円以下の過料を科し、又は６箇月

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ずることが

できる。 

２～５ 略 

   第６章 地方卸売市場運営審議会    第６章 地方卸売市場運営審議会 

 （諮問事項等）  （所掌事務） 

第61条 市長は、次に掲げる事項を審議会に諮問するものとする。 

 

(１) 市場の整備及び運営に関する事項 

(２) 開場の期日及び時間に関する事項 

(３) 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法に関する事項 

(４) 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法に関する事項 

(５) 卸売の業務を行う者に関する事項 

(６) 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項 

(７) 市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、必要な

事項 

２ 審議会は、前項の諮問に応じて調査審議等を行うほか、必要な事項を市長

に建議することができる。 

第61条 審議会は、市長の諮問に基づき、次に掲げる事項について調査審議

し、市長に必要な事項を答申又は建議することができる。 

(１) 市場の管理運営に関する事項（第２号及び第３号を除く。） 

(２) 県条例第３条第１項第３号から第７号までに掲げる事項 

 

 

 

 

(３) 市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、必要な

事項 

 （組織）  （組織） 

第62条 審議会は15人以内の委員で組織する。 

２ 委員は、学識経験者、卸売業者、買受人、消費者、生産者及び出荷者代

第62条 審議会は17人以内の委員で組織する。 

２ 委員は、市議会議員、学識経験者、卸売業者、買受人、消費者、生産者
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表のうちから、市長が委嘱する。 

３ 略 

及び出荷者代表並びに市職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。 

３ 略 

 （市場取引委員会への委任）  （市場取引委員会への委任） 

第64条 審議会は、第61条第２号から第７号までに係る事項に関する事項を

調査審議するため市場取引委員会を置く。 

２ 審議会は、その定めるところにより、市場取引委員会の決議をもつて、

審議会の決議とする。 

第64条 審議会は、第61条第２号及び第３号に係る事項に関する事項を調査

審議するため委員会を置く。 

２ 審議会は、その定めるところにより、委員会の決議をもつて、審議会の

決議とする。 

 別表第１（第26条の２第１項第１号） 

 取扱部類 品目 

青果部 地場産個撰品の一般野菜及び果実（別表第２に掲げる物

品を除く。） 

水産物部 県外委託品の鮮魚類 
 

 別表第２（第26条の２第１項第２号） 

 取扱部類 品目 

青果部 地場産個撰品の長葱、大根、きゃべつ、ほうれん草その

他規則で定める野菜及び果実 

水産物部 県外委託品の鮮魚類のあじ、いわし、さばその他規則で

定める鮮魚 
 

 別表第３（第26条の２第１項第３号） 

 取扱部類 品目 

青果部 別表第１、別表第２以外の品目 

水産物部 別表第１、別表第２以外の品目 
 

 別表第４（第31条第１項第３号） 

 取扱部類 品目 

青果部 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、えのきだけ、ひらたけ及びぶなしめじ並

びに野菜の加工品 

かんきつ類（ゆず類及びだいだいを除く。）、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 

加工食料品 

水産物部 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 
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 を除く。）及び生鮮水産物の加工品（湯煮又は焼干しした 

 たものを除く。） 

 加工食料品 

  
 

別表（第55条第１項） 別表第５（第55条第１項） 

種別 金額 

卸売業者市場使用料 売上金額（消費税額を含む。）の1,000分の４

に相当する額 

卸売業者売場使用料 １平方メートルにつき月額（消費税額を含

む。） 149円 

業者事務室使用料（甲） １平方メートルにつき月額（消費税額を含

む。） 363円 

業者事務室使用料（乙） １平方メートルにつき月額（消費税額を含

む。） 352円 

倉庫使用料 １平方メートルにつき月額（消費税額を含

む。） 154円 

会議室使用料 １回につき（消費税額を含む。） 440円 

土地使用料 １平方メートルにつき月額（消費税額を除

く。）  25円 

保冷庫使用料 １台につ き月額 （消 費税額を 含む。 ）  

9,900円 

砕氷機使用料 １台につ き月額 （消 費税額を 含む。 ） 

18,700円 
 

種別 金額 

卸売業者市場使用料 売上金額（消費税額を含む。）の1,000分の４

に相当する額 

卸売業者売場使用料 １平方メートルにつき月額（消費税額を含

む。） 149円 

業者事務室使用料（甲） １平方メートルにつき月額（消費税額を含

む。） 363円 

業者事務室使用料（乙） １平方メートルにつき月額（消費税額を含

む。） 352円 

倉庫使用料 １平方メートルにつき月額（消費税額を含

む。） 154円 

会議室使用料 １回につき（消費税額を含む。） 440円 

土地使用料 １平方メートルにつき月額（消費税額を除

く。）  25円 

保冷庫使用料 １台につ き月額 （消 費税額を 含む。 ）  

9,900円 

砕氷機使用料 １台につ き月額 （消 費税額を 含む。 ） 

18,700円 
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新旧対照表 

○議案第２３号 木更津市産業立地促進条例の一部を改正する条例 

新 旧 

   木更津市産業立地促進条例 

平成20年３月22日 

条例第７号 

（定義） 

   木更津市産業立地促進条例 

平成20年３月22日 

条例第７号 

（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。 

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)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 対象地域 次に掲げる立地奨励金（以下「奨励金」という。）の区

分に応じ、それぞれ定める地域等をいう。 

(３) 対象地域 次に掲げる地域等をいう。 

 ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第８条第１項第１号に規定する準 

ア 企業立地奨励金 次に掲げる地域等 

   (ア) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第８条第１項第１号に規定す 

る準工業地域、工業地域及び工業専用地域 

(イ) 都市計画法第７条第１項の規定により定められた市街化調整区     

域において、同法第19条第１項の規定により決定された同法第12条

の５の規定による地区計画の区域 

   (ウ) 都市計画法第19条第１項の規定により決定された木更津都市計

画築地地区地区計画(以下「築地地区地区計画」という。)の区域及

び木更津市中心市街地活性化基本計画に定められた区域 

   (エ) 木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業施行地区の区

域及び木更津都市計画事業金田東特定土地区画整理事業施行地区の

区域 

(オ) 市内のインターチェンジから半径５キロメートル以内の区域(次

号カに掲げる施設の立地に限る。) 

  イ 大規模投資企業立地奨励金 市内全域 

工業地域、工業地域及び工業専用地域 

イ 都市計画法第７条第１項の規定により定められた市街化調整区域にお

いて、同法第19条第１項の規定により決定された同法第12条の５の規定

による地区計画の区域 

ウ 都市計画法第19条第１項の規定により決定された木更津都市計画築

地地区地区計画(以下「築地地区地区計画」という。)の区域及び木更

津市中心市街地活性化基本計画に定められた区域 

エ 木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業施行地区の区域及

び木更津都市計画事業金田東特定土地区画整理事業施行地区の区域 

 

 

 

 

 

(４) 事業施設 次のいずれかに該当する施設をいう。 (４) 事業施設 次のいずれかに該当する施設をいう。 

ア・イ 略 ア・イ 略 

ウ 情報関連施設 産業分類による中分類39の情報サービス業の用に供

する施設、細分類3719のその他の固定電気通信業又は細分類9294のコ

ールセンター業の用に供する施設 

ウ 情報関連施設 産業分類による中分類39の情報サービス業の用に供

する施設又は細分類9294のコールセンター業の用に供する施設 

エ 略 エ 略 
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オ 計画推進施設 築地地区地区計画の区域に立地する当該地区計画の

土地利用の方針に定められた施設又は木更津市中心市街地活性化基本

計画に定められた区域に立地する当該計画に基づく施策を推進するた

めの施設 

オ その他の事業所 築地地区地区計画の区域に立地する当該地区計画

の土地利用の方針に定められた施設又は木更津市中心市街地活性化基

本計画に定められた区域に立地する当該計画に基づく施策を推進する

ための施設 

カ 農業関連施設 産業分類による小分類011の耕種農業の用に供する施

設 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿_ 

キ その他の施設 産業振興に寄与するものと市長が特に認める施設

（アからカまでに掲げるものを除く。） 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(５) 立地 対象地域において、新設し、増設し、又は移設する場合（前

号アからエまで及びカに該当する施設にあっては、事業者が同号アから

エまで及びカに掲げる事業の用に自ら供する場合に限る。）をいう。 

(５) 立地 事業者が対象地域において、新設し、増設し、又は移設する

場合（前号アからエまでに該当する施設にあっては、事業者が同号アか

らエまでに掲げる事業の用に自ら供する場合に限る。）をいう。 

(６) 新設 次に掲げる者が、新たに事業施設を設置する場合をいう。 

  ア 市内に事業所を有しない事業者 

  イ 市内に事業所を有しない事業者と財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）第８条第３項に規定する

親会社（以下「親会社」という。）又は同項に規定する子会社（以下

「子会社」という。）の関係にあるもの 

  ウ 市内に事業所を有しない事業者と同一の親会社を持つ会社であって、

当該会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これ

らに準ずる者（以下「役員」という。）が、当該事業者の役員を兼ねて

いるもの 

(７) 増設 次に掲げる者 が、新たに事業施設を設置し、又は対象地域内

の既存の事業施設を拡張する場合をいう。ただし、市内の既存の事業施設

の全部又は一部を閉鎖する場合は、この限りでない。 

  ア 市内に事業所を有する事業者 

  イ 市内に事業所を有する事業者と親会社又は子会社の関係にあるもの 

  ウ 市内に事業所を有する事業者と同一の親会社を持つ会社であって、当

該会社の役員が、当該事業者の役員を兼ねているもの 

(８)・(９) 略 

(６) 新設 市内に事業所を有しない事業者が、新たに事業施設を設置す

る場合をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７)  増設 市内に事業所を有する事業者が、新たに事業施設を設置し、

又は対象地域内の既存の事業施設を拡張する場合いう。ただし、市内の

既存の事業施設の全部又は一部を閉鎖する場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

(８)・ (９)  略 

(10) 投下固定資産額 事業者が新たに事業施設を設置するために取得し

た地方税法（昭和25年法律第226号）第341条に規定する土地（当該事業

施設の操業開始日前５年以内に取得した土地に限る。）、家屋及び償却

資産の取得合計額（第６号イに該当する新設又は第７号イに該当する増

設の場合にあってはそれぞれの親会社又は子会社の取得合計額を含み、

(10) 投下固定資産額 事業者が新たに事業施設を設置するために取得し

た地方税法（昭和25年法律第226号）第341条に規定する土地（当該事業

施設の操業開始日前５年以内に取得した土地に限る。）、家屋及び償却

資産の取得合計額をいう。 
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第６号ウに該当する新設又は第７号ウに該当する増設の場合にあっては

それぞれの会社の取得合計額を含む。）をいう。 

(11) 略 (11) 略 

（奨励措置） （奨励措置） 

第３条 市長は、第５条の規定により市長の指定を受けた事業者（以下「指

定事業者」という。）に対し、別表に定める奨励金を予算の範囲内で交付

することができる。 

２～５ 略 

第３条 市長は、第５条の規定により市長の指定を受けた事業者（以下「指

定事業者」という。）に対し、立地奨励金（以下「奨励金」という。）を

予算の範囲内で交付することができる。 

２～５ 略 

（事業者の指定） （事業者の指定） 

第５条 この条例により、奨励措置を受けることができる事業者は、別表に

定める奨励措置の区分に応じ、それぞれ定める交付要件を満たし、市長の

指定を受けた者とする。 

第５条 この条例により、奨励措置を受けることができる事業者は、本市に

立地する事業者のうち、次に掲げる要件を満たし、市長の指定を受けた者

とする。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(１) 投下固定資産額（増設をする事業者にあっては、当該増設に係る投

下固定資産額に限る。）が１億円以上（その他の事業所の立地をする事

業者にあっては10億円以上）であること。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(２) 事業施設の常用雇用者（増設をする事業者にあっては、当該増設に

係る常用雇用者に限る。）が10人以上（その他の事業所の立地をする事

業者にあっては100人以上）であること。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 略 

(３) 環境に十分配慮された事業施設であること。 

２ 略 

附 則 附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

１ 略 １ 略 

（有効期限等） （有効期限等） 

２ この条例は、令和５年３月31日限り、その効力を失う。ただし、この条

例の失効前にこの条例の規定による指定を受けた事業者については、なお

従前の例による。 

 

２ この条例は、平成32年３月31日限り、その効力を失う。ただし、この条

例の失効前にこの条例の規定による指定を受けた事業者については、なお

従前の例による。 
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別表（第３条第１項・第５条第１項） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

奨励措置の

区分 

交付要件 

対象地域 立地する事業施設 対象となる投下固定資産額等 

企業立地奨

励金 

第２条第３

号アに掲げ

る地域等 

第２条第４号アか

らカまでに掲げる

施設 

(１) 投下固定資産額（増設の

場合にあっては、当該増設に 

係る投下固定資産額に限る。 

）が１億円以上（計画推進施

設にあっては10億円以上）で

あること。 

(２) 事業施設の常用雇用者（ 

増設の場合にあっては、当該 

増設に係る常用雇用者に限る 

。）が５人以上（計画推進施

設にあっては30人以上）であ

ること。 

(３) 環境に十分配慮された事

業施設であること。 

大規模投資

企業立地奨

励金 

第２条第３

号イに掲げ

る地域 

第２条第４号キに

掲げる施設 

(１) 投下固定資産額（増設の

場合にあっては、当該増設に 

係る投下固定資産額に限る。 

）が10億円以上であること。 

(２) 事業施設の常用雇用者（ 

増設の場合にあっては、当該 

増設に係る常用雇用者に限る 

。）が５人以上であること。 

(３) 事業の用に供する土地の

面積が10ヘクタール以上であ

ること。 

(４) 環境に十分配慮された事

業施設であること。 
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新旧対照表 

○議案第２４号 木更津市証紙条例の一部を改正する条例 

新 旧 

木更津市証紙条例 木更津市証紙条例 

昭和39年３月30日 

条例第７号 

昭和39年３月30日 

条例第７号 

（証紙による収入の方法により徴収する歳入） （証紙による収入の方法により徴収する歳入） 

第２条 次に掲げるものを除くほか、本市において徴収する手数料は、証紙に

よる収入の方法により徴収する。 

第２条 次に掲げるものを除くほか、本市において徴収する手数料は、証紙に

よる収入の方法により徴収する。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

(６) 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の規定を適用する本市の経営

する企業において徴収する手数料 
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新旧対照表 

○議案第２５号 木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部を改正する条例 

新 旧 

   木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数

を定める条例 

平成29年３月23日 

条例第４号 

（推進委員の定数） 

第３条 推進委員の定数は、19人とする。 

   木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数

を定める条例 

平成29年３月23日 

条例第４号 

（推進委員の定数） 

第３条 推進委員の定数は、18人とする。 
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N

変更金額
当　　初

変　　更

差　　額

正 門

 265,000,000円

 211,870,000円

△53,130,000円

○変更契約金額表

凡例

二    系    水    処    理    棟

一　　系　　水　　処　　理　　棟

議案第２６号　　変更契約金額表及び平面図 

吐出水槽
分配槽

管理本館

○平面図

木更津市公共下水道木更津下水処理場（主ポンプ施設増設）の建設工事に係る業務委託

沈砂池ポンプ棟

自家発棟

汚泥処理棟

東
門
出
入
口

施工箇所

☆主ポンプ施設増設工事
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