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転先 の豊 測市場 での業務停 止30彗 間 の行 政処 分をした (機 月26日 付 )が 、2社
取 り消 しを求めて近 く東京地方裁判所 に釜訴 することを決録た。

その
'ま

京都 中央卸売市場条例 91条 に違 反 たとして処分 した。
tノ

営業 をしていましたが、閉場 (10月 10日 )で 市場 の使 用資格 がなくなったのに原状 回復
をして店舗 の返還 をしなかったので処分 しました」と説 明 した。
かきいれ時 の 12月 の業務停 止 は大打撃 だ。営業権 を主 張 して築 地市 場 を守るために
倍 の売 り上 げになるという。

こう反論する。

袖蓋

「たとえば、大家 さんがアパー トを建 て替 えるので間借 り人 に出ていってもらう場合 、大

帥 陸一
鎧

都 の行政処分 について、同組 合 の助言者 である熊本 一規・明治学院大学名誉教授 は

昴皿艶

今年 6月 に結成 された 2社 を含 む築 地市場 営業権組合 によれば、12月 は平 常月の約 3

帥 肇 勢一 鋤 団 塁

都 の担 当者 は、筆者 の取 材 に「2社 は、築 地 市場 の開場 までという使用指定 にともない

鮒皿盤

これに対 し、都 は「自己の費用 で 当該施設 を原状 に復 して返還」する義務 を定めた東

愉麹

などを築地市場 の 自社 の店舗 内 に残 していた。

α

2社 ￨よ 、築地市場 の解体 工 事を止 めるため、10月 ,こ :豊 灘市場 に移転 した後 も、冷 蔵庫

研 目 独

東京都 :よ 、解体 が進 む築地 市場 :こ 私物 を残 していた仲 卸業者 2社 ,こ 12月 1日 から移

家 さんの都合 で建て替えるのだか らヽ間借 り人 の5「 っ越 し費用 は負担 するのが慣行 で
り、大 家 の都 合 なのか間借 り人 の都合 なのかがポイン トです。築 地市 場 の場合、大家 で
ある都 の都合 で勝手 に豊洲 移転 を決めたのに問借 り人 である仲 卸業者 の 引 っ越 し費
あって使用資格 が消滅 した場合 に原状 回復 と返還 の義務 を定めた条例 ですか ら、何

Ю階

の落 ち度もない仲 卸業者 にこの条例 を適用 すること自体 が違法なのです」

帥菫

用 すら負担 していません。しかし、91条 は使用 者、つまり仲 卸業者 ら間借 り人 に原 因 が

帥壁麹駐

す。逆 に間借 り人 の都合 で 出て行 くなら引 っ越 し費用 は当然本人 が 負担 します。つま

行 政処分 に「重大 かつ 明 白な暇疵 」が ある場合 には無効 になる。
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