
○ 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針（信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。）

新 旧 対 照 表 

改  正  後 現 行 

○ 略語とその定義一覧

略  語 定  義 

（略） 〈略〉 

地方農政局等 地方農政局（沖縄県にあっては沖縄総合事務局、北海道

にあっては協同組織課） 

機構法 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律

第 101号） 

基盤強化法 農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号） 

（略） 〈略〉 

○ 略語とその定義一覧

略  語 定  義 

（略） 〈略〉 

地方農政局等 地方農政局（沖縄県にあっては沖縄総合事務局、北海道

にあっては協同組織課） 

（新設） （新設） 

基盤強化法 農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号） 

（略） 〈略〉 

Ⅱ 組合の監督上の評価項目 

Ⅱ－１ 経営管理体制 

Ⅱ－１－２ 業務及び執行体制 

Ⅱ－１－２－１ 組合員資格の確認 

Ⅱ－１－２－１－２ 主な着眼点 

（１）～（３） （略） 

（４）機構法第 26条第１項又は農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令

和４年法律第 56号）附則第７条第１項によりなお従前の例によることとされる

旧基盤強化法（以下（６）において「旧基盤強化法」という。）第 28条第１項

に基づき、引き続き正組合員資格が認められる特例措置を定款に規定している

農協にあっては、特例措置適用者について定款に基づき理事会の確認を受けて

いるか。また、定款に特例措置の規定をおくことについて、組合員の意向や動向

等を踏まえてその必要性を個々に検証しているか。 

（５） （略）

（６）法第 27条で定められている組合員名簿の記載事項のほか、組合員を適切に管

理するために必要な基本情報（農地面積、農業従事日数、機構法又は旧基盤強化

法の特例か否か等）を把握していることが望ましい。 

Ⅱ 組合の監督上の評価項目 

Ⅱ－１ 経営管理体制 

Ⅱ－１－２ 業務及び執行体制 

Ⅱ－１－２－１ 組合員資格の確認 

Ⅱ－１－２－１－２ 主な着眼点 

（１）～（３） （略） 

（４）基盤強化法第 28条第１項に基づき、引き続き正組合員資格が認められる特例

措置を定款に規定している農協にあっては、特例措置適用者について定款に基

づき理事会の確認を受けているか。また、定款に特例措置の規定をおくことにつ

いて、組合員の意向や動向等を踏まえてその必要性を個々に検証しているか。 

（５） （略）

（６）法第 27条で定められている組合員名簿の記載事項のほか、組合員を適切に管

理するために必要な基本情報（農地面積、農業従事日数、基盤強化法の特例か否

か等）を把握していることが望ましい。 

Ⅱ－１－２ 業務及び執行体制 Ⅱ－１－２ 業務及び執行体制 
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Ⅱ－１－２－３ 役員体制 

Ⅱ－１－２－３－２ 主な着眼点 

（略） 

（１）・（２） （略） 

（３）経営管理委員及び経営管理委員会並びに理事及び理事会 

①・② （略） 

③ 経営管理委員及び理事の構成 

ア （略） 

イ 農協にあっては、理事又は経営管理委員の構成が、法第 30条第 12項（法

第 30条の２第４項において準用する場合を含む。）又は第 30条の２第７項

の規定に適合しているか。 

この場合において、実践的能力者（法第 30条第 12項第２号）に該当する

かどうかは、当該農協の事業や経営の方向性を踏まえて、あくまでも各農協

において判断するものであるが、選任理由等については、理事又は経営管理

委員を選任する総会等において、組合員等に十分説明する必要がある。 

なお、理事又は経営管理委員の選任に当たっては、各候補者が「認定農業

者」又は「実践的能力者」（法第 30条第 12項ただし書（法第 30条の２第

４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく例外を適用する場合に

あっては、「認定農業者」、施行規則第 76条の２第１項第１号に規定する

「認定農業者に準ずる者」又は「実践的能力者」）に該当するかどうかを役

員選任議案等を通じて組合員等に周知する必要がある。 

（注１）（略） 

（注２）施行規則第 76条の２第１項第１号に規定する「認定農業者に準ずる

者」として具体的に想定される者を例示すると、以下のとおりである。な

お、施行規則第 76条の２第１項第１号ハ、へ及びチに規定する「親族」

の範囲は、民法（明治 29年法律第 89号）第 725条に規定する親族とする

が、「認定農業者に準ずる者」に該当する親族は、認定農業者等の行う農

業に従事し、その経営に参画する者に限られることに留意する。 

（略） 

・ 同号ヘに掲げる者･･･畜産クラスター計画などにおいて位置付けられ

た地域の中心的な経営体。 

（略） 

（注３）認定農業者については、農協から市町村に対し認定農業者に関する情

報の照会があった際は適切に対応する旨が、市町村に対して周知されて

Ⅱ－１－２－３ 役員体制 

Ⅱ－１－２－３－２ 主な着眼点 

（略） 

（１）・（２） （略） 

（３）経営管理委員及び経営管理委員会並びに理事及び理事会 

①・② （略） 

③ 経営管理委員及び理事の構成 

ア （略） 

イ 農協にあっては、理事又は経営管理委員の構成が、法第 30条第 12項（法

第 30条の２第４項において準用する場合を含む。）又は第 30条の２第７項

の規定に適合しているか。 

この場合において、実践的能力者（法第 30条第 12項第２号）に該当する

かどうかは、当該農協の事業や経営の方向性を踏まえて、あくまでも各農協

において判断するものであるが、選任理由等については、理事又は経営管理

委員を選任する総会等において、組合員等に十分説明する必要がある。 

なお、理事又は経営管理委員の選任に当たっては、各候補者が「認定農業

者」又は「実践的能力者」（法第 30条第 12項ただし書（法第 30条の２第

４項において準用する場合を含む。）の規定に基づく例外を適用する場合に

あっては、「認定農業者」、施行規則第 76条の２第１項第１号に規定する

「認定農業者に準ずる者」又は「実践的能力者」）に該当するかどうかを役

員選任議案等を通じて組合員等に周知する必要がある。 

（注１）（略） 

（注２）施行規則第 76条の２第１項第１号に規定する「認定農業者に準ずる

者」として具体的に想定される者を例示すると、以下のとおりである。な

お、施行規則第 76条の２第１項第１号ハ、へ及びチに規定する「親族」

の範囲は、民法（明治 29年法律第 89号）第 725条に規定する親族とする

が、「認定農業者に準ずる者」に該当する親族は、認定農業者等の行う農

業に従事し、その経営に参画する者に限られることに留意する。 

（略） 

・ 同号ヘに掲げる者･･･人・農地プランや畜産クラスター計画などにお

いて位置付けられた地域の中心的な経営体。 

（略） 

（注３）認定農業者については、農協から市町村に対し認定農業者に関する情

報の照会があった際は適切に対応する旨が、市町村に対して周知されて
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いる（農業経営基盤強化促進法の基本要綱（平成 24 年５月 31 日経営第

564号農林水産省経営局長通知）第６の 11及び別紙６）。 

（注４）認定農業者に準ずる者のうち、認定就農者については、農協から市町

村に対し認定就農者に関する情報の照会があった際は適切に対応する旨

が、市町村に対して周知されている（農業経営基盤強化促進法の基本要

綱第７の 13及び別紙６）。 

また、認定農業者に準ずる者のうち、施行規則第 76 条の２第１項第１

号ヘ及びトに掲げる者については、都道府県及び市町村に対して、これら

の者に関する照会が農協からあった際には情報の提供に協力するよう依

頼がされている（「認定農業者に準ずる者」に関する農業協同組合への情

報提供について（依頼）（平成 28年５月 25日付け 28生畜第 290号・28

経営第 548 号農林水産省生産局畜産部畜産企画課長・経営局経営政策課

長・経営局就農・女性課長・経営局協同組織課長通知））。 

（注５） （略） 

ウ～カ （略） 

④ （略） 

（４） （略） 

 

Ⅱ－１－６ 個人情報保護対応 

Ⅱ－１－６－３ 監督手法・対応 

（１） 行政庁への報告 

① 個人データの漏えいに係る報告 

組合（厚生連を除く。）は、個人情報保護法及び個人情報の保護に関する

法律施行規則（平成 28年個人情報保護委員会規則第３号）等の規定、保護法

等ガイドライン及び関連通知等により、個人データの漏えい等であって個人

の権利利益を害するおそれが大きいもの（①要配慮個人情報が含まれる個人

データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態、②不正に利用

されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が

発生し、又は発生したおそれがある事態、③不正の目的をもって行われたお

それがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態、

④個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生し

たおそれがある事態）が生じたときは、速やかに農林水産大臣（都道府県の

所管する組合にあっては都道府県知事）に報告することとされているが、都

道府県知事が当該報告を受けた場合は、直ちに地方農政局等宛て報告するこ

いる（農業経営基盤強化促進法の基本要綱（平成 24 年５月 31 日経営第

564号農林水産省経営局長通知）第５の９及び別紙５）。 

（注４）認定農業者に準ずる者のうち、認定就農者については、農協から市町

村に対し認定就農者に関する情報の照会があった際は適切に対応する旨

が、市町村に対して周知されている（農業経営基盤強化促進法の基本要

綱第５の２の 13及び別紙５）。 

また、認定農業者に準ずる者のうち、施行規則第 76 条の２第１項第１

号ヘ及びトに掲げる者については、都道府県及び市町村に対して、これら

の者に関する照会が農協からあった際には情報の提供に協力するよう依

頼がされている（「認定農業者に準ずる者」に関する農業協同組合への情

報提供について（依頼）（平成 28年５月 25日付け 28生畜第 290号・28

経営第 548 号農林水産省生産局畜産部畜産企画課長・経営局経営政策課

長・経営局就農・女性課長・経営局協同組織課長通知））。 

（注５） （略） 

ウ～カ （略） 

④ （略） 

（４） （略） 

 

Ⅱ－１－６ 個人情報保護対応 

Ⅱ－１－６－３ 監督手法・対応 

（１） 行政庁への報告 

① 個人データの漏えいに係る報告 

組合は、個人情報保護法及び個人情報の保護に関する法律施行規則（平成

28年個人情報保護委員会規則第３号）等の規定、保護法等ガイドライン及び

関連通知等により、個人データの漏えい等であって個人の権利利益を害する

おそれが大きいもの（①要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が

発生し、又は発生したおそれがある事態、②不正に利用されることにより財

産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生し

たおそれがある事態、③不正の目的をもって行われたおそれがある個人デー

タの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態、④個人データに係

る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事

態）が生じたときは、速やかに農林水産大臣（都道府県の所管する組合にあ

っては都道府県知事）に報告することとされているが、都道府県知事が当該

報告を受けた場合は、直ちに地方農政局等宛て報告することする。また、地
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とする。また、地方農政局及び沖縄総合事務局においては、これらの報告に

ついて、直ちに協同組織課宛て報告するものとする。 

なお、個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15年政令第 507 号）第

38 条第 1 項の規定により、都道府県知事が個人情報保護法第 143 条第 1 項

に規定する検査等事務を行った場合における個人情報の保護に関する法律

施行令第 38 条第３項に基づく個人情報保護委員会への報告は、地方農政局

等及び協同組織課を経由して行うものとする。 

厚生連は扱う情報の多くが要配慮個人情報であるため、個人データの漏え

い等であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものが生じたときは、

速やかに個人情報保護委員会に報告を行うこととし、当該報告を行った場合

には、速やかに農林水産大臣（県の所管する厚生連にあっては、県知事）に

情報提供するよう要請することとする。県知事が当該情報提供を受けた場合

は、毎月分を取りまとめの上、翌月 20 日までに地方農政局宛て報告するも

のとする。地方農政局においては、これらの報告について、協同組織課宛て

に報告するものとする。 

② 特定個人情報の漏えい等に係る報告 

 （略） 

 （関連通知等） 

・ 「事業所管大臣への権限の委任等について」（令和５年３月２日付け個

情第 334号個人情報保護委員会委員長通知） 

・ （略） 

③（略） 

（２） （略） 

 

方農政局及び沖縄総合事務局においては、これらの報告について、直ちに協

同組織課宛て報告するものとする。 

なお、個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15年政令第 507 号）第

38 条第 1 項の規定により、都道府県知事が個人情報保護法第 143 条第 1 項

に規定する検査等事務を行った場合における個人情報の保護に関する法律

施行令第 38 条第３項に基づく個人情報保護委員会への報告は、地方農政局

等及び協同組織課を経由して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特定個人情報の漏えい等に係る報告 

 （略） 

（関連通知等） 

・ 「事業所管大臣への権限の委任等について」（令和４年３月４日付け個

情第 286号個人情報保護委員会委員長通知） 

・ （略） 

③（略） 

（２） （略） 

 

Ⅱ－３ 事業実施体制 

Ⅱ－３－１ 組合員に対する営農・経営支援 

Ⅱ－３－１－２ 主な着眼点 

（１）～（５） （略） 

（削る。） 

Ⅱ－３ 事業実施体制 

Ⅱ－３－１ 組合員に対する営農・経営支援 

Ⅱ－３－１－２ 主な着眼点 

（１）～（５） （略） 

（６）農地利用集積円滑化事業の実施 

農協が基盤強化法第 11 条の 12 に規定する農地利用集積円滑化団体である場

合には、基盤強化法及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱（平成 24年５月 31

日付け 24経営第 564号農林水産省経営局長通知。以下「基本要綱」という。）
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の規定に基づき適切に実施されているか。特に以下の点について留意する必要

がある。 

① 農用地等（基盤強化法第４条第１項に規定する農用地等をいう。以下同じ。）

の貸付け等に当たっては、基本要綱第２に定める認定農業者や人・農地プラン

に位置付けられた今後の地域の中心となる経営体に対して優先的に貸付け等

を行うように努めているか。 

② 農用地等の所有者から当該事業に係る委任契約の申込みを受けた場合に、

農用地等の出し手・受け手となる者の購買事業、販売事業等の利用状況等農協

との関係の濃淡によって、委任契約の締結を拒んだり、農地の集積先の優先度

を変えたりするなど不適切な扱いをしていないか。 

 

Ⅱ－３－２ 販売・購買事業 

Ⅱ－３－２－２ 主な着眼点 

（１）～（５） （略） 

（６） （略） 

（７） （略） 

（８） （略） 

 

Ⅱ－３－２ 販売・購買事業 

Ⅱ－３－２－２ 主な着眼点 

（１）～（５） （略） 

（７） （略） 

（８） （略） 

（９） （略） 

 

Ⅱ－３－９ 農業経営事業 

Ⅱ－３－９－１ 意義 

農業経営事業については、昭和 45年に受託農業経営が認められて以来、組合員の

営農活動と競合しないと認められる受託農業経営や農地保有合理化法人として行う

研修等事業などに限定されてきたところである。 

平成 21年 12月に施行された農地法等の一部を改正する法律（平成 21年法律第 57

号）による改正後の法においては、担い手が不足する農地等が増加する中で、組合自

らが、組合員のニーズに基づき、組合員の営農活動と競合しない範囲で、担い手が不

足する農地等において農業経営事業を行うことができることとしたところであり、

今後、組合が農業経営事業を通じて地域農業の維持を図って行くことが求められて

いる。 

また、連合会について農業経営事業が行えることとされたのは、畜産の分野等にお

いて、農業経営が専門化、大規模化していること等から、農協では当該経営を適切に

行うことが困難であり、連合会が対応した方が本事業を円滑に実施できる場合も考

えられることによる。 

Ⅱ－３－９ 農業経営事業 

Ⅱ－３－９－１ 意義 

農業経営事業については、昭和 45年に当該事業が認められて以来、組合員の営農

活動と競合しないと認められる受託農業経営や農地保有合理化法人として行う研修

等事業などに限定されてきたところである。 

平成 21年 12月に施行された農地法等の一部を改正する法律（平成 21年法律第 57

号）による改正後の法においては、担い手が不足する農地等が増加する中で、組合自

らが、組合員のニーズに基づき、組合員の営農活動と競合しない範囲で、担い手が不

足する農地等において農業経営事業を行うことができることとしたところであり、

今後、組合が農業経営事業を通じて地域農業の維持を図って行くことが求められて

いる。 

また、連合会について農業経営事業が行えることとされたのは、畜産の分野等にお

いて、農業経営が専門化、大規模化していること等から、農協では当該経営を適切に

行うことが困難であり、連合会が対応した方が本事業を円滑に実施できる場合も考

えられることによる。 
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Ⅲ 組合の監督の事務処理上の留意点 

Ⅲ－２ 法令等に係る事務処理上の留意事項 

Ⅲ－２－１ 組合の組織 

Ⅲ－２－１－２ 組合の各種規程の承認等 

Ⅲ－２－１－２－３ 農業経営規程の承認 

（１） （略） 

（２）審査要領 

① 農業経営規程の設定又は変更の承認を行う場合は、施行規則第 52条に規定

する記載事項が農業経営規程に記載されているか、農業経営が法第 11条の 50

第１項各号のいずれの場合に該当するか、同条第２項の要件が担保されてい

るか、同条第３項に規定する手続を経ているか、慎重に審査するものとする。 

 

② 法第 11条の 50第１項各号の場合は、次のとおりである。 

ア 同項第１号の場合により行うときは、対象とする農地等が組合の地区内

であり、当該農地等について、現在、担い手が不足し、又は不足することが

見込まれるため、農業上の利用が適切に図られていない状況にあり、又は図

られなくなることが見込まれることから、組合が当該農地等を賃借し、自ら

農業経営（当該農業経営において新たに農業経営を営もうとする者が農業の

技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業を実施する場

合を含む。）を行うことが組合員のニーズや地域の農業を維持する観点に照

らして客観的に妥当であると認められる場合である。 

（削る。） 

 

 

イ 同項第２号の場合により行うときは、組合が農家の再建・整理を図る際に

転廃業農家の農業用施設を引き受けて農業経営を行う場合や、担い手育成の

ために農業用施設を利用して行う農業経営など施行規則第 51条の２に定め

る場合である。 

③ 農業経営規程に記載された事業の実施区域が基盤強化法第 19条第１項に規

定する地域計画の区域内にある場合において、農業経営規程の設定又は変更

の承認をしようとするときは、法第 11条の 51第５項に基づき、例えば次のよ

うな配慮を行うものとする。 

Ⅲ 組合の監督の事務処理上の留意点 

Ⅲ－２ 法令等に係る事務処理上の留意事項 

Ⅲ－２－１ 組合の組織 

Ⅲ－２－１－２ 組合の各種規程の承認等 

Ⅲ－２－１－２－３ 農業経営規程の承認 

（１） （略） 

（２）審査要領 

① 農業経営規程の設定又は変更の承認を行う場合は、施行規則第 52条に規定

する記載事項が農業経営規程に記載されているか、農業経営が法第 11条の 50

第１項各号のいずれの場合に該当するか、同条第２項の要件が担保されてい

るか、同条第３項から第９項までに規定する手続を経ているか、慎重に審査す

るものとする。 

② 法第 11条の 50第１項各号の場合は、次のとおりである。 

ア 同項第１号の場合により行うときは、対象とする農地等が組合の地区内

であり、当該農地等について、現在、担い手が不足し、又は不足することが

見込まれるため、農業上の利用が適切に図られていない状況にあり、又は図

られなくなることが見込まれることから、組合が当該農地等を賃借し、自ら

農業経営を行うことが組合員のニーズや地域の農業を維持する観点に照ら

して客観的に妥当であると認められる場合である。 

 

 

イ 同項第２号の場合により行うときは、農地利用集積円滑化団体として、農

地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農地で研修等事業を行い、新

たな担い手に引き継いでいく場合等担い手の育成等につながる場合である。 

ウ 同項第３号の場合により行うときは、組合が農家の再建・整理を図る際に

転廃業農家の農業用施設を引き受けて農業経営を行う場合や、担い手育成の

ために農業用施設を利用して行う農業経営など施行規則第 51条の２に定め

る場合である。 

（新設） 
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ア Ⅱ－３－９－２（１）に記載されている内容について、組合が地域計画の

策定に参画する過程において周知・調整を行っているものと取り扱うこと 

イ Ⅱ－３－９－２（３）に記載されている内容について、組合員による組合

の事業利用の妨げとならないように配慮されているものと取り扱うこと 

ウ 地域計画の達成に資すると考えられる各種支援施策の活用等の情報提供

を行うこと 

④ ③の場合において、必要があると認めるときは、法第 11条の 51第５項に基

づき、例えば次のような事項の確認を行うため、市町村の意見を聴くものとす

る。 

ア 地域計画における組合の位置付けが不明確なときに、当該地域計画と当

該組合が行おうとしている農業経営との関わり 

イ 地域計画に農業を担う者として組合が記載されていないときに、当該組

合が農業を担う者として今後記載される見込みや協議の状況 

⑤ 農業経営規程の設定又は変更の承認に際しては、当該事業の確実な実施を

図るため必要最小限の条件を付すことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 農業経営規程の設定又は変更の承認に際しては、当該事業の確実な実施を

図るため必要最小限の条件を付すことができる。 

Ⅲ－２－５ 子会社等 

Ⅲ－２－５－５ 資料の提出 

（１） （略） 

（２）把握方法について 

① （略） 

② 組合に提出を求める資料 

施行規則第 202 条第３項に規定する様式により業務報告書を提出する組合

については以下のイ及びウ、その他の組合については以下のアからウまでの

資料の提出をそれぞれ求めることとする。 

ア・イ （略） 

ウ 行政庁の指導監督に当たって特に必要となる子会社等に関する資料 

（３）～（６） （略） 

 

Ⅲ－２－５ 子会社等 

Ⅲ－２－５－５ 資料の提出 

（１） （略） 

（２）把握方法について 

① （略） 

② 組合に提出を求める資料 

施行規則第 202 条第３項に規定する様式により業務報告書を提出する組合

については以下のイ及びウ、その他の組合については以下のアからウまでの

資料の提出をそれぞれ求めることとする。 

ア・イ （略） 

ウ 行政庁び指導監督に当たって特に必要となる子会社等に関する資料 

（３）～（６） （略） 

 

Ⅳ 農事組合法人の監督上の評価項目 

Ⅳ－１ 意義 

農事組合法人は、農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増

進するため、農業に係る共同利用事業や農作業の共同化に関する事業を行うほか、農

Ⅳ 農事組合法人の監督上の評価項目 

Ⅳ－１ 意義 

農事組合法人は、農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増

進するため、農業に係る共同利用事業や農作業の共同化に関する事業を行うほか、農
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業者が農地、労働力等を提供しあい、共同して農業経営を行うものであり、生産行程

における協同組織体として比較的小規模で人的結合の強い組織であるという性格か

ら、その組織は行政庁の監督を必要最小限にとどめ、組合員の自主的な運営に委ねて

いる。 

このため、農事組合法人に対する監督は、組合と異なり、設立、解散、合併、定款

変更等の認可は不要で、単に届出（定款変更については法第 72条の 29第２項、設立

については法第 72 条の 32 第４項、解散については法第 72 条の 34 第２項、合併に

ついては法第 72条の 35第３項）でよいほか、請求検査（法第 94条第１項）、随時

検査（法第 94条第３項）及び常例検査（法第 94条第４項）の適用はなく、報告徴収

（法第 93条第１項）、違法の疑いのある場合の検査（法第 94条第２項）、違法行為

に対する必要措置命令（法第 95条第１項）及び解散命令（法第 95条の２第１号及び

第３号）の規定の適用があるにとどまっている。 

しかしながら、農事組合法人の中には、事業活動が不十分なものや活動内容が不適

正なものもあることから、農事組合法人の事業活動の活発化を図るとともに、不適正

な活動を行っているものについては是正を図っていく必要がある。 

このため、農事組合法人の指導・監督に当たっては、以下により対応するものとす

る。 

 

業者が農地、労働力等を提供しあい、共同して農業経営を行うものであり、生産行程

における協同組織体として比較的小規模で人的結合の強い組織であるという性格か

ら、その組織は行政庁の監督を必要最小限にとどめ、組合員の自主的な運営に委ねて

いる。 

このため、農事組合法人に対する監督は、組合と異なり、設立、解散、合併、定款

変更等の認可は不要で、単に届出（設立については法第 72条の 32第４項、解散につ

いては法第 72条の 34第２項、合併については法第 72条の 35第３項）でよいほか、

請求検査（法第 94条第１項）、随時検査（法第 94条第３項）及び常例検査（法第 94

条第４項）の適用はなく、報告徴収（法第 93条第１項）、違法の疑いのある場合の

検査（法第 94条第２項）、違法行為に対する必要措置命令（法第 95条第１項）及び

解散命令（法第 95条の２第１号及び第３号）の規定の適用があるにとどまっている。 

しかしながら、農事組合法人の中には、事業活動が不十分なものや活動内容が不適

正なものもあることから、農事組合法人の事業活動の活発化を図るとともに、不適正

な活動を行っているものについては是正を図っていく必要がある。 

このため、農事組合法人の指導・監督に当たっては、以下により対応するものとす

る。 

 

 

Ⅳ－２ 主な着眼点 

（１） （略） 

（２）法令違反の農事組合法人の指導監督に関する着眼点 

一部の農事組合法人において、設立の届出を怠っている事例や農業以外の事業

を定款に定めている事例など、法令に違反している事例が見受けられるところで

ある。 

農事組合法人制度は、農地法第２条第３項に規定する農地所有適格法人の一形

態として農業施策の一翼を担う重要な制度であり、その運用が適正に行われる必

要があることから、法令違反の農事組合法人の指導監督に当たっては、特に以下の

着眼点に留意するものとする。 

また、法令違反については罰則（法定外事業の実施（法第 101条第１項第１号）、

設立又は解散の届出義務違反（法第 101条第１項第４号）等）の適用もあることか

ら、農事組合法人が法を遵守するよう指導するものとする。 

この際、特に②、⑤及び⑥に該当する法人であって、今後も事業を継続すること

を希望する法人については、株式会社又は一般社団法人へ組織変更するよう促す

Ⅳ－２ 主な着眼点 

（１） （略） 

（２）法令違反の農事組合法人の指導監督に関する着眼点 

一部の農事組合法人において、設立の届出を怠っている事例や農業以外の事業

を定款に定めている事例など、法令に違反している事例が見受けられるところで

ある。 

農事組合法人制度は、農地法第２条第７項に規定する農業生産法人の一形態と

して農業施策の一翼を担う重要な制度であり、その運用が適正に行われる必要が

あることから、法令違反の農事組合法人の指導監督に当たっては、特に以下の着眼

点に留意するものとする。 

また、法令違反については罰則（法定外事業の実施（法第 101条第１項第１号）、

設立又は解散の届出義務違反（法第 101条第１項第４号）等）の適用もあることか

ら、農事組合法人が法を遵守するよう指導するものとする。 

この際、特に②、⑤及び⑥に該当する法人であって、今後も事業を継続すること

を希望する法人については、株式会社又は一般社団法人へ組織変更するよう促す
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ものとする。なお、⑤に該当する法人については、農民たる組合員が３人未満にな

った日から引き続き６ヶ月間その農民たる組合員が３人以上にならなかった場合

には、その６ヶ月を経過した日に法定解散となることに留意する必要がある。 

①～⑥ （略） 

（３） （略） 

ものとする。なお、⑤に該当する法人については、農民たる組合員が３人未満にな

った日から引き続き６ヶ月間その農民たる組合員が３人以上にならなかった場合

には、その６ヶ月を経過した日に法定解散となることに留意する必要がある。 

①～⑥ （略） 

（３） （略） 

（４）農事組合法人の活動状況を確認するために収集する書類と着眼点 

農事組合法人が法令等を守っているか、また、適正な事業活動を行っているかを

確認するために次の書類の提出を求め、それぞれの事項について確認するものと

する。 

①・② （略） 

    ③ 組合員名簿 

ア （略） 

イ 組合員資格は以下について確認する。 

a 農業経営を行わない農事組合法人にあっては、法第 72条の 13第１項第

１号に掲げる農民のみ（ただし、機構法第 26条第２項又は農業経営基盤強

化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 56号）附則第７条第２

項によりなお従前の例によることとされる旧基盤強化法第 28 条第２項に

基づき、引き続き組合員資格が認められる特例を含む。）が組合員たる資

格を有しているか。 

b （略） 

ウ 施行令第 40 条第１号に規定する個人又は第２号に規定する者について

は、構成員の安定性という観点から、農事組合法人と５年以上の長期の契約

を締結しているか。 

 

エ （略） 

オ 施行令第 40条第３号に規定する法人を組合員とする農事組合法人につい

ては、基盤強化法第 19条第１項に規定する地域計画に農業を担う者として

記載されているか。 

カ 施行令第 40条第３号に規定する法人については、労働力の融通や農業機

械や施設の共同利用など、当該法人を組合員とする農事組合法人と連携して

事業を行っているか。 

④～⑦ （略） 

 

（４）農事組合法人の活動状況を確認するために収集する書類と着眼点 

農事組合法人が法令等を守っているか、また、適正な事業活動を行っているかを

確認するために次の書類の提出を求め、それぞれの事項について確認するものと

する。 

①・② （略） 

    ③ 組合員名簿 

ア （略） 

イ 組合員資格は以下について確認する。 

a 農業経営を行わない農事組合法人にあっては、法第 72条の 13第１項第

１号に掲げる農民のみ（ただし、基盤強化法の特例を含む）が組合員たる

資格を有しているか。 

 

 

 

b （略） 

ウ 法第 72 条の 13 第１項４号に規定する「当該農事組合法人からその事業

に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続して受ける者又はその事業の

円滑化に寄与する者」については、構成員の安定性という観点から、農事組

合法人と５年以上の長期の契約を締結しているか。 

エ （略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

④～⑦ （略） 
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Ⅳ－３ 監督手法・対応 

（１）～（３） （略） 

（４）解散命令 

（２）の④又は⑤の場合、（３）の必要措置命令に従わない、また、自主解散

もしない場合には、法第 95条の２に基づき、当該法人及び理事に対し解散命令

を発出する。解散命令書が返戻された場合は、法第 95条の３に基づき通知に代

えて命令の要旨を官報に掲載することにより解散させることとする。 

（５）・（６） （略） 

Ⅳ－３ 監督手法・対応 

（１）～（３） （略） 

（４）解散命令 

（２）の④又は⑤の場合、（３）の必要措置命令に従わない、また、自主解散

もしない場合には、法第 95条の２に基づき、当該法人及び理事に対し解散命令

を発出する。解散命令書が返戻された場合は、法第 95条の３第２項に基づき通

知に代えて命令の要旨を官報に掲載することにより解散させることとする。 

（５）・（６） （略） 

（７）解散の嘱託登記 

① 解散命令が発効した場合及び法第 73 条第４項において準用する法第 64 条

の２第１項に基づく官報公告を行い、２月の期間の満了により解散とみなさ

れた場合、解散登記嘱託書を登記官に提出し、解散登記を行う。 

ア・イ （略） 

② （略） 

（８） （略） 

（７）解散の嘱託登記 

① 解散命令が発効した場合及び法第 73 条第４項において準用する法第 64 条

の２第１項に基づく官報公告を行い、２月の期間の満了により解散と見なさ

れた場合、解散登記嘱託書を登記官に提出し、解散登記を行う。 

ア・イ （略） 

② （略） 

（８） （略） 

 

Ⅳ－２ 別紙定款例（農事組合法人定款例） 

 

制定 平成 14 年３月１日 

改正 平成 15 年３月 31 日 

平成 18 年７月 20 日 

平成 18年 12月 18日 

平成 19 年１月 25 日 

平成 23 年２月 28 日 

平成 25 年５月 15 日 

平成 27 年３月３日 

平成 28 年４月１日 

平成 29 年４月 21 日 

令和  年  月  日 

 

Ⅳ－２ 別紙定款例（農事組合法人定款例） 

 

制定 平成 14 年３月１日 

改正 平成 15 年３月 31 日 

平成 18 年７月 20 日 

平成 18年 12月 18日 

平成 19 年１月 25 日 

平成 23 年２月 28 日 

平成 25 年５月 15 日 

平成 27 年３月３日 

平成 28 年４月１日 

平成 29 年４月 21 日 

 

本定款例は、一律に適用することを求めるものではなく、本定款例と異なる内容の

記載であっても、法令等で定める必要事項（※）や適切な内容が記載されていれば差

し支えない。 

本定款例は、一律に適用することを求めるものではなく、本定款例と異なる内容の

記載であっても、法令等で定める必要事項（※）や適切な内容が記載されていれば差

し支えない。 
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なお、設立後には２週間以内に届出が必要であることから、所管行政庁（１つの都

道府県の区域を超えない区域を地区とする場合は都道府県、２つ以上の都道府県の

区域を地区とする場合は農林水産省（地方農政局））に設立に先立ち相談することが

望ましい。 

※ （略） 

 

 

 

 

 

 

※ （略） 

 

（地区） 

第３条 この組合の地区は、○○県○○郡○○村字○○の区域とする。 

 

［備考］ 地区の範囲は、農民たる組合員の住所がある最小行政区画（市町村区）又はそれ以下（大

字、字等）で規定することとし、最小行政区画が複数ある場合は、これを列記すること。 

 

 

（地区） 

第３条 この組合の地区は、○○県○○郡○○村字○○の区域とする。 

 

［備考］ 地区の範囲は、農民たる組合員の住所がある最小行政区画（市町村区）又はそれ以下（大

字、字等）で規定することとし、最小行政区画が複数ある場合は、これを列記すること。 

 

 

（事業） 

第６条 （略） 

 

［備考］１ （略） 

２ 法第 72条の 10第１項第２号かっこ書の事業を行う場合は、第３号中「前２号」を「前

４号」に改め、同号を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。ただし、以下の列挙

事業中行わない事業は削ること。 

（3) 前号に掲げる農業に関連する事業であって、次に掲げるもの 

① 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工 

② 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売 

③ 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物

を熱源とする熱の供給 

④ 農業生産に必要な資材の製造 

⑤ 農作業の受託 

⑥ 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律（平成６年法律第

46 号）第２条第１項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とす

る施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農

村滞在型余暇活動に必要な役務の提供 

（事業） 

第６条 （略） 

 

［備考］１ （略） 

２ 法第 72条の 10第１項第２号かっこ書の事業を行う場合は、第３号中「前２号」を「前

４号」に改め、同号を第５号とし、第２号の次に次の２号を加える。ただし、以下の列挙

事業中行わない事業は削ること。 

（3) 前号に掲げる農業に関連する事業であって、次に掲げるもの 

① 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工 

② 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売 

（新設） 

 

③ 農業生産に必要な資材の製造 

④ 農作業の受託 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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⑦ 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場

合における当該設備による電気の供給 

(4) （略） 

      ３ なお、水産業、産業廃棄物処理業、経営コンサルタント業、レストラン経営業など法

第 72条の 10第１項に規定された事業に該当しないものは、農事組合法人の定款に一切

規定できないので、留意すること。 

 

 

 

(4) （略） 

      ３ なお、水産業、産業廃棄物処理業、経営コンサルタント業など法第 72条の 10第１項

に規定された事業に該当しないものは、農事組合法人の定款に一切規定できないので、

留意すること。 

 

（組合員の資格） 

第８条 （略） 

２・３ （略） 

 

［備考］１・２ （略） 

３ 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 56号）附則第７条

第２項によりなお従前の例によることとされる旧農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年

法律第 65号）第 28条第２項において準用する同条第１項による組合員たる地位の継続

を認める農事組合法人に関しては、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加え

ること。 

 

３ 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 56号）による改

正前の農業経営基盤強化促進法第 19 条の規定による公告があった農用地利用集積計

画の定めるところによって利用権を設定したことにより、この組合の組合員でなくな

った者で同法第 23条第１項の認定を受けた農用地利用改善事業を行う団体（以下「農

用地利用改善事業実施団体」という。）の構成員であるもののうち、当該利用権の設

定前に又は設定後遅滞なくこの組合に申出をし、次の各号に掲げる要件に該当する者

である旨の理事の過半数による確認を受けたものは、引き続きこの組合の組合員とす

る。 

(1) その住所がこの組合の地区内にある者であること。 

(2) 利用権を設定した土地の全部又は一部がその者が構成員となっている農用地利

用改善事業実施団体の農用地利用規程において定める農用地利用改善事業の実施

区域（この組合の地区内に限る。）の地区内にあること。 

(3) 農民である組合員と協同して農業の生産性を向上させ、組合員の共同の利益を

増進すると認められる者であること。 

（組合員の資格） 

第８条 （略） 

２・３ （略） 

 

［備考］１・２ （略） 

３ 農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 28条第２項において準用する同

条第１項による組合員たる地位の継続を認める農事組合法人に関しては、第３項を第４

項とし、第２項の次に次の１項を加えること。 

 

 

 

３ 農業経営基盤強化促進法第 19 条の規定による公告があった農用地利用集積計画の

定めるところによって利用権を設定したことにより、この組合の組合員でなくなった

者で同法第 23 条第１項の認定を受けた農用地利用改善事業を行う団体（以下「農用

地利用改善事業実施団体」という。）の構成員であるもののうち、当該利用権の設定

前に又は設定後遅滞なくこの組合に申出をし、次の各号に掲げる要件に該当する者で

ある旨の理事の過半数による確認を受けたものは、引き続きこの組合の組合員とす

る。 

 

(1) その住所がこの組合の地区内にある者であること。 

(2) 利用権を設定した土地の全部又は一部がその者が構成員となっている農用地利

用改善事業実施団体の農用地利用規程において定める農用地利用改善事業の実施

区域（この組合の地区内に限る。）の地区内にあること。 

(3) 農民である組合員と協同して農業の生産性を向上させ、組合員の共同の利益を

増進すると認められる者であること。 
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４ 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25 年法律第 101 号）第 26 条第２項にお

いて準用する同条第１項による組合員たる地位の継続を認める農事組合法人に関して

は、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加えること。 

 

３ 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成 25年法律第 101号）第 18条第７項の

規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、

使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより、この組合の組合員でな

くなった者で農業経営基盤強化促進法第 23 条第 10 項に規定する認定団体の構成員で

あるもののうち、当該賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定前に又は設

定後遅滞なくこの組合に申出をし、次の各号に掲げる要件に該当する者である旨の理

事の過半数による確認を受けたものは、引き続きこの組合の組合員とする。 

(1) その住所がこの組合の地区内にある者であること。 

(2)  賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権を設定した土地の全部又は一部が

その者が構成員となっている農用地利用改善事業実施団体の農用地利用規程にお

いて定める農用地利用改善事業の実施区域（この組合の地区内に限る。）の地区内

にあること。 

(3) 農民である組合員と協同して農業の生産性を向上させ、組合員の共同の利益を

増進すると認められる者であること。 

 

５ 農業経営基盤強化促進法第19条第１項に規定する地域計画に農業を担う者として記載

された農事組合法人で、当該農事組合法人と連携して事業を行うことにより当該農事組

合法人の事業の円滑化に寄与する営農法人を組合員とする農事組合法人においては、本

条第１項に次の１号を加えること。 

(7) この組合と連携して事業を行うことによりこの組合の事業の円滑化に寄与する農

業を営む法人（その常時使用する従業員の数が 300 人を超え、かつ、その資本金の

額又は出資の総額が３億円を超える法人を除く。） 

６ （略） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

 

 

   附 則 

 （施行日） 

本通知は、令和５年４月１日から施行する。 


