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○ 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央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

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

を除く。）

○ 略語とその定義一覧 ○ 略語とその定義一覧

略 語 定 義 略 語 定 義

（略） （略） （略） （略）

告示 農業協同組合法施行規程（平成17年農林水産省告 告示 農業協同組合法施行規程（平成17年農林水産省告

示第528号） 示第528号）

平成27年改正法 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平 （新設） （新設）

成27年法律第63号）

（略） （略） （略） （略）

組織変更後連合会 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平 （新設） （新設）

成27年法律第63号）附則第12条の規定による組織

変更後の連合会

存続中央会 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平 中央会 農業協同組合中央会

成27年法律第63号）附則第10条に規定する存続中

央会

（略） （略） （略） （略）

組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合 組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組

法人 合中央会及び農事組合法人

経営管理委員設置組合 農業協同組合法第30条の２第５項に規定する経営 （新設） （新設）
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管理委員設置組合

経営管理委員未設置組 経営管理委員を置かない組合 （新設） （新設）

合

（略） （略） （略） （略）

個人情報ガイドライン 農林水産分野における個人情報保護に関するガイ 個人情報ガイドライ 農林水産分野における個人情報保護に関するガイ

（農林水産省版） ドライン（平成27年農林水産省告示第1675号） ン（農林水産省版） ドライン（平成21年農林水産省告示第924号）

・本監督指針は、農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人 ・本監督指針は、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央

を対象としている。なお、存続中央会については、その存続する間は、 会及び農事組合法人を対象としている。

「Ⅶ 組織変更後連合会及び存続中央会の監督上の留意点」に規定する

ところにより、本監督指針の対象とする。

・また、取扱いが異なるものについては、文中の略語によって対象を限定 ・また、取扱いが異なるものについては、文中の略語によって対象を限定

しているので注意されたい。（「農協」、「組合」、「組合等」との書き分 しているので注意されたい。（「農協」、「組合」、「中央会」、「組合等」

け。） との書き分け。）

目 次 目 次

Ⅰ 基本的考え方 Ⅰ 基本的考え方

Ⅰ－１ 監督指針策定の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１ Ⅰ－１ 監督指針作成の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１

Ⅰ－１－１ 監督指針策定の趣旨 Ⅰ－１－１ 監督指針作成の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１

Ⅰ－１－２ 監督指針の位置付け Ⅰ－１－２ 監督指針の位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２

Ⅰ－２ 監督に関する基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２ Ⅰ－２ 監督に関する基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２

Ⅰ－２－１ 監督の目的と監督部局の役割 Ⅰ－２－１ 監督の目的と監督部局の役割 ・・・・・・・・・・・Ｐ２

Ⅰ－２－２ 組合等の監督に当たっての基本的考え方 Ⅰ－２－２ 組合等の監督に当たっての基本的考え方 ・・・・・・Ｐ３

Ⅱ 組合の監督上の評価項目 Ⅱ 組合の監督上の評価項目

Ⅱ－１ 経営管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５ Ⅱ－１ 経営管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５

Ⅱ－１－１ 経営目的の妥当性 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５ Ⅱ－１－１ 経営目的の妥当性 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５

Ⅱ－１－１－１ 意義 Ⅱ－１－１－１ 意義

Ⅱ－１－１－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－１－２ 主な着眼点

Ⅱ－１－１－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－１－３ 監督手法・対応

Ⅱ－１－２ 業務及び執行体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ Ⅱ－１－２ 業務及び執行体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６
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Ⅱ－１－２－１ 組合員資格の確認 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ７ Ⅱ－１－２－１ 組合員資格の確認 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ６

Ⅱ－１－２－１－１ 意義 Ⅱ－１－２－１－１ 意義

Ⅱ－１－２－１－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－２－１－２ 主な着眼点

Ⅱ－１－２－１－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－２－１－３ 監督手法・対応

Ⅱ－１－２－２ 員外利用制限の遵守 ・・・・・・・・・・・・Ｐ８ Ⅱ－１－２－２ 員外利用制限の遵守 ・・・・・・・・・・・・Ｐ７

Ⅱ－１－２－２－１ 意義 Ⅱ－１－２－２－１ 意義

Ⅱ－１－２－２－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－２－２－２ 主な着眼点

Ⅱ－１－２－２－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－２－２－３ 監督手法・対応

（削る。） Ⅱ－１－２－３ 准組合員制度の運用 ・・・・・・・・・・・Ｐ１０

Ⅱ－１－２－３ 役員体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１ Ⅱ－１－２－４ 役員体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１

Ⅱ－１－２－３－１ 意義 Ⅱ－１－２－４－１ 意義

Ⅱ－１－２－３－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－２－４－２ 主な着眼点

Ⅱ－１－２－３－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－２－４－３ 監督手法・対応

Ⅱ－１－３ 法令等遵守態勢の整備 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ１９ Ⅱ－１－３ 法令等遵守態勢の整備 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ１７

Ⅱ－１－３－１ 意義 Ⅱ－１－３－１ 意義

Ⅱ－１－３－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－３－２ 主な着眼点

Ⅱ－１－３－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－３－３ 監督手法・対応

Ⅱ－１－４ 不祥事件等の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２２ Ⅱ－１－４ 不祥事件等の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１９

Ⅱ－１－４－１ 意義 Ⅱ－１－４－１ 意義

Ⅱ－１－４－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－４－２ 主な着眼点

Ⅱ－１－４－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－４－３ 監督手法・対応

Ⅱ－１－５ 反社会的勢力による被害の防止 ・・・・・・・・・Ｐ２８ Ⅱ－１－５ 反社会的勢力による被害の防止 ・・・・・・・・・Ｐ２５

Ⅱ－１－５－１ 意義 Ⅱ－１－５－１ 意義

Ⅱ－１－５－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－５－２ 主な着眼点

Ⅱ－１－５－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－５－３ 監督手法・対応

Ⅱ－１－６ 個人情報保護対応 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３１ Ⅱ－１－６ 個人情報保護対応 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２９

Ⅱ－１－６－１ 意義 Ⅱ－１－６－１ 意義

Ⅱ－１－６－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－６－２ 主な着眼点

Ⅱ－１－６－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－６－３ 監督手法・対応

Ⅱ－１－７ 組合員に対する説明態勢等の整備 ・・・・・・・・Ｐ３２ Ⅱ－１－７ 組合員に対する説明態勢等の整備 ・・・・・・・・Ｐ３０

Ⅱ－１－７－１ 意義 Ⅱ－１－７－１ 意義

Ⅱ－１－７－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－７－２ 主な着眼点

Ⅱ－１－７－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－７－３ 監督手法・対応

Ⅱ－２ 財務の健全性・透明性 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３５ Ⅱ－２ 財務の健全性・透明性 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３２
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Ⅱ－２－１ 自己資本基準を満たしていない組合に対する指導 ・Ｐ３５ Ⅱ－２－１ 自己資本基準を満たしていない組合に対する指導 ・Ｐ３３

Ⅱ－２－１－１ 意義 Ⅱ－２－１－１ 意義

Ⅱ－２－１－２ 監督手法・対応 Ⅱ－２－１－２ 監督手法・対応

Ⅱ－２－２ 早期指導 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３９ Ⅱ－２－２ 早期指導 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３７

Ⅱ－２－２－１ 意義 Ⅱ－２－２－１ 意義

Ⅱ－２－２－２ 主な着眼点 Ⅱ－２－２－２ 主な着眼点

Ⅱ－２－２－３ 監督手法・対応 Ⅱ－２－２－３ 監督手法・対応

Ⅱ－３ 事業実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４１ Ⅱ－３ 事業実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ３８

Ⅱ－３－１ 組合員に対する営農・経営支援 ・・・・・・・・・Ｐ４１ Ⅱ－３－１ 組合員に対する営農・経営支援 ・・・・・・・・・Ｐ３９

Ⅱ－３－１－１ 意義 Ⅱ－３－１－１ 意義

Ⅱ－３－１－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－１－２ 主な着眼点

Ⅱ－３－１－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－１－３ 監督手法・対応

Ⅱ－３－２ 販売・購買事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４３ Ⅱ－３－２ 販売・購買事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４０

Ⅱ－３－２－１ 意義 Ⅱ－３－２－１ 意義

Ⅱ－３－２－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－２－２ 主な着眼点

Ⅱ－３－２－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－２－３ 監督手法・対応

Ⅱ－３－３ 共同利用施設（利用事業） ・・・・・・・・・・・Ｐ４５ （新設）

Ⅱ－３－３－１ 意義

Ⅱ－３－３－２ 主な着眼点

Ⅱ－３－３－３ 監督手法・対応

Ⅱ－３－４ 医療・福祉事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４６ Ⅱ－３－３ 医療・福祉事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４２

Ⅱ－３－４－１ 意義 Ⅱ－３－３－１ 意義

Ⅱ－３－４－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－３－２ 主な着眼点

Ⅱ－３－４－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－３－３ 監督手法・対応

Ⅱ－３－５ 農地信託事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５０ Ⅱ－３－４ 農地信託事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４６

Ⅱ－３－５－１ 意義 Ⅱ－３－４－１ 意義

Ⅱ－３－５－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－４－２ 主な着眼点

Ⅱ－３－５－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－４－３ 監督手法・対応

Ⅱ－３－６ 宅地等供給事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５０ Ⅱ－３－５ 宅地等供給事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４７

Ⅱ－３－６－１ 意義 Ⅱ－３－５－１ 意義

Ⅱ－３－６－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－５－２ 主な着眼点

Ⅱ－３－６－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－５－３ 監督手法・対応

Ⅱ－３－７ 農業経営受託事業 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５２ Ⅱ－３－６ 農業経営受託事業 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４８

Ⅱ－３－７－１ 意義 Ⅱ－３－６－１ 意義
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Ⅱ－３－７－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－６－２ 主な着眼点

Ⅱ－３－７－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－６－３ 監督手法・対応

Ⅱ－３－８ 農業経営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５３ Ⅱ－３－７ 農業経営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５０

Ⅱ－３－８－１ 意義 Ⅱ－３－７－１ 意義

Ⅱ－３－８－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－７－２ 主な着眼点

Ⅱ－３－８－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－７－３ 監督手法・対応

Ⅱ－４ 組合員及び農村地域等への貢献 ・・・・・・・・・・・・Ｐ５４ Ⅱ－４ 組合員及び農村地域等への貢献 ・・・・・・・・・・・・Ｐ５１

Ⅱ－４－１ 意義 Ⅱ－４－１ 意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５１

Ⅱ－４－２ 主な着眼点 Ⅱ－４－２ 主な着眼点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５１

Ⅱ－４－３ 監督手法・対応 Ⅱ－４－３ 監督手法・対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５１

Ⅱ－５ 自己改革の実行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５５ （新設）

Ⅱ－５－１ 意義

Ⅱ－５－２ 主な着眼点

Ⅱ－５－３ 監督手法・対応

Ⅱ－６ 正組合員及び准組合員の組合の事業の利用の状況等の調査・Ｐ５６ （新設）

Ⅲ 組合の監督の事務処理上の留意点 Ⅲ 組合の監督の事務処理上の留意点

Ⅲ－１ 監督事務の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５７ Ⅲ－１ 監督事務の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５２

Ⅲ－１－１ オフサイト・モニタリング ・・・・・・・・・・・Ｐ５７ Ⅲ－１－１ オフサイト・モニタリング ・・・・・・・・・・・Ｐ５２

Ⅲ－１－２ 検査部局との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５８ Ⅲ－１－２ 検査部局との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５３

Ⅲ－１－２－１ 本検査着手前 Ⅲ－１－２－１ 本検査着手前

Ⅲ－１－２－２ 検査終了後 Ⅲ－１－２－２ 検査終了後

Ⅲ－１－２－３ 報告命令の発出等 Ⅲ－１－２－３ 報告命令の発出等

Ⅲ－１－３ 組合に対する苦情等 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５９ Ⅲ－１－３ 組合に対する苦情等 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５４

Ⅲ－１－３－１ 苦情・相談等を受けた場合の対応 Ⅲ－１－３－１ 苦情・相談等を受けた場合の対応

Ⅲ－１－４ 法解釈への照会 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６１ Ⅲ－１－４ 法解釈への照会 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５５

Ⅲ－１－４－１ 照会を受ける内容の範囲 Ⅲ－１－４－１ 照会を受ける内容の範囲

Ⅲ－１－４－２ 照会に対する回答方法 Ⅲ－１－４－２ 照会に対する回答方法

Ⅲ－２ 法令等に係る事務処理上の留意事項 ・・・・・・・・・・Ｐ６１ Ⅲ－２ 法令等に係る事務処理上の留意事項 ・・・・・・・・・・Ｐ５６

Ⅲ－２－１ 組合の組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６１ Ⅲ－２－１ 組合の組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５６
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Ⅲ－２－１－１ 組合の設立、定款変更及び解散 ・・・・・・Ｐ６１ Ⅲ－２－１－１ 組合の設立、定款変更及び解散

Ⅲ－２－１－１－１ 申請書類 Ⅲ－２－１－１－１ 申請書類

Ⅲ－２－１－１－２ 審査要領（主な着眼点） Ⅲ－２－１－１－２ 審査要領（主な着眼点）

Ⅲ－２－１－１－３ 留意事項 Ⅲ－２－１－１－３ 留意事項

Ⅲ－２－１－２ 組合の各種規程の承認等 ・・・・・・・・・Ｐ６６ Ⅲ－２－１－２ 組合の各種規程の承認等

Ⅲ－２－１－２－１ 農地信託規程の承認 Ⅲ－２－１－２－１ 農地信託規程の承認

Ⅲ－２－１－２－２ 宅地等供給事業実施規程の承認 Ⅲ－２－１－２－２ 宅地等供給事業実施規程の承認

Ⅲ－２－１－２－３ 農業経営規程の承認 Ⅲ－２－１－２－３ 農地経営規程の承認

Ⅲ－２－１－３ 組合の合併 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６９ Ⅲ－２－１－３ 組合の合併（基本的な考え方）

（削る。） Ⅲ－２－１－３－１ 県域の取組について（県域の取組への指導）

Ⅲ－２－１－３－１ 事業計画の樹立 Ⅲ－２－１－３－２ 事業計画の樹立

Ⅲ－２－１－３－２ 申請及び認可 Ⅲ－２－１－３－３ 申請及び認可

Ⅲ－２－１－４ 組合の新設分割 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ７４ （新設）

Ⅲ－２－１－４－１ 事業計画の樹立

Ⅲ－２－１－４－２ 申請及び認可

Ⅲ－２－１－５ 組合の組織変更 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ７８ （新設）

Ⅲ－２－１－５－１ 株式会社への組織変更の照会等があった場合の

着眼点

Ⅲ－２－１－５－２ 一般社団法人への組織変更の照会等があった場

合の着眼点

Ⅲ－２－１－５－３ 消費生活協同組合への組織変更の照会等があっ

た場合の着眼点

Ⅲ－２－１－５－４ 医療法人への組織変更の照会等があった場合の

着眼点

Ⅲ－２－１－６ 休眠組合への対応 ・・・・・・・・・・・・Ｐ８１ Ⅲ－２－１－４ 休眠組合への対応

Ⅲ－２－１－６－１ 意義 Ⅲ－２－１－４－１ 意義

Ⅲ－２－１－６－２ 主な着眼点 Ⅲ－２－１－４－２ 主な着眼点

Ⅲ－２－１－６－３ 監督手法・対応 Ⅲ－２－１－４－３ 監督手法・対応

Ⅲ－２－１－７ 役員等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８４ Ⅲ－２－１－５ 役員等

Ⅲ－２－１－７－１ 女性役員の登用について Ⅲ－２－１－５－１ 女性役員の登用について

Ⅲ－２－１－７－２ 競業避止義務 Ⅲ－２－１－５－２ 競争事業関係者の役員等への就任

Ⅲ－２－１－７－３ 役員要件の例外規定の承認 （新設）

Ⅲ－２－１－７－４ 総会への役員選任議案提出の留意事項 Ⅲ－２－１－５－３ 総会への役員選任議案提出の留意事項

Ⅲ－２－２ 情報開示の適切性・十分性 ・・・・・・・・・・・Ｐ８６ Ⅲ－２－２ 情報開示の適切性・十分性 ・・・・・・・・・・・Ｐ７３

Ⅲ－２－２－１ 財務書類の開示制度 Ⅲ－２－２－１ 財務書類の開示制度
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Ⅲ－２－２－２ 全般的な開示態勢の整備 Ⅲ－２－２－２ 全般的な開示態勢の整備

Ⅲ－２－３ 財務書類作成に当たっての留意事項 ・・・・・・・Ｐ８７ Ⅲ－２－３ 財務書類作成に当たっての留意事項 ・・・・・・・Ｐ７４

Ⅲ－２－３－１ 会計処理の原則 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ８７ Ⅲ－２－３－１ 会計処理の原則

Ⅲ－２－３－１－１ 会計監査人設置組合等の会計処理 Ⅲ－２－３－１－１ 特定組合等の会計処理

Ⅲ－２－３－１－２ 会計監査人設置組合等以外の組合の会計処理 Ⅲ－２－３－１－２ 特定組合等以外の組合の会計処理

Ⅲ－２－３－１－３ 会計環境の変化への対応 Ⅲ－２－３－１－３ 会計環境の変化への対応

Ⅲ－２－３－２ 資産及び負債等の評価 ・・・・・・・・・・Ｐ８９ Ⅲ－２－３－２ 資産及び負債等の評価

Ⅲ－２－３－３ 決算書類の作成 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ９１ Ⅲ－２－３－３ 決算書類の作成

Ⅲ－２－３－４ 部門別損益計算書の作成 ・・・・・・・・・Ｐ９３ Ⅲ－２－３－４ 部門別損益計算書の作成

Ⅲ－２－３－４－１ 総合農協の部門別損益計算書 Ⅲ－２－３－４－１ 総合農協の部門別損益計算書

Ⅲ－２－３－４－２ 経済連等の部門別損益計算書 Ⅲ－２－３－４－２ 経済連等の部門別損益計算書

Ⅲ－２－３－４－３ 厚生連の部門別損益計算書 Ⅲ－２－３－４－３ 厚生連の部門別損益計算書

Ⅲ－２－３－５ 業務報告書の作成 ・・・・・・・・・・・・Ｐ９６ Ⅲ－２－３－５ 業務報告書の作成

Ⅲ－２－４ 組合の事業等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９９ Ⅲ－２－４ 組合の事業等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８６

Ⅲ－２－４－１ 不動産賃貸の留意事項 Ⅲ－２－４－１ 不動産賃貸の留意事項

Ⅲ－２－４－２ 附帯事業の取扱い Ⅲ－２－４－２ 附帯事業の取扱い

Ⅲ－２－５ 子会社等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０３ Ⅲ－２－５ 子会社等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９１

Ⅲ－２－５－１ 定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０４ Ⅲ－２－５－１ 定義

Ⅲ－２－５－２ 特定事業等に相当する事業を行う子会社等について Ⅲ－２－５－２ 特定事業等に相当する事業を行う子会社等について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０４

Ⅲ－２－５－３ 子会社等の設立等 ・・・・・・・・・・・Ｐ１０４ Ⅲ－２－５－３ 子会社等の設立等

Ⅲ－２－５－３－１ 意義 Ⅲ－２－５－３－１ 意義

Ⅲ－２－５－３－２ 主な着眼点 Ⅲ－２－５－３－２ 主な着眼点

Ⅲ－２－５－３－３ 監督手法・対応 Ⅲ－２－５－３－３ 監督手法・対応

Ⅲ－２－５－４ 子会社等の管理 ・・・・・・・・・・・・Ｐ１０５ Ⅲ－２－５－４ 子会社等の管理

Ⅲ－２－５－４－１ 意義 Ⅲ－２－５－４－１ 意義

Ⅲ－２－５－４－２ 主な着眼点 Ⅲ－２－５－４－２ 主な着眼点

Ⅲ－２－５－４－３ 監督手法・対応 Ⅲ－２－５－４－３ 監督手法・対応

Ⅲ－２－５－５ 資料の提出 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０６ Ⅲ－２－５－５ 資料の提出

Ⅳ 農事組合法人の監督上の評価項目 Ⅳ 農事組合法人の監督上の評価項目

Ⅳ－１ 意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０９ Ⅳ－１ 意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９６

Ⅳ－２ 主な着眼点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０９ Ⅳ－２ 主な着眼点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９６

Ⅳ－３ 監督手法・対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１３ Ⅳ－３ 監督手法・対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１００
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（削る。） Ⅴ 中央会の監督上の評価項目

Ⅴ－１ 運営管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０４

Ⅴ－１－１ 役員体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０４

Ⅴ－１－１－１ 意義

Ⅴ－１－１－２ 主な着眼点

Ⅴ－１－１－３ 監督手法・対応

Ⅴ－１－２ 法令等遵守態勢の整備 ・・・・・・・・・・・・Ｐ１０６

Ⅴ－２ 事業実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０６

Ⅴ－２－１ 組合に対する指導事業 ・・・・・・・・・・・・Ｐ１０７

Ⅴ－２－１－１ 意義

Ⅴ－２－１－２ 主な着眼点

Ⅴ－２－１－３ 監督手法・対応

Ⅴ－２－２ 組合に対する監査事業 ・・・・・・・・・・・・Ｐ１０８

Ⅴ－２－２－１ 意義

Ⅴ－２－２－２ 主な着眼点

Ⅴ－２－２－３ 監督手法・対応

（削る。） Ⅵ 中央会の監督の事務処理上の留意点

Ⅵ－１ 定款変更の申請及び認可 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１０

Ⅵ－１－１ 申請書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１０

Ⅵ－１－２ 審査の着眼点 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１１

Ⅵ－１－３ 留意事項（全国中央会の定める模範定款例との関係） Ｐ１１１

Ⅵ－２ 監査規程の承認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１１

Ⅵ－２－１ 申請書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１１

Ⅵ－２－２ 審査の着眼点（審査要領） ・・・・・・・・・・Ｐ１１２

Ⅵ－３ 監査実施計画に対する意見 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１２

Ⅴ 行政指導等を行う際の留意点等 Ⅶ 行政指導等を行う際の留意点等

Ⅴ－１ 行政指導等を行う際の留意点 ・・・・・・・・・・・・Ｐ１１７ Ⅶ－１ 行政指導等を行う際の留意点 ・・・・・・・・・・・・Ｐ１１４

Ⅴ－２ 面談等を行う際の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１８ Ⅶ－２ 面談等を行う際の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１５
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Ⅵ 行政処分を行う際の留意点 Ⅷ 行政処分を行う際の留意点等

Ⅵ－１ 行政処分（不利益処分）に関する基本的な事務の流れについて Ｐ１２０ Ⅷ－１ 行政処分（不利益処分）に関する基本的な事務の流れについて Ｐ１１６

Ⅵ－１－１ 行政処分 Ⅷ－１－１ 行政処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１６

Ⅵ－１－２ 標準処理期間 Ⅷ－１－２ 標準処理期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１９

Ⅵ－１－３ 法第94条の２に基づく業務改善命令の履行状況の報告義務の Ⅷ－１－３ 法第94条の２に基づく業務改善命令の履行状況の報告義務の

解除 解除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１９

Ⅵ－２ 行政手続法との関係等 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２３ Ⅷ－２ 行政手続法との関係等 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２０

Ⅵ－３ 意見交換制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２４ Ⅷ－３ 意見交換制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２０

Ⅵ－３－１ 意義 Ⅷ－３－１ 意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２０

Ⅵ－３－２ 監督手法・対応 Ⅷ－３－２ 監督手法・対応 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２０

Ⅵ－４ 関係当局等との連携及び連絡 ・・・・・・・・・・・・Ｐ１２４ Ⅷ－４ 関係当局等との連携及び連絡 ・・・・・・・・・・・・Ｐ１２１

Ⅵ－５ 不利益処分の公表に関する考え方 ・・・・・・・・・・Ｐ１２５ Ⅷ－５ 不利益処分の公表に関する考え方 ・・・・・・・・・・Ｐ１２１

Ⅶ 組織変更後連合会及び存続中央会の監督上の留意点 （新設）

Ⅶ－１ 存続中央会に対する旧監督指針の効力 ・・・・・・・・Ｐ１２６

Ⅶ－２ 監督上の評価項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２６

Ⅶ－２－１ 組織変更後連合会の行う監査事業の意義

Ⅶ－２－２ 組織変更後連合会の行う監査事業の主な着眼点

Ⅶ－２－３ 組織変更後連合会の行う監査事業に係る監督手法・対応

Ⅶ－３ 事務処理上の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２６

Ⅶ－３－１ 監査規程の認可

Ⅶ－３－２ 農業協同組合連合会への組織変更

Ⅶ－３－３ 組織変更後連合会の定款変更

別添１ 連絡文書集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２９ 別添 連絡文書集

別添２ 標準処理期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３１ 様式・参考資料編

別添３ 別紙様式・参考・定款例 ・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３３

Ⅰ 基本的考え方 Ⅰ 基本的考え方

Ⅰ－１ 監督指針策定の趣旨 Ⅰ－１ 監督指針策定の趣旨

Ⅰ－１－１ 監督指針策定の趣旨 Ⅰ－１－１ 監督指針策定の趣旨

（１）組合は、法に基づき設立される農業者の自主的な協同組織であり、その （１）組合は、法に基づき設立される農業者の自主的な協同組織であり、その

事業を通じて組合員に最大の奉仕をすることが求められる。また、組合は、 事業を通じて組合員に最大の奉仕をすることが求められている。また、組
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その事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配慮をすること 合は、代表的な農業関係団体のひとつとして、食料の安定供給の確保や国

が求められるとともに、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的 内の農業生産の増大などの食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106

確な遂行により高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもって、経営 号）に規定されている基本理念の実現に主体的に取り組むことも求められ

の健全性を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量 ている。しかしながら、一部には、農産物の販売力や営農指導体制の面な

配当に充てるよう努めることが求められている（法第７条）。 どで組合員のニーズに応えられていないと指摘されるケースや、食品の表

示違反など事業運営の問題が指摘されるケースも見られる。

また、農事組合法人は組合員の農業生産の協業化を進めることを通じて、 さらに、中央会は組合組織、事業及び経営の指導等を通じて組合の健全

その共同の利益を増進することを目的として、法に基づき設立される協同 な発達を図ることを目的とし、また、農事組合法人は組合員の農業生産の

組織であり、その目的の達成のために、適正に運営される必要がある。 協業化を進めることを通じて、その共同の利益を増進することを目的とし

て、それぞれ法に基づき設立される協同組織であるが、それぞれの目的の

達成のために、適正に運営される必要がある。

このような中で、農林水産省としては、組合等の本来の機能や役割が効 このような中で、農林水産省としては、組合等の本来の機能や役割が効

率的・効果的に発揮されるよう、経営の健全化や法令等遵守態勢の確保に 率的・効果的に発揮されるよう、経営の健全化や法令等遵守態勢の確保に

向けた自主的な取組を促進し、必要な場合には法に基づく監督を適時適切 向けた自主的な取組を促進し、必要な場合には法に基づく監督を適時適切

に行うこととしている。 に行うこととしている。

本監督指針は、このような観点から、組合等の運営が健全かつ適切に行 本監督指針は、このような観点から、組合等の運営が健全かつ適切に行

われているかどうかについて、行政庁として監督する上で必要な着眼点、 われているかどうかについて、行政庁として監督する上で必要な着眼点、

監督手法等を明記し、明確なルールに基づく透明かつ公正な行政を統一的 監督手法等を明記し、明確なルールに基づく透明かつ公正な行政を統一的

に確立することに資するとともに、本監督指針に記述された留意点等を踏 に確立することに資するとともに、本監督指針に記述された留意点等を踏

まえた健全かつ適切な運営体制の確保に組合等が自主的に取り組むことを まえた健全かつ適切な運営体制の確保に組合等が自主的に取り組むことを

期待するものである。 期待するものである。

（２） （略） （２） （略）

Ⅰ－１－２ 監督指針の位置付け Ⅰ－１－２ 監督指針の位置付け

（略） （略）

Ⅰ－２ 監督に関する基本的考え方 Ⅰ－２ 監督に関する基本的考え方

Ⅰ－２－１ 監督の目的と監督部局の役割 Ⅰ－２－１ 監督の目的と監督部局の役割

（１）組合の監督の目的は、組合の経営管理体制及び事業実施体制の整備や財 （１）組合等の監督の目的は、組合等の経営管理体制及び事業実施体制の整備

務の健全性の維持・向上を図ることにより、組合が農業者の協同組織とし や財務の健全性の維持・向上を図ることにより、組合等が農業者の協同組

て「組合員への最大奉仕」という目的に適合し、農業所得の増大に最大限 織として「組合員への最大奉仕」という目的に適合した事業運営を確保す

配慮をしつつ事業運営を行うことを確保することにある。さらに、このこ ることにある。また、このことを通じて、農業生産力の増大や組合員の経

とを通じて、農業生産力の増大や組合員の経済的、社会的地位の向上を図 済的、社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与することへ
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り、もって国民経済の発展に寄与することへの貢献等国民の期待に応える の貢献等国民の期待に応えることにある。

ことにある。

また、農事組合法人の監督の目的は、農事組合法人が法令、定款又は法

令に基づく行政処分などを遵守して事業運営を行うことを確保することに

ある。

（２） （略） （２） （略）

（削る。） ※ 検査部局とは、農林水産本省が所管する組合又は中央会については農林

水産省大臣官房協同組合検査部（以下「官房検査部」という。）、地方農政

局が所管する組合又は中央会については地方農政局協同組合等改革推進プ

ロジェクト・チーム（「地方農政局における担い手支援に関する業務及び

農業協同組合等の指導・検査に関する業務の円滑な実施について」（平成1

9年３月６日付け18組検第878号大臣官房長通知）に基づき設置される協同

組合等改革推進プロジェクト・チームをいう。以下同じ。）、沖縄県にあっ

ては沖縄総合事務局農林水産部経営課とする。

監督部局とは、地方農政局が行った検査（沖縄総合事務局検査を含む。）

の場合には地方農政局協同組合等改革推進プロジェクト・チーム（沖縄総

合事務局は農林水産部経営課）、官房検査部の行った検査の場合には協同

組織課（信用事業を併せ行う農業協同組合（以下「総合農協」という。）

の検査に係るものについては協同組織課及び農林水産省経営局金融調整課

（以下「金融調整課」という。））とする。

Ⅰ－２－２ 組合等の監督に当たっての基本的考え方 Ⅰ－２－２ 組合等の監督に当たっての基本的考え方

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３）組合等の自主的な努力の尊重 （３）組合等の自主的な努力の尊重

監督部局は、農業者等による協同組織である組合等の自己責任原則に則 監督部局は、農業者等による協同組織である組合等の自己責任原則に則

った経営判断を、法、施行令、施行規則、告示又は定款等に基づき検証し、 った経営判断を、法、施行令、施行規則、告示又は定款等に基づき検証し、

問題の改善を促していく立場にある。 問題の改善を促していく立場にある。

特に、組合等は、協同組織として、組合員の相互扶助を目的とした組織 特に、組合等は、協同組織として、組合員の相互扶助を目的とした組織

であるという特性を有しており、組合等の監督に当たっては、組合等の固 であるという特性を有しているほか、法に基づき組合を包括的に指導する

有の特性を十分に踏まえつつ、法令の趣旨を踏まえた業務運営に関する自 中央会が存在するという特色を有している。組合等の監督に当たっては、

主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。 組合等の固有の特性等を十分に踏まえ、業務運営に関する自主的な努力を

尊重するよう配慮しなければならない。
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（４）組合等の事業内容や規模を踏まえた監督の実施 （４）組合等の事業内容や規模を踏まえた監督の実施

組合は、販売・購買事業のみならず、信用事業、共済事業、医療・福祉 組合等は、販売・購買事業のみならず、信用事業、共済事業、医療・福

事業など幅広い分野にわたる事業を行うことができる。このため、組合が 祉事業など幅広い分野にわたる事業を行うことができる。このため、組合

どのような事業を行っているのかによって、組合に法令上要求される事項 等がどのような事業を行っているのかによって、組合等に法令上要求され

はもちろんのこと、組合が維持すべき経営管理体制の内容や財務の健全性 る事項はもちろんのこと、組合等が維持すべき経営管理体制の内容や財務

の水準等についても大きく異なることとなる。また、組合の事業規模や業 の健全性の水準等についても大きく異なることとなる。また、組合等の事

務に従事する職員数についても、信用事業又は共済事業を行う組合以外の 業規模や業務に従事する職員数についても、信用事業又は共済事業を行う

組合は信用事業又は共済事業を行う組合に比べて著しく小さいなど、大き 組合以外の組合は信用事業又は共済事業を行う組合に比べて著しく小さい

く異なっている。したがって、組合の監督に当たっては、組合の事業内容 など、大きく異なっている。したがって、組合等の監督に当たっては、組

や規模を十分に踏まえて監督手法を選択しなければならない。 合等の事業内容や規模を十分に踏まえて監督手法を選択しなければならな

い。

また、農事組合法人は、農業の生産行程における協同組織体として、比

較的小規模な組織であるという性格を有している。このため、法において

は、その設立等の認可は不要で単に届出でよいとするなど、行政庁の関与

は最小限にとどめ、組合員の自主的な運営に委ねることとしている。した

がって、農事組合法人の監督に当たっては、このような法の趣旨を十分に

踏まえて監督手法を選択しなければならない。

（５） （略） （５） （略）

Ⅱ 組合の監督上の評価項目 Ⅱ 組合の監督上の評価項目

Ⅱ－１ 経営管理体制 Ⅱ－１ 経営管理体制

Ⅱ－１－１ 経営目的の妥当性 Ⅱ－１－１ 経営目的の妥当性

Ⅱ－１－１－１ 意義 Ⅱ－１－１－１ 意義

（１）組合の事業運営は、本来、組合が自己責任原則に則った経営判断に基づ （１）組合の事業運営は、本来、組合が自己責任原則に則った経営判断に基づ

き行うものであり、その評価については、協同組織の構成員である組合員 き行うものであり、その評価については、協同組織の構成員である組合員

等の利用者に委ねられるものである。したがって、組合の取組については、 等の利用者に委ねられるものである。したがって、組合の取組については、

業務の健全かつ適正な運営が確保されている限りにおいて、組合の自主性 業務の健全かつ適正な運営が確保されている限りにおいて、組合の自主性

が尊重されることが重要である。 が尊重されることが重要である。

ただし、組合は法に基づき、農業者の協同組織として設立されたもので ただし、組合は法に基づき、農業者の協同組織として設立されたもので

あり、その事業を通じて組合員に最大の奉仕をするという（法第７条第１ あり、その事業を通じて組合員に最大の奉仕をするという（法第８条）目

項）目的の達成に向けた運営が行われる必要がある。 的の達成に向けた運営が行われる必要がある。

また、平成27年改正法による改正前の法第８条の「営利を目的として事

業を行ってはならない」旨の規定は、株式会社のように出資配当を目的と
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して事業を行ってはならないことを意味していた。しかしながら、この規

定は、そもそも組合は利益を得てはならない（儲けてはならない）との誤

った解釈をされる傾向もあったため、平成27年改正法により削除された。

その上で、平成27年改正法においては、組合が農産物の有利販売等に積極

的に取り組むことを促すために、

① 組合は、その事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配

慮をしなければならない（法第７条第２項）

② 組合は、農畜産物の販売その他の事業において、事業の的確な遂行に

より高い収益性を実現し、事業から生じた収益をもって、経営の健全性

を確保しつつ事業の成長発展を図るための投資又は事業利用分量配当に

充てるよう努めなければならない（法第７条第３項）

との規定が追加されたところであり、組合においては、これらの規定の趣

旨を踏まえた事業運営が行われる必要がある。

そのためには、組合員に事業方針や事業計画の内容がわかりやすく知ら そのためには、組合員に事業方針や事業計画の内容がわかりやすく知ら

され、組合の各事業が適切に運営されることが必要であり、組合員に対し され、組合の各事業が適切に運営されることが必要である。とりわけ経済

て組合員の利用状況や採算性等について適切な情報提供を行い、組合が現 事業については、多様な組合員のニーズに応えてきた結果、多様な事業が

に行っている事業の見直しを行う際には、組合員の意向を把握して実施さ 行われているが、組合員に対して組合員の利用状況や採算性等について適

れることが重要である。 切な情報提供を行い、組合が現に行っている事業の見直しを行う際には、

（注）平成27年改正法により「営利を目的として事業を行ってはならない」 組合員の意向を把握して実施されることが重要である。

旨の規定は削除されたが、出資配当に上限を設けた法第52条第２項の

規定は引き続き維持されており、株式会社のように出資配当を目的と

して事業を行ってはならないという組合の性格については、平成27年

改正法の前後で何ら変更はない。

（２） （略） （２） （略）

Ⅱ－１－１－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－１－２ 主な着眼点

（１）事業方針の明確化 （１）事業方針の明確化

① 組合は農業者の協同組織として設立されたものであり、事業方針にお ① 組合は農業者の協同組織として設立されたものであり、事業方針にお

いて、組合の販売力の強化、生産コストの低減に資する資材供給、集落 いて、組合の販売力の強化、生産コストの低減に資する資材供給、集落

・地域における農地集積の促進等の農業経営支援機能の強化について、 ・地域における農地集積の促進等の農業経営支援機能の強化について、

農業所得の増大に向けた組合の取組姿勢を明らかにしているか。 組合員の行う農業の生産性の向上に向けた組合の取組姿勢を明らかにし

ているか。

② 組合の事業方針は、中期計画や事業計画（以下「事業計画等」という。） ② 組合の事業方針は、中期計画や事業計画（以下「事業計画等」という。）

において、例えば、販路の拡大や販売手法、資材供給の効率化、農地の において、例えば、販路の拡大や販売手法、資材供給の効率化、農地の
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集積、担い手の確保・育成等の実施内容が具体化されているか。また、 集積、担い手の確保・育成等の実施内容が具体化されているか。また、

その見直しが随時なされているか。 その見直しが随時なされているか。

③・④ （略） ③・④ （略）

Ⅱ－１－１－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－１－３ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅱ－１－２ 業務及び執行体制 Ⅱ－１－２ 業務及び執行体制

（略） （略）

Ⅱ－１－２－１ 組合員資格の確認 Ⅱ－１－２－１ 組合員資格の確認

Ⅱ－１－２－１－１ 意義 Ⅱ－１－２－１－１ 意義

（略） （略）

Ⅱ－１－２－１－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－２－１－２ 主な着眼点

（１）～（３） （略） （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 （４）基盤強化法第32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 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 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 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。 に検証しているか。

（５） （略） （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 （６）法第27条の２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

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 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

の特例か否か等）を把握していることが望ましい。 化法の特例か否か等）を把握していることが望ましい。

Ⅱ－１－２－１－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－２－１－３ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅱ－１－２－２ 員外利用制限の遵守 Ⅱ－１－２－２ 員外利用制限の遵守

Ⅱ－１－２－２－１ 意義 Ⅱ－１－２－２－１ 意義

（略） （略）
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Ⅱ－１－２－２－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－２－２－２ 主な着眼点

（１）員外利用状況の把握単位として法第10条第１項各号又は各項に定める事 （１）員外利用状況の把握単位として法第10条第１項各号又は各項に定める事

業ごとに実態に即して区分し、把握されているか（別紙参考参照）。 業ごとに実態に即して区分し、把握されているか（別紙参照）。

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略）

Ⅱ－１－２－２－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－２－２－３ 監督手法・対応

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３）改善計画に対する検証 （３）改善計画に対する検証

行政庁は、以下の観点から違反の程度、事業ごとの事情等を踏まえて、 行政庁は、以下の観点から違反の程度、事業ごとの事情等を踏まえて、

より実効性・現実性のある計画になっているか改善計画を検証するものと より実効性・現実性のある計画になっているか改善計画を検証するものと

する。 する。

なお、厚生農業協同組合連合会（以下「厚生連」という。）の医療事業 なお、厚生農業協同組合連合会（以下「厚生連」という。）の医療事業

等の利用については、厚生連の行う医療事業等が他の経済事業と異なり、 等の利用については、厚生連の行う医療事業等が他の経済事業と異なり、

人命等に関わる事業であり、厚生連は医療法（昭和23年法律第205号）に 人命等に関わる事業であり、厚生連は医療法に基づく公的医療機関を設置

基づく公的医療機関を設置して地域医療を担うなど、極めて公益性の高い して地域医療を担うなど、極めて公益性の高い組織であることに留意し、

組織であることに留意し、近年の地域医療を取り巻く状況の下で、地域に 近年の地域医療を取り巻く状況の下で、地域における医療機関が当該厚生

おける医療機関が当該厚生連病院しか存在しない場合や、地方公共団体か 連病院しか存在しない場合や、地方公共団体から地域の拠点病院等として

ら地域の拠点病院等として位置付けられ機能維持の支援等を受けている場 位置付けられ機能維持の支援等を受けている場合など、個別の地域の事情

合など、個別の地域の事情を十分に勘案しつつ、その上で、員外利用状況 を十分に勘案しつつ、その上で、員外利用状況の改善に向けた取組が行わ

の改善に向けた取組が行われているか等を踏まえ、以下の①のア～オのう れているか等を踏まえ、以下の①のア～オのうち必要な内容を含んでいる

ち必要な内容を含んでいるか確認するものとする。 か確認するものとする。

①・② （略） ①・② （略）

（４） （略） （４） （略）

（５）法第95条第１項に基づく必要措置命令の発出 （５）法第95条第１項に基づく必要措置命令の発出

（２）により提出された改善計画が実行されておらず、員外利用規制違 （２）により提出された改善計画が実行されておらず、員外利用規制違

反を改善しようとする姿勢や取組が認められない場合など、自主的な改善 反を改善しようとする姿勢や取組が認められない場合など、自主的な改善

努力に委ねていては改善が図られないと認められるときは、必要措置命令 努力に委ねていては改善が図られないと認められるときは、必要措置命令

を発出する前にヒアリングを行い、改善計画の計画値等を達成できなかっ を発出する前にヒアリングを行い、改善計画の計画値等を達成できなかっ

た原因等を検証した上で、以下のうち必要なものの実施を含む法第95条第 た原因等を検証した上で、以下のうち必要なものの実施を含む法第95条第

１項に基づく必要措置命令の発出を判断する。 １項に基づく必要措置命令の発出を判断する。
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①～④ （略） ①～④ （略）

⑤ ①～④の内容を反映させた改善計画の提出 ⑤ ①～④の内容を反映させた改善計画の提出

（注）改善時期は翌事業年度末を基本とし、事業の譲渡又は事業の廃止 （注）改善時期は翌事業年度末を基本とし、事業の譲渡又は事業の廃止

などにより員外利用規制違反の改善を図る場合は３年以内を目途と により員外利用規制違反の改善を図る場合は３年以内を目途とす

する。厚生連においては、実施主体の変更により員外利用規制違反 る。厚生連においては、実施主体の変更により員外利用規制違反の

の改善を図る場合は３年以内を目途とする。 改善を図る場合は３年以内を目途とする。

（削る。） Ⅱ－１－２－３ 准組合員制度の運用

准組合員制度は、農協が農業者のみならず地域住民の生活に必要な生活支援

機関としての役割を果たすことが農村の活性化にとって望ましいこと、また、

農協としては、事業運営の安定化を図り、正組合員へのサービスを確保・向上

する上でも、事業分量を増大することが望ましいことから、地域に居住する住

民等についても農協の事業を組合員として利用する途を開くために設けられて

いる。実態としても、農協は、地域に居住する住民の生活に必要な物資の販売、

医療、介護サービス等の提供を行うなど地域社会において重要な役割を担って

いる。

このことを踏まえつつ、正組合員の減少と准組合員の増加が恒常的となり、

正准比率が逆転する農協も見受けられる現状に鑑み、非農業者である准組合員

の増加により、その事業運営が農業振興を進める上で正組合員の利用メリット

の最大化に支障を来すことのないよう、准組合員の加入に際しては、農協制度

の目的・趣旨の理解の促進に努めるとともに、正組合員と准組合員との交流の

促進等を図っていく必要がある。

併せて、准組合員の意見をどのように事業に反映させていくのかについて工

夫していく必要がある。

Ⅱ－１－２－３ 役員体制 Ⅱ－１－２－４ 役員体制

Ⅱ－１－２－３－１ 意義 Ⅱ－１－２－４－１ 意義

組合が、農業者の協同組織として「組合員への最大の奉仕」という目的を実

現し、農業所得の増大に最大限配慮をした事業運営を実施できるか否かは、組

合の業務執行の決定等を行う役員体制のいかんによるところが大きいと考えら

れる。

このため、組合において、農業所得の増大に向けた経済活動を積極的に行っ

ていく観点から、役員体制をどうするかなどについて、組合員と組合の役職員

との間で徹底した議論が行われることが重要である。

併せて、役員がその責務を十全に果たすとともに、経営に対する規律付けを 組合の経営の健全性の維持及びその一層の向上を図るためには、経営に対す
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有効に機能させ、適切な経営管理（ガバナンス。以下同じ。）が行われるよう る規律付けが有効に機能し、適切な経営管理（ガバナンス。以下同じ。）が行

にすることが重要である。 われることが重要である。

Ⅱ－１－２－３－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－２－４－２ 主な着眼点

組合員への最大奉仕という目的に合致し、農業所得の増大に最大限配慮をし 経営管理が有効に機能するためには、経営管理委員会会長（経営管理委員会

た事業運営を実現するとともに、その前提となる経営管理を有効に機能させる 会長に準ずる職を含む。以下同じ。）・経営管理委員・経営管理委員会（経営管

ためには、経営管理委員会会長（経営管理委員会会長に準ずる職を含む。以下 理委員会及び各役職を設置している組合に限る。以下同じ。）、代表理事・理事

同じ。）・経営管理委員・経営管理委員会（経営管理委員会及び各役職を設置し ・理事会・監事・監事会（監事会を設置している組合に限る。以下同じ。）及

ている組合に限る。以下同じ。）、代表理事・理事・理事会・監事・監事会（監 びすべての職階における職員が自らの役割を理解しそのプロセスに十分関与す

事会を設置している組合に限る。以下同じ。）及びすべての職階における職員 ることが必要となるが、その中でも、経営管理委員会会長・経営管理委員・経

が自らの役割を理解しそのプロセスに十分関与することが必要となるが、その 営管理委員会、代表理事・理事・理事会及び監事・監事会が果たす責務が重大

中でも、経営管理委員会会長・経営管理委員・経営管理委員会、代表理事・理 である。

事・理事会及び監事・監事会が果たす責務が重大である。

また、平成27年改正法では、農協の理事について、その定数の過半数を原則

として「認定農業者」又は「農畜産物の販売その他の当該農協が行う事業又は

法人の経営に関し実践的な能力を有する者」（以下「実践的能力者」という。）

とすること（法第30条第12項、第30条の２第４項及び第７項）、年齢や性別に

著しい偏りが生じないように配慮すること（第30条第13項、第30条の２第４項）

が規定されたところであり、これらの規定に適合した役員体制とすることはも

とより、農協が、農業所得の増大に向けた経済活動を積極的に行っていく観点

から、役員体制をどうするかなどについて、組合員と農協の役職員との間で徹

底した議論が行われることが重要である。

（１）代表理事 （１）代表理事

①～④ （略） ①～④ （略）

⑤ 代表理事は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除して ⑤ 代表理事は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除して

いくことが、組合に対する公共の信頼を維持し、組合の業務の適切性及 いくことが、組合に対する公共の信頼を維持し、組合の業務の適切性及

び健全性の確保のため不可欠であることを十分認識し、政府指針の内容 び健全性の確保のため不可欠であることを十分認識し、政府指針の内容

を踏まえて経営管理委員会で決定された基本方針を明確に示し、組織内 を踏まえて経営管理委員会で決定された基本方針を明確に示し、組織内

外に宣言しているか（経営管理委員未設置組合の場合は、理事会で決定 外に宣言しているか（経営管理委員会未設置組合の場合は、理事会で決

された基本方針を明確に示し、組織内外に宣言しているか。）。 定された基本方針を明確に示し、組織内外に宣言しているか。）。

また、代表理事は、組織内外に宣言した基本方針を実現するための組 また、代表理事は、組織内外に宣言した基本方針を実現するための組

織内体制の整備、職員の安全確保等の必要な態勢を構築するとともに定 織内体制の整備、職員の安全確保等の必要な態勢を構築するとともに定

期的にその有効性を検証しているか。 期的にその有効性を検証しているか。

（２） （略） （２） （略）
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（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 （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 経営管理委員設置組合 ① 経営管理委員会設置組合

ア～ク （略） ア～ク （略）

ケ 常務に従事する理事についての経営管理委員会における選任プロセ ケ 常務に従事する理事の選任議案の決定プロセス等においては、その

ス等においては、その適格性について、「経営管理を的確、公正かつ 適格性について、「経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行すること

効率的に遂行することができる知識及び経験」及び「十分な社会的信 ができる知識及び経験」及び「十分な社会的信用」として、例えば、

用」として、例えば、以下のような要素が適切に勘案されているか。 以下のような要素が適切に勘案されているか。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

② 経営管理委員未設置組合 ② 経営管理委員会未設置組合

ア～キ （略） ア～キ （略）

ク 常務に従事する理事についての理事会における選任プロセス等にお ク 常務に従事する理事の選任議案の決定プロセス等においては、その

いては、その適格性について、「経営管理を的確、公正かつ効率的に 適格性について、「経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行すること

遂行することができる知識及び経験」及び「十分な社会的信用」とし ができる知識及び経験」及び「十分な社会的信用」として、例えば、

て、例えば、以下のような要素が適切に勘案されているか。 以下のような要素が適切に勘案されているか。

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

③ 経営管理委員及び理事の構成 （新設）

ア 組合の理事の定数の少なくとも３分の２（経営管理委員設置組合に

あっては、経営管理委員の定数の少なくとも４分の３）は、正組合員

たる個人又は正組合員たる法人の役員であるか。

（注１）定款に規定する理事等の定数に幅が設けられている場合は、実

際に就任している理事等の数に基づき、「３分の２」等の数を算出

する。

（注２）正会員には、農協連合会にあっては、その正会員たる農協連合

会の正会員やその正会員たる農協の正組合員を含む（法第30条第11

項）。

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
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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）定款に規定する理事等の定数に幅が設けられている場合は、実

際に就任している理事等の数に基づき、「過半数」等の数を算出す

る。

（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。

・ 施行規則第76条の２第１項第１号イに掲げる者･･･農場長など、

当該法人の農業経営に関し一定の権限及び責任を有する者。

・ 同号ホに掲げる者･･･経営所得安定対策の対象となる集落営農

組織の役員。

・ 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。

・ 同号トに掲げる者･･･都道府県において指導農業士として認定

された者。なお、農業指導士、農業経営士など名称は問わない。

・ 同号チに掲げる者･･･認定農業者ではないものの、市町村が定

める基本構想に掲げられた経営規模や所得等の指標の水準に到達

している者（いわゆる基本構想水準到達者）。

・ 同号リに掲げる者･･･生産部会等の代表者。なお、品目別の組

織か品目横断的な組織かは問わないが、農業の振興と直接関係し

ない組織は対象外であること、当該農協に置かれる組織のみが対

象であること、ここでの「代表者」とは単に当該組合員組織の推

薦等を受けた者という趣旨ではないことに留意する。

（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

周知されている（農業経営基盤強化促進法の基本要綱（平成24年５
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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）。

また、認定農業者に準ずる者のうち認定就農者についても、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）。

（注４）行政庁において、理事又は経営管理委員が認定農業者又は認定

農業者に準ずる者に該当するかどうかを検証する必要がある場合に

は、総会参考書類のうち当該理事又は経営管理委員に係る略歴を確

認するとともに、選任理由等についての総会等における組合員への

説明内容を聴取するものとする。

ウ 施行規則第76条の２第１項第２号若しくは第３号又は第２項第２号

若しくは第３号の例外規定を適用する場合において、同条第１項第２

号ロ若しくは第３号ロ又は第２項第２号ロ若しくは第３号ロの規定に

よる当該農協の正組合員である認定農業者の数に関する調査は、理事

又は経営管理委員の全部改選に係る選挙又は選任の可能な限り直近の

時点で行われているか。

また、当該調査結果の公表は、原則として、理事又は経営管理委員

の全部改選に係る選挙又は選任に先立って行われているか。

エ 施行規則第76条の２第１項第３号又は第２項第３号の例外規定を適

用する場合において、同条第１項第３号イ又は第２項第３号イの規定

による行政庁の承認は、原則として、理事又は経営管理委員の全部改

選に係る選挙又は選任に先立って受けているか。

また、同条第１項第３号ハ又は第２項第３号ハの規定による理由の

公表は、原則として、理事又は経営管理委員の全部改選に係る選挙又

は選任に先立って行われているか。

オ 施行規則第76条の２第１項第４号又は第２項第４号の例外規定を適

用する場合において、同条第１項第４号イ又は第２項第４号イの規定

による特別な理由の公表は、原則として、理事又は経営管理委員の全

部改選に係る選挙又は選任に先立って行われているか。

また、同条第１項第４号ロ又は第２項第４号ロの規定による農林水

産大臣の承認は、原則として、理事又は経営管理委員の全部改選に係

る選挙又は選任に先立って受けているか。

カ 農協の理事又は経営管理委員の年齢及び性別に著しい偏りが生じな

いようにするため、例えば、理事又は経営管理委員の選任プロセスに

おいて、若い世代や女性の役員への積極的な登用に向けた働きかけを
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行うなどの配慮が行われているか。

④ その他（経営管理委員設置組合、経営管理委員未設置組合共通） ③ その他（①、②共通）

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 理事（経営管理委員設置組合の理事はアを適用する。） ウ 理事（経営管理委員会が設置されている組合の理事はアを適用す

る。）

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略）

エ・オ （略） エ・オ （略）

（４） （略） （４） （略）

Ⅱ－１－２－３－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－２－４－３ 監督手法・対応

（１） （略） （１） （略）

（２）定期的なヒアリング及び通常の監督事務等を通じて、法第30条第12項な

ど法令の規定に適合した役員体制となっているかについて検証するほか、

農協において、農業所得の増大に向けた経済活動を積極的に行っていく観

点から、役員体制をどうするかなどについて、組合員と農協の役職員との

間で徹底した議論が行われることを促す。

（３）また、Ⅱ－１－２－３－２に掲げる事項について、重大な問題が生じる （２）また、Ⅱ－１－２－４－２に掲げる事項について、重大な問題が生じる

おそれがある場合には、必要に応じて法第93条第１項に基づき報告を求め おそれがある場合には、必要に応じて法第93条第１項に基づき報告を求め

る。報告の結果、自主的な改善に委ねたのでは組合の事業運営に支障を来 る。報告の結果、自主的な改善に委ねたのでは組合の事業運営に支障を来

すと認められる場合には、例えば役員体制や役員の職務分担の見直し及び すと認められる場合には、例えば役員体制や役員の職務分担の見直し及び

措置の進捗・運用状況の客観的把握と検証態勢の構築などの内容を含む法 措置の進捗・運用状況の客観的把握と検証態勢の構築などの内容を含む法

第95条第１項に基づく必要措置命令を発出するものとする。 第95条第１項に基づく必要措置命令を発出するものとする。

（４）常務に従事する理事が、Ⅱ－１－２－３－２（３）①ケ及びⅡ－１－２ （３）常務に従事する理事が、Ⅱ－１－２－４－２（３）①ケ及びⅡ－１－２

－３－２（３）②クに掲げる勘案すべき要素に照らし不適格と認められる －４－２（３）②クに掲げる勘案すべき要素に照らし不適格と認められる

場合であって、又はその選任に当たり、十分な要素が勘案されていないと 場合であって、又はその選任議案の決定若しくは選任に当たり、十分な要

認められる場合であって、事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要 素が勘案されていないと認められる場合であって、事業の健全かつ適切な

があると認められるときは、その適格性や経営管理の遂行状況、それらに 運営を確保するため必要があると認められるときは、理事の適格性や経営

ついての組合の認識、及び選任プロセス等についてヒアリングを行い、必 管理の遂行状況、それらについての組合の認識、及び理事の選任議案の決

要な場合には法第93条第１項に基づき報告を求めるものとする。 定プロセス等についてヒアリングを行い、必要な場合には法第93条第１項

に基づき報告を求めるものとする。
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（５）報告の結果、組合に法令、定款又は法令に基づく行政処分に対する違反 （４）報告の結果、組合に法令、定款又は法令に基づく行政処分に対する違反

が認められ、経営管理態勢に重大な問題があると認められる場合であって、 が認められ、経営管理態勢に重大な問題があると認められる場合であって、

自主的な改善努力に委ねたのでは、事業の健全かつ適切な運営に支障を来 自主的な改善努力に委ねたのでは、事業の健全かつ適切な運営に支障を来

すおそれがあると認められるときには、法第95条第１項に基づき必要措置 すおそれがあると認められるときには、法第95条第１項に基づき必要措置

命令を発出するものとする。 命令を発出するものとする。

（注）Ⅱ－１－２－３－２（３）①ケ及びⅡ－１－２－３－２（３）② （注）Ⅱ－１－２－４－２（３）①ケ及びⅡ－１－２－４－２（３）②

クに掲げる常務に従事する理事の知識・経験及び社会的信用に係る クに掲げる理事の知識・経験及び社会的信用に係る着眼点は、各組

着眼点は、各組合の常務に従事する理事の選任プロセス等における 合の理事の選任プロセス等における自主的な取組を基本としつつ、

自主的な取組を基本としつつ、その過程において適格性が適切に判 その過程において適格性が適切に判断されているかどうかを当局が

断されているかどうかを当局が確認するための事項の例示であり、 確認するための事項の例示であり、また、特定の事項への該当をも

また、特定の事項への該当をもって直ちにその適格性を判断するた って直ちにその適格性を判断するためのものではない。理事の選任

めのものではない。常務に従事する理事の選任議案の決定等に当た 議案の決定等に当たっては、まずは組合自身がその責任において、

っては、まずは組合自身がその責任において、上記着眼点も踏まえ 上記着眼点も踏まえつつ、その時々の時点における理事個人の資質

つつ、その時々の時点における理事個人の資質を総合的に勘案して を総合的に勘案して適切に判断すべきものであることに留意する必

適切に判断すべきものであることに留意する必要がある。 要がある。

Ⅱ－１－３ 法令等遵守態勢の整備 Ⅱ－１－３ 法令等遵守態勢の整備

Ⅱ－１－３－１ 意義 Ⅱ－１－３－１ 意義

（略） （略）

Ⅱ－１－３－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－３－２ 主な着眼点

（１） （略） （１） （略）

（２）内部けん制体制 （２）内部けん制体制

①・② （略） ①・② （略）

③ 人事管理に当たっては、信用事業及び共済事業の職員については、事 ③ 人事管理に当たっては、事故防止等の観点から職員を長期間（３～５

故防止等の観点から、系統金融機関向け監督指針Ⅱ－３－３－２（４）、 年程度）にわたり同一職務に従事させることなくローテーションを確保

共済事業向け監督指針Ⅱ－３－14－１－２（４）に基づくローテーショ するよう配慮されているか。

ン等について取り組んでいるか。

④ 現金を扱う職務などを行っている職員（管理者を含む。）については、 ④ 連続休暇、研修、内部出向制度等、又はこれらの組合せにより、最低

連続休暇、研修、内部出向制度等、又はこれらの組合せにより、最低限 限年１回１週間以上連続して職員(管理者を含む。)が職場を離れる等の

年１回１週間以上連続して職場を離れる等の対策を行っているか。 対策を行っているか。

（３） （略） （３） （略）
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（４）内部監査体制 （４）内部監査体制

法令等遵守態勢の確立と組合の抱える諸リスクへの対応強化を図るた 法令等遵守態勢の確立と組合の抱える諸リスクへの対応強化を図るた

め、リスク管理を含む管理態勢の適切性・有効性を主要な視点として、内 め、リスク管理を含む管理態勢の適切性・有効性を主要な視点として、内

部監査が実施されているか。 部監査が実施されているか。

具体的には、 具体的には、

①～④ （略） ①～④ （略）

⑤ 監事や会計監査人等と連携し効率的に監査を実施しているか。 ⑤ 監事や外部監査を行う中央会等と連携し効率的に監査を実施している

か。

⑥～⑨ （略） ⑥～⑨ （略）

Ⅱ－１－３－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－３－３ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅱ－１－４ 不祥事件等の対応 Ⅱ－１－４ 不祥事件等の対応

Ⅱ－１－４－１ 意義 Ⅱ－１－４－１ 意義

（略） （略）

Ⅱ－１－４－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－４－２ 主な着眼点

（略） （略）

Ⅱ－１－４－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－４－３ 監督手法・対応

（１）行政庁への届出 （１）行政庁への届出

組合の不祥事件については、法第97条第12号及び施行規則第231条第１ 組合の不祥事件については、法第97条の２第12号及び施行規則第231条

項第22号（信用事業を行う組合については、法第97条第12号並びに、施行 第１項第22号（信用事業を行う組合については、法第97条の２第12号並び

規則第231条第１項第22号及び信用事業命令第58条第１項第15号）に基づ に、施行規則第231条第１項第22号及び信用事業命令第58条第１項第15号）

き行政庁へ届出されることとなるが、都道府県知事が当該届出を受けた場 に基づき行政庁へ届出されることとなるが、都道府県知事が当該届出を受

合は、速やかに地方農政局長（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、 けた場合は、速やかに地方農政局長（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事

北海道にあっては経営局長）あて報告するよう求めるものとする。なお、 務局長、北海道にあっては経営局長）あて報告するよう求めるものとする。

地方農政局及び内閣府沖縄総合事務局においては、報告の内容について協 なお、地方農政局及び内閣府沖縄総合事務局においては、報告の内容につ

同組織課に速やかに情報提供するものとする。 いて協同組織課に速やかに情報提供するものとする。

この場合において、施行規則第231条第４項第６号（信用事業を行う組 この場合において、施行規則第231条第４項第６号（信用事業を行う組

合については、施行規則第231条第４項第６号及び信用事業命令第58条第 合については、施行規則第231条第４項第６号及び信用事業命令第58条第

２項第５号）に該当するものとしては、例えば次のようなものが考えられ ２項第５号）に該当するものとしては、例えば次のようなものが考えられ

る。 る。

① 架空契約（実在しない契約者・被共済者名義を使って作成している契 ① 架空契約（実在しない契約者・被共済者名義を使って作成している契
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約をいう。）及び名義借契約（組合の役職員が、利用者から名義使用だ 約をいう。）及び名義借契約（組合の役職員が、利用者から名義使用だ

けの了解を取り付け、共済掛金は当該役職員が支払って作成している契 けの了解を取り付け、共済掛金は当該役職員が支払って作成している契

約をいう。）が発生した場合 約をいう。）が発生した場合

② １件当たりの金額が100万円未満の現金等の盗難が短期間に連続して ② １件当たりの金額が100万円未満の現金等の盗難が短期間に連続して

発生した場合 発生した場合

なお、第一報が電話やメール等により口頭、別紙様式１以外の様式でな なお、第一報が電話やメール等により口頭、別紙様式１以外の様式でな

された場合には、施行規則第231条第５項（信用事業を行う組合について された場合には、施行規則第231条第５項（信用事業を行う組合について

は、施行規則第231条第５項及び信用事業命令第58条第３項）に基づき、 は、施行規則第231条第５項及び信用事業命令第58条第３項）に基づき、

当該不祥事件の発生を組合が知った日から１ヶ月以内に文書による届出を 当該不祥事件の発生を組合が知った日から１ヶ月以内に文書による届出を

行わせる。 行わせる。

また、ＪＡＳ法や独占禁止法などに違反する行為により、組合が組織と また、ＪＡＳ法や独占禁止法などに違反する行為により、組合が組織と

してこれらの法令に基づく処分を受けた場合には、必要に応じ、報告を求 してこれらの法令に基づく処分を受けた場合には、必要に応じ、報告を求

めるものとする。 めるものとする。

なお、中央会については、中央会において不祥事件が発生したことを知

った場合には、法第93条第１項に基づき資料の提出を求めることとしてお

り（Ⅴ－１－２参照）、当該資料の提出を受け、組合に準じて指導するこ

ととなる。

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略）

Ⅱ－１－５ 反社会的勢力による被害の防止 Ⅱ－１－５ 反社会的勢力による被害の防止

（略） （略）

Ⅱ－１－６ 個人情報保護対応 Ⅱ－１－６ 個人情報保護対応

Ⅱ－１－６－１ 意義 Ⅱ－１－６－１ 意義

組合においては、その取り扱う個人情報も多く、個人情報漏えい等による社 組合においては、その取り扱う個人情報も多く、個人情報漏えい等による社

会的影響はもとより、組合経営に対する影響も大きいことから、個人情報取扱 会的影響はもとより、組合経営に対する影響も大きいことから、個人情報取扱

事業者として各事業の遂行に当たって遵守すべき法令等の規定並びに個人情報 事業者として各事業の遂行に当たって遵守すべき法令等の規定並びに個人情報

保護法及び農林水産分野における個人情報ガイドライン（農林水産省版）はも 保護法及び農林水産分野における個人情報ガイドライン（農林水産省版）はも

とより、他の事業分野に関するガイドラインを遵守する必要がある。 とより、他の事業分野に関するガイドラインを遵守する必要がある。

個人情報取扱事業者である農事組合法人については、組合に準じて指導する。 個人情報取扱事業者である中央会、農事組合法人については、組合に準じて

また、個人情報取扱事業者でない組合等についても、個人情報保護法の理念を 指導する。また、個人情報取扱事業者でない組合等についても、個人情報保護

踏まえ、各種ガイドラインの遵守に努めるよう指導する。 法の理念を踏まえ、各種ガイドラインの遵守に努めるよう指導する。

なお、信用事業実施組合については系統金融機関向け監督指針Ⅱ－３－２－ なお、信用事業実施組合については系統金融機関向け監督指針Ⅱ－３－２－

３、共済事業実施組合については共済事業向け監督指針Ⅱ－４－７についても ３、共済事業実施組合については共済事業向け監督指針Ⅱ－３－７についても
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参照する。 参照する。

Ⅱ－１－６－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－６－２ 主な着眼点

（略） （略）

Ⅱ－１－６－３ 監督手法・対応 Ⅱ－１－６－３ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅱ－１－７ 組合員に対する説明態勢等の整備 Ⅱ－１－７ 組合員に対する説明態勢等の整備

Ⅱ－１－７－１ 意義 Ⅱ－１－７－１ 意義

（略） （略）

Ⅱ－１－７－２ 主な着眼点 Ⅱ－１－７－２ 主な着眼点

（１）組合員に対する必要な情報の提供 （１）組合員に対する必要な情報の提供

①～⑤ （略） ①～⑤ （略）

⑥ 組合の財務書類の開示に当たっては、組合の事業・財務に関する利用 ⑥ 組合の財務書類の開示に当たっては、組合の事業・財務に関する利用

者の知識及び経験に応じた分かりやすいものとなるよう努めるととも 者の知識及び経験に応じた分かりやすいものとなるよう努めるととも

に、組合公式ＷＥＢサイト等を活用して開示するなど多様な利害関係者 に、ディスクロージャー誌を組合公式ＷＥＢサイト等を活用して開示す

に対する情報提供が円滑に行われることが望ましい。 るなど多様な利害関係者に対する情報提供が円滑に行われることが望ま

特に法第10条第１項第３号又は第10号の事業を行う組合に対しては、 しい。

法第54条の３第１項又は第２項の説明書類（いわゆるディスクロージャ

ー誌）を作成し、公衆の縦覧に供することが義務付けられているところ

であり、多様な利害関係者に対する情報提供が円滑に行われる観点から、

ディスクロージャー誌を組合公式ＷＥＢサイトへも掲載するよう促すも

のとする。

（２） （略） （２） （略）

Ⅱ－２ 財務の健全性・透明性 Ⅱ－２ 財務の健全性・透明性

自己資本基準（施行令第29条第１項に規定する自己資本の基準をいう。以下 自己資本基準（施行令第３条の２第１項に規定する自己資本の基準をいう。

同じ。）は、出資組合（以下Ⅱ－２において「組合」という。）の資産構成の適 以下同じ。）は、出資組合（以下Ⅱ－２において「組合」という。）の資産構成

正化を図り、財務面での安全性を高めるため、過度の固定資産投資を抑制する の適正化を図り、財務面での安全性を高めるため、過度の固定資産投資を抑制

とともに、自己資本の維持・拡充に努めさせようとするものである。返済期限 するとともに、自己資本の維持・拡充に努めさせようとするものである。返済

が短期の資金を原資に多額の固定資産投資を行えば、資金が固定化し、資金繰 期限が短期の資金を原資に多額の固定資産投資を行えば、資金が固定化し、資

りに支障を来すおそれがある。このため、当該基準では、固定資産や外部出資 金繰りに支障を来すおそれがある。このため、当該基準では、固定資産や外部
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という回収に長期間を要する資金投下について、返済期限が長期の借入金や返 出資という回収に長期間を要する資金投下について、返済期限が長期の借入金

済不要の自己資本を充てることを義務付けている。 や返済不要の自己資本を充てることを義務付けている。

自己資本基準は組合が財務の処理を適正ならしめるための基準を定めたもの 自己資本基準は組合が財務の処理を適正ならしめるための基準を定めたもの

であり、組合においてはこの基準を満たしつつその財産的基礎をより強固にす であり、組合においてはこの基準を満たしつつその財産的基礎をより強固にす

るための取組が求められる。 るための取組が求められる。

このようにして財務の健全性が確保されて初めて経営の自主性が確保され、 このようにして財務の健全性が確保されて初めて経営の自主性が確保され、

組合員に対して最大の奉仕をするという組合本来の使命も果たし得ることに留 組合員に対して最大の奉仕をするという組合本来の使命も果たし得ることに留

意する必要がある。 意する必要がある。

一方、現実には、単年度では健全な経営を維持しながらも大規模な施設整備 一方、現実には、単年度では健全な経営を維持しながらも大規模な施設整備

等により一時的に自己資本基準が基準を下回る組合も見られるところである。 等により一時的に自己資本基準が基準を下回る組合も見られるところである。

このような自己資本基準を満たしていない組合に対しては、経営改善計画を策 このような自己資本基準を満たしていない組合に対しては、経営改善計画を策

定させて計画的に、かつ自己資本基準の水準に応じて段階的にきめ細かく経営 定させて計画的に、かつ自己資本基準の水準に応じて段階的にきめ細かく経営

改善の指導等を行うことにより、できるだけ早期に自己資本基準を回復させる 改善の指導等を行うことにより、できるだけ早期に自己資本基準を回復させる

こととする。 こととする。

なお、現在、違反していない組合に対しても、将来、基準を下回ることが見 なお、現在、違反していない組合に対しても、将来、基準を下回ることが見

込まれる場合には、自己資本基準を満たさない状況に陥らないことを目指して、 込まれる場合には、自己資本基準を満たさない状況に陥らないことを目指して、

早期の取組を促すことにより財務の健全性を確保することとする。 早期の取組を促すことにより財務の健全性を確保することとする。

Ⅱ－２－１ 自己資本基準を満たしていない組合に対する指導 Ⅱ－２－１ 自己資本基準を満たしていない組合に対する指導

Ⅱ－２－１－１ 意義 Ⅱ－２－１－１ 意義

（略） （略）

Ⅱ－２－１－２ 監督手法・対応 Ⅱ－２－１－２ 監督手法・対応

（１）法第93条第１項に基づく報告徴求命令の発出 （１）法第93条第１項に基づく報告徴求命令の発出

オフサイト・モニタリングや検査の結果により、組合の自己資本基準充 オフサイト・モニタリングや検査の結果により、組合の自己資本基準充

足率（施行令第29条第１項の自己資本の額の同項第１号の固定資産の額及 足率（施行令第３条の２第１項の自己資本の額の同項第１号の固定資産の

び第２号の払込済出資金の額の合計額に対する充足割合をいう。以下同 額及び第２号の払込済出資金の額の合計額に対する充足割合をいう。以下

じ。）が100％に達していないと認められる場合は、法第93条第１項に基づ 同じ。）が100％に達していないと認められる場合は、法第93条第１項に基

く報告徴求命令を発出し、改善計画の提出を求める。（改善計画の様式に づく報告徴求命令を発出し、改善計画の提出を求める。（改善計画の様式

ついては、別紙様式２－１を参照、厚生連は別紙様式２－２を参照。）。 については、別紙様式２－１を参照、厚生連は別紙様式２－２を参照。）。

改善計画については、以下に示す区分を踏まえ、より実効性・現実性の 改善計画については、以下に示す区分を踏まえ、より実効性・現実性の

ある計画になっているかを検証するものとする。 ある計画になっているかを検証するものとする。

この対応は、組合の財務内容を着実に改善させることを目的とするもの この対応は、組合の財務内容を着実に改善させることを目的とするもの

であることから、各組合の個別の事情や組合の行う事業の特性等を踏まえ、 であることから、各組合の個別の事情や組合の行う事業の特性等を踏まえ、

画一的な取扱いにならないよう留意するものとする。 画一的な取扱いにならないよう留意するものとする。
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（２）～（５） （略） （２）～（５） （略）

（６）第１区分及び第２区分に係る追加的な措置 （６）第１区分及び第２区分に係る追加的な措置

行政庁は、第１区分又は第２区分に係る措置を命ずる場合に、（３）の 行政庁は、第１区分又は第２区分に係る措置を命ずる場合に、（３）の

表に掲げる措置に加え、必要に応じて、組合が５千万円（当該組合の自己 表に掲げる措置に加え、必要に応じて、組合が５千万円（当該組合の自己

資本の額（施行令第29条第１項に規定する自己資本の額をいう。この項に 資本の額（施行令第３条の２第１項に規定する自己資本の額をいう。この

おいて同じ。）の10％に相当する額が５千万円を下回る場合は当該額（百 項において同じ。）の10％に相当する額が５千万円を下回る場合は当該額

万円未満切捨て））以上の固定資産の取得又は外部出資をする場合には行 （百万円未満切捨て））以上の固定資産の取得又は外部出資をする場合に

政庁に事前協議することも命ずることとする。 は行政庁に事前協議することも命ずることとする。

（７）第３区分に係る措置の内容 （７）第３区分に係る措置の内容

「自己資本基準充足率50％の達成に資する」措置とは、原則として１年 「自己資本基準充足率50％の達成に資する」措置とは、原則として１年

以内に自己資本基準充足率が50％以上の水準を達成するための措置とし 以内に自己資本基準充足率が50％以上の水準を達成するための措置とし

て、（３）の表に掲げる措置の内容の欄に記載された１から６の事項の実 て、（３）の表に掲げる措置の内容の欄に記載された１から６の事項の実

施を命ずるものとする。 施を命ずるものとする。

なお、厚生連について、自己資本基準が50％未満となっている要因が特 なお、厚生連について、自己資本基準が50％未満となっている要因が特

定の病院等に起因するものであって、厚生連の経営の存続が危ぶまれる程 定の病院等に起因するものであって、厚生連の経営の存続が危ぶまれる程

度の影響が生じると見込まれる場合において、当該病院等について次の要 度の影響が生じると見込まれる場合において、当該病院等について次の要

件のすべてに該当するときは、措置の内容の欄の６の措置として、当該病 件のすべてに該当するときは、措置の欄の６の措置として、当該病院等の

院等の規模の縮小、存続のあり方（指定管理者となる場合を含む。）等の 規模の縮小、存続のあり方（指定管理者となる場合を含む。）等の検討を

検討を命ずるものとする。 命ずるものとする。

① 地方公共団体等からの支援が見込めないこと ① 地方公共団体等からの支援が見込めないこと

② 会員からの増資等が見込めないこと ② 会員からの増資等が見込めないこと

（８）～（11） （略） （８）～（11） （略）

Ⅱ－２－２ 早期指導 Ⅱ－２－２ 早期指導

（略） （略）

Ⅱ－３ 事業実施体制 Ⅱ－３ 事業実施体制

組合が農業所得の増大に最大限の配慮をしつつその事業を通じて組合員に最 農業を巡る情勢が厳しさを増す中で、組合が法第１条の農業生産力の増進な

大限奉仕するという目的を果たすためには、その事業方針を明確化し、適切な どの目的を果たすためには、地域農業の振興に向けた事業方針を明確化し、適

進捗管理の下で確実に事業実施を図ることが必要である。 切な進捗管理の下で確実に事業実施を図ることが必要である。

また、この場合、組合は、その事業実施に当たっては、法第７条第３項の趣 また、組合員が多様化する中で、信用・共済事業に比べて事業が多岐にわた
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旨を踏まえて、的確な事業活動で高い収益性を実現し、組合員への還元（事業 り、組合員ごとのニーズが異なる場合が多い経済事業については、組合員に対

利用分量配当）や将来の事業への投資に充てるよう努めることが必要である。 して適切な情報提供を行いながら、組合員が求める事業を実施することにより

なお、平成27年改正法において、組合がその事業を行うに当たっては組合員 組合員から選択され、利用される組合となるよう努めることが重要である。

に対しその利用を強制してはならないという規定が追加されたところであり

（法第10条の２）、組合員が組合の事業を利用するか否かは、各組合員の自主

的な選択によるものであることを徹底する必要がある。

Ⅱ－３－１ 組合員に対する営農・経営支援 Ⅱ－３－１ 組合員に対する営農・経営支援

Ⅱ－３－１－１ 意義 Ⅱ－３－１－１ 意義

（略） （略）

Ⅱ－３－１－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－１－２ 主な着眼点

（１） （略） （１） （略）

（２）実施体制 （２）実施体制

① 理事が、適切な営農指導や意欲ある農業者へ出向く活動の必要性を理 ① 理事が、適切な営農指導や意欲ある農業者へ出向く活動の必要性を理

解し、組合員とのつながりが強化できる実施体制の整備を行っているか。 解しているか。

② 適切な営農指導や意欲ある農業者へ出向く活動などが実施できるよう ② 適切な営農指導や意欲ある農業者へ出向く活動などが実施できるよう

業務に精通した人材の配置やそうした高度な専門性を有する人材育成が 業務に精通した人材の配置や人材育成が行われているか。

行われているか。また、そのことを考慮した人事異動が行われるよう配

慮されているか。

（３）人材の育成及び能力の向上 （３）人材の育成及び能力の向上

営農技術の指導のみならず、販売先のニーズに応じて、地域の生産者を 営農技術の指導のみならず、販売先のニーズに応じて地域の生産者をと

とりまとめる能力、農業者の経営改善を図る能力、生産・販売計画を提案 りまとめる能力など、地域の農業生産拡大に資する人材育成策を策定し、

できる能力など、地域の農業生産拡大・農業所得増大に資する人材育成策 実施しているか。

を策定し、実施しているか。

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略）

Ⅱ－３－２ 販売・購買事業 Ⅱ－３－２ 販売・購買事業

Ⅱ－３－２－１ 意義 Ⅱ－３－２－１ 意義

組合がその事業を通じて、組合員の農業所得の増大を図るためには、販売事 組合がその事業を通じて、組合員の農業所得の拡大を図るためには、販売

業を通じた安定的かつ収益性の高い販売ルートの確保や、購買事業を通じた農 事業を通じた安定的かつ収益性の高い販売ルートの確保や、購買事業を通じた

業生産資材の流通の合理化等による農業生産コストの縮減が重要である。 農業生産資材の流通の合理化等による農業生産コストの縮減が重要である。
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これらの取組については、組合全体としてのサービス供給の効率性の維持・ これらの取組については、組合全体としてのサービス供給の効率性の維持・

拡大に重要であること等について、組合員に対して十分な説明を行いながら、 拡大に重要であること等について、組合員に対して十分な説明を行いながら、

その対応を強化することが重要である。 その対応を強化することが重要である。

販売・購買事業は、個別の地域の実情や組合員の状況に応じて展開されてい 販売・購買事業は、個別の地域の実情や組合員の状況に応じて展開されてい

くものであるが、上記の観点から例えば以下の点に留意するものとする。 くものであるが、上記の観点から例えば以下の点に留意するものとする。

Ⅱ－３－２－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－２－２ 主な着眼点

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４）農産物の有利販売に向けた取組強化 （新設）

組合員たる農業者と組合の役職員が徹底した話合いを行うなどした上

で、農産物の有利販売に向けた具体的な取組計画を作成しているか。その

進捗状況について点検を行うとともに、取組による効果の検証を行ってい

るか。また、取組内容について定期的な見直しを行っているか。さらに、

組合員に対しては、当該計画やその進捗状況などについて周知しているか。

（５）コスト縮減に向けた取組強化 （４）コスト縮減に向けた取組強化

① 組合において、例えば次に掲げる取組など、肥料、農薬、農業機械な ① 組合において、例えば次に掲げる取組など、肥料、農薬、農業機械な

どの生産資材のコスト縮減に向けた取組を積極的に行っているか。 どの生産資材のコスト縮減に向けた取組を積極的に行っているか。

ア 複数の調達先を比較して（価格及び品質など）、最も有利なところ

から調達

イ～エ ア～ウ

② （略） ② （略）

（６）事業の利用強制及び独占禁止法違反の排除 （５）独占禁止法違反の排除

① 例えば、組合員に対し、農協からの融資に際して農産物の農協への出 ① 例えば、ある作物の販売について、法第19条第１項に定める専属利用

荷を条件とする、あるいは、組合員が農協から農業機械の購入資金を借 契約を締結している場合に、その契約を基に、専属利用契約を締結して

り入れるに当たり当該機械の農協からの購入を条件とするなど、法第10 いない購買事業についてもその利用を強制するなど、独占禁止法に定め

条の２の規定に反して組合員に事業利用を強制する行為や、独占禁止法 る「不公正な取引方法」に当たる行為が行われていないか。また、「一

に定める「不公正な取引方法」に当たる行為が行われていないか。また、 定の取引分野における競争を実質的に制限する」行為が行われていない

「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」行為が行われてい か。

ないか。

②・③ （略） ②・③ （略）

（７）～（９） （略） （６）～（８） （略）
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Ⅱ－３－２－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－２－３ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅱ－３－３ 共同利用施設（利用事業） （新設）

Ⅱ－３－３－１ 意義

カントリーエレベーターや集出荷施設など組合が設置する共同利用施設につ

いては、稼働率が低下したり、遊休化した場合にこの状態を放置すれば、施設

収支が悪化するばかりでなく、これを改善するために組合員から徴収する利用

料を引き上げるなどの対応を取らざるを得なくなることが想定される。このた

め、共同利用施設については、組合員のニーズに応じた柔軟な利用方法を設定

するなどの対策を講ずることにより、その有効活用が図られるようにすること

が重要である。

Ⅱ－３－３－２ 主な着眼点

稼働率が低下するなどにより能力に余剰のある共同利用施設については、そ

の有効活用を図るため、例えば、施設の利用方法が改善されれば利用したいと

考えている組合員がいないかなど、組合員の意向をくみ取り、そのニーズに応

じた施設利用ルールを策定するなどの対策を講じているか。

（関連通知）

「大規模農業者と連携した農業協同組合の共同利用施設の有効活用について」

（平成27年１月28日付け26経営第2771号農林水産省経営局長通知）

Ⅱ－３－３－３ 監督手法・対応

必要に応じて、上記の着眼点を踏まえたヒアリング等を実施して各組合の取

組状況を把握し、取組が遅れている場合にはその積極的な取組を促すものとす

る。なお、他の組合の参考となる取組事例を把握した場合にはこれを他の組合

等にも広く周知するものとする。

Ⅱ－３－４ 医療・福祉事業 Ⅱ－３－３ 医療・福祉事業

Ⅱ－３－４－１ 意義 Ⅱ－３－３－１ 意義

厚生連は、法第１条の農業生産力の増進や農業者の経済的社会的地位の向上 厚生連は、法第１条の農業生産力の増進や農業者の経済的社会的地位の向上

を図る目的で法第10条第１項第11号に規定する医療に関する施設及び同条同項 を図る目的で法第10条第１項第11号に規定する医療に関する施設及び同条同項

第12号に規定する老人の福祉に関する施設の事業(以下「医療事業等」という。) 第12号に規定する老人の福祉に関する施設の事業(以下「医療事業等」という。)

を行っている。 を行っている。
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この厚生連の行う医療事業等は、他の経済事業と異なり、 この厚生連の行う医療事業等は、他の経済事業と異なり、

（１）人の命に関わる事業であること （１）人の命に関わる事業であること

（２）法第10条第17項により、特に員外利用制限が100分の100に緩和されてお （２）法第10条第17項により、特に員外利用制限が100分の100に緩和されてお

り、協同組織として最大限の員外利用が認められていること り、協同組織として最大限の員外利用が認められていること

（３）医療法第31条の規定に基づく公的医療機関を設置する厚生連については、 （３）医療法（昭和23年法律第205号）第31条の規定に基づく公的医療機関を

法人税法（昭和40年法律第34号）において一定の要件に該当するものにつ 設置する厚生連については、法人税法（昭和40年法律第34号）において一

き、財務大臣の指定を受けて公益法人等課税の適用を受け、かつ、厚生連 定の要件に該当するものにつき、財務大臣の指定を受けて公益法人等課税

が行う医療事業等については、収益事業に該当しないこととされている。 の適用を受け、かつ、厚生連が行う医療事業等については、収益事業に該

当しないこととされている。

このように厚生連は、農業者等の組織でありながら、地域医療を担う極めて このように厚生連は、農業者等の組織でありながら、地域医療を担う極めて

公益性の高い組織である。 公益性の高い組織である。

このため、厚生連においては、他の組合と異なり、法人税法の特例措置を受 このため、厚生連においては、他の組合と異なり、法人税法の特例措置を受

ける上での必要な要件、定款の記載事項や附帯事業の範囲など特有の事項があ ける上での必要な要件、定款の記載事項や附帯事業の範囲など特有の事項があ

ることから、特に以下の点について留意する必要がある。 ることから、特に以下の点について留意する必要がある。

Ⅱ－３－４－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－３－２ 主な着眼点

（１）法人税法上の要件の管理について （１）法人税法上の要件の管理について

医療法第31条の規定に基づく公的医療機関を設置する厚生連について 医療法第31条の規定に基づく公的医療機関を設置する厚生連について

は、法人税法上一定の要件に該当するものにつき、財務大臣の指定を受け は、法人税法上一定の要件に該当するものにつき、財務大臣の指定を受け

て公益法人等課税（収益事業課税）の適用を受け、かつ、厚生連が行う医 て公益法人等課税（収益事業課税）の適用を受け、かつ、厚生連が行う医

療事業等については、収益事業に該当しないこととされている。このため、 療事業等については、収益事業に該当しないこととされている。このため、

これらの要件として定められた事項に変更がある場合には、事前に財務省 これらの要件として定められた事項に変更がある場合には、事前に財務省

主税局に対して報告する必要があることから、その取扱いについて以下の 主税局に対して報告する必要があることから、その取扱いについて以下の

とおり指導するものとする。 とおり指導するものとする。

① 法人税法別表２関係 ① 法人税法別表２関係

厚生連において、次に該当する事由が生じる場合には、事前に所管地 厚生連において、次に該当する事由が生じる場合には、事前に所管地

方農政局（その地区が県の区域未満の厚生連については、県の厚生連所 方農政局（その地区が県の区域未満の厚生連については、県の厚生連所

管部局を通じ地方農政局）を通じ（その地区が北海道を区域とする厚生 管部局を通じ地方農政局）を通じ（その地区が北海道を区域とする厚生

連については直接）、協同組織課まで報告するよう指導するものとする 連については直接）、協同組織課まで報告するよう指導するものとする

（②において同じ。）。 （②において同じ。）。

ア （略） ア （略）

イ 合併、解散及び組織変更 イ 合併及び解散

ウ・エ （略） ウ・エ （略）

② （略） ② （略）
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（２）～（４） （略） （２）～（４） （略）

Ⅱ－３－４－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－３－３ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅱ－３－５ 農地信託事業 Ⅱ－３－４ 農地信託事業

Ⅱ－３－５－１ 意義 Ⅱ－３－４－１ 意義

（略） （略）

Ⅱ－３－５－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－４－２ 主な着眼点

（１） （略） （１） （略）

（２）信託法（平成18年法律第108号）及び法第11条の43から第11条の47まで （２）信託法（平成18年法律第108号）及び法第11条の24から第11条の28まで

の規定に基づき適切に実施されているか。なお、本事業は、組合員を対象 の規定に基づき適切に実施されているか。なお、本事業は、組合員を対象

とする農協の事業であり、営業として行われる信託事業の規制法である信 とする農協の事業であり、営業として行われる信託事業の規制法である信

託業法（平成16年法律第154号）は適用されない。 託業法（平成16年法律第154号）は適用されない。

（３） （略） （３） （略）

Ⅱ－３－５－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－４－３ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅱ－３－６ 宅地等供給事業 Ⅱ－３－５ 宅地等供給事業

Ⅱ－３－６－１ 意義 Ⅱ－３－５－１ 意義

（略） （略）

Ⅱ－３－６－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－５－２ 主な着眼点

（略） （略）

Ⅱ－３－６－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－５－３ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅱ－３－７ 農業経営受託事業 Ⅱ－３－６ 農業経営受託事業

Ⅱ－３－７－１ 意義 Ⅱ－３－６－１ 意義

法第10条第２項に規定する組合員の委託を受けて行う農業の経営（以下「農 法第10条第２項に規定する組合員の委託を受けて行う農業の経営（以下「農
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業経営受託事業」という。）は、昭和45年の法改正により新たに認められた事 業経営受託事業」という。）は、昭和45年の法改正により新たに認められた事

業である。これは、その当時、農村の労働力の需給の事情、機械化の進展等か 業である。これは、その当時、農村の労働力の需給の事情、機械化の進展等か

ら、農業者は農作業の一部から組み合わせ作業、さらには農作業の全部から農 ら、農業者は農作業の一部から組み合わせ作業、さらには農作業の全部から農

作業とはいえない農業経営そのものまでも組合に任せようという段階に進展し 作業とはいえない農業経営そのものまでも組合に任せようという段階に進展し

てきているので、そのような要請に応える途を開こうとすることが検討される てきているので、そのような要請に応える途を開こうとすることが検討される

一方で、このように農協が農業経営の受託を行うことは、高能率機械などを中 一方で、このように農協が農業経営の受託を行うことは、高能率機械などを中

心とする大規模経営を可能にし、農業生産力の維持拡大に大きな役割を果たす 心とする大規模経営を可能にし、農業生産力の維持拡大に大きな役割を果たす

ものと期待されることから、組合員の委託により農業経営を行うことは必ずし ものと期待されることから、組合員の委託により農業経営を行うことは必ずし

も協同組合の本旨に反するものではなく、むしろ、組合の目的である農業生産 も協同組合の本旨に反するものではなく、むしろ、組合の目的である農業生産

力の増大に資するものであるためであった。 力の増大に資するものであるためであった。。

また、平成４年の法改正により連合会にも農業経営受託事業が行えることと また、平成４年の法改正により連合会にも農業経営受託事業が行えることと

された。これは、畜産の分野等においては、農家の専門化、大規模化が進展し、 された。これは、畜産の分野等においては、農家の専門化、大規模化が進展し、

農協単独では対応しきれず、経済事業を行う連合会の中には、技術・経営指導 農協単独では対応しきれず、経済事業を行う連合会の中には、技術・経営指導

の点でこれらの農家に直接対応するなどにより、農協の機能を補完している例 の点でこれらの農家に直接対応するなどにより、農協の機能を補完している例

もみられており、今後とも担い手の育成、経営の効率化、規模拡大の一層の進 もみられており、今後とも担い手の育成、経営の効率化、規模拡大の一層の進

展を図る観点から導入されたものである。 展を図る観点から導入されたものである。

（削る。） 今後、組合が組合員との役割分担により効率的な農業経営を行い、地域農業

の維持を図って行くことが求められている。

Ⅱ－３－７－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－６－２ 主な着眼点

（１） （略） （１） （略）

（２）適正な事業運営を図るため、総会の決議を経て、次に掲げる農業経営の （２）適正な事業運営を図るため、総会の議決を経て、次に掲げる農業経営の

受託に関する基本的事項を定めた規程を設定しているか。 受託に関する基本的事項を定めた規程を設定しているか。

①～⑨ （略） ①～⑨ （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

Ⅱ－３－７－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－６－３ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅱ－３－８ 農業経営事業 Ⅱ－３－７ 農業経営事業

Ⅱ－３－８－１ 意義 Ⅱ－３－７－１ 意義

（略） （略）
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Ⅱ－３－８－２ 主な着眼点 Ⅱ－３－７－２ 主な着眼点

（略） （略）

Ⅱ－３－８－３ 監督手法・対応 Ⅱ－３－７－３ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅱ－４ 組合員及び農村地域等への貢献 Ⅱ－４ 組合員及び農村地域等への貢献

Ⅱ－４－１ 意義 Ⅱ－４－１ 意義

（１）食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）において、農業に関 （１）食料・農業・農村基本法において、農業団体は、農業及びこれに関連す

する団体は、農業及びこれに関連する活動を行うに当たり、食料の安定供 る活動を行うに当たり、食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業

給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興といった の持続的な発展、農村の振興といった基本理念の実現に主体的に取り組む

基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めることとされている。 よう努めることとされている。

（２） （略） （２） （略）

（３） （略） （３） （略）

（４）なお、組合は、農業所得の増大に最大限の配慮をしつつその行う事業に （新設）

よって組合員のために最大の奉仕をすることを目的としており、農村地域

への貢献についても、この目的の範囲内で行われる必要がある。組合が農

村地域での貢献といった役割を果たしていく際には、あくまでもこのこと

を常に意識する必要がある。

Ⅱ－４－２ 主な着眼点 Ⅱ－４－２ 主な着眼点

組合が業務を行うに当たり農村地域への貢献に対する基本的な方針を明らか 組合が業務を行うに当たり農村地域への貢献に対する基本的な方針を明らか

にしているか。また、その基本方針及び基本方針に沿った活動内容について適 にしているか。また、その基本方針及び基本方針に沿った活動内容について適

時に組合員に情報提供する態勢が整備されているか。 時に組合員に情報提供する態勢が整備されているか。

農村地域への貢献が、組合の収益や財務の健全性、正組合員に対するサービ 農村地域への貢献が、組合の収益や財務の健全性に与える影響について、コ

スに与える影響について、コストの負担額、組合員の評価等を踏まえ検討して ストの負担額、組合員の評価等を踏まえ検討しているか。

いるか。

Ⅱ－４－３ 監督手法・対応 Ⅱ－４－３ 監督手法・対応

Ⅲ－１－１（２）②に規定する総合的なヒアリングや経営者層からのヒアリ Ⅲ－１－１（２）②に規定する総合的なヒアリングや経営者層からのヒアリ

ングの機会を活用し、上記の着眼点を踏まえたヒアリングを必要に応じて実施 ングの機会を活用し、上記の着眼点を踏まえたヒアリングを必要に応じて実施

し、組合の態勢整備について説明を求めるとともに、取組状況を把握する。 し、組合の態勢整備について説明を求めるとともに、取組状況を把握し、必要
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に応じ積極的な対応を促すものとする。

Ⅱ－５ 自己改革の実行 （新設）

Ⅱ－５－１ 意義

（１）組合は、農業者の協同組織であり、担い手をはじめとする農業者のニー

ズに的確に応えて農産物の販売等を適切に行い、農業者の所得を向上させ

ることなどを通じて地域農業を発展させていくことが何よりも重要であ

る。

（２）このため、組合においては、「農業者の協同組織」という原点を踏まえ、

担い手をはじめとする農業者と力を合わせて、農産物の販売力強化などを

内容とする自己改革に取り組み、組合員たる農業者、特に担い手からみて、

その所得向上に向けた経済活動を積極的に行う組織となる必要がある。

（３）組合が農業者の所得向上に向けた自己改革を進めていくには、例えば、

農産物の販売方法をどうするのか、役員体制をどうするのかなどについて、

組合員たる農業者と組合の役職員が徹底した話合いを行うことが前提とな

る。また、組合の自己改革については、その進捗状況を点検するとともに、

担い手をはじめとする農業者がどのように評価しているのかについても組

合が把握し、その取組内容を見直していくことが重要である。

（４）自己改革の取組は組合が自らの意思で実践するものであるが、平成26年

６月に閣議決定された「「日本再興戦略」改訂2014」等において、政府と

しても「今後、５年間を農協改革集中推進期間と位置付けて自己改革を促

す」こととされ、また、この自己改革を円滑に進めるために平成27年改正

法が提出された経緯等にかんがみ、行政庁としても、平成27年改正法に基

づく制度改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の自己改革

の実施状況や自己改革に対する農業者の評価を把握することなどを通じ

て、組合に自己改革の取組を促していく必要がある。

Ⅱ－５－２ 主な着眼点

（１）組合員たる農業者、特に担い手と、組合の役職員が徹底した話合いを行

い、自己改革の具体的な取組内容を検討し、実践しているか。

（２）自己改革の進捗状況について点検するとともに、担い手をはじめとする
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農業者が自己改革の取組をどのように評価しているのかを把握し、取組内

容について必要に応じて見直しを行っているか。

Ⅱ－５－３ 監督手法・対応

（１）上記の着眼点を踏まえたヒアリング等を実施して各組合の自己改革の取

組状況を把握し、自己改革の具体的な取組が見られない場合にはその取組

を促すほか、他の組合の参考となる取組についてはこれを広く周知する。

（２）行政庁としても、担い手等が組合の自己改革の取組をどのように評価し

ているのかなどについて定期的に調査し、必要がある場合には、組合に取

組の改善を促す。

Ⅱ－６ 正組合員及び准組合員の組合の事業の利用の状況等の調査 （新設）

組合は、その事業を通じて、准組合員を含め、組合員に最大の奉仕をするこ

とが求められている（法第７条第１項）。

また、准組合員制度は、地域に居住する住民等についても農協の事業を組合

員として利用する途を開くために設けられているものであり、地域社会におい

て、農協が、実際上、地域のインフラとしての役割を持っていること、また、

事業運営の安定化を通じて正組合員へのサービス確保につながる側面を持って

いることも事実である。

しかしながら、農協はあくまでも農業者の協同組織であり、准組合員へのサ

ービスに主眼を置いて、正組合員である農業者へのサービスが疎かになっては

ならない。

このため、平成27年改正法附則第51条第３項では、「政府は、准組合員の組

合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から５年を経過する日

までの間、正組合員及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施

状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。」とされ

ており、組合に対しては、この調査の趣旨、必要性等を十分説明した上で、調

査への協力を求めていくものとする。

Ⅲ 組合の監督の事務処理上の留意点 Ⅲ 組合の監督の事務処理上の留意点

Ⅲ－１ 監督事務の流れ Ⅲ－１ 監督事務の流れ

Ⅲ－１－１ オフサイト・モニタリング Ⅲ－１－１ オフサイト・モニタリング

（１） （略） （１） （略）
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（２）信用事業又は共済事業を行う組合に対するオフサイト・モニタリング （２）信用事業又は共済事業を行う組合に対するオフサイト・モニタリング

信用事業又は共済事業を行う組合においては、財務の健全性をはじめ事 信用事業又は共済事業を行う組合においては、財務の健全性をはじめ事

業の健全な運営の確保が強く求められることから、下記の定期的なヒアリ 業の健全な運営の確保が強く求められることから、下記の定期的なヒアリ

ング及び通常の監督事務等を通じて、経営管理について検証し、その向上 ング及び通常の監督事務等を通じて、経営管理について検証し、その向上

に向けた取組等を促すこととする。 に向けた取組等を促すこととする。

① 定期的なヒアリング ① 定期的なヒアリング

ア～エ （略） ア～エ （略）

オ 農協系統組織内の関係機関へのヒアリング オ 農協系統組織内の指導機関へのヒアリング

農協系統組織内の関係機関（農林中金、信連など）に対し、必要に 農協系統組織内の指導機関である中央会に対し、組合に対する指導

応じ、ヒアリングを行うものとする。 状況等についてヒアリングを行うものとする。

②～④ （略） ②～④ （略）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

Ⅲ－１－２ 検査部局との連携 Ⅲ－１－２ 検査部局との連携

（略） （略）

Ⅲ－１－２－１ 本検査着手前 Ⅲ－１－２－１ 本検査着手前

（略） （略）

Ⅲ－１－２－２ 検査終了後 Ⅲ－１－２－２ 検査終了後

（略） （略）

Ⅲ－１－２－３ 報告命令の発出等 Ⅲ－１－２－３ 報告命令の発出等

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４）上記（１）又は（３）に基づく命令により報告書が提出された場合及び （４）上記（１）又は（３）に基づく命令により報告書が提出された場合及び

法第94条の２又は法第95条第１項に基づく命令又は指示を発した場合は、 法第94条の２又は法第95条第１項に基づく命令又は指示を発した場合は、

① （略） ① （略）

② 監督部局が地方農政局等である場合は協同組織課を経由して検査・監 ② 監督部局が地方農政局等プロジェクト・チームである場合は協同組織

察部に報告するものとする。 課を経由して官房検査部に報告するものとする。

Ⅲ－１－３ 組合に対する苦情等 Ⅲ－１－３ 組合に対する苦情等

（略） （略）
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Ⅲ－１－４ 法解釈への照会 Ⅲ－１－４ 法解釈への照会

（略） （略）

Ⅲ－２ 法令等に係る事務処理上の留意事項 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 組合の組織

Ⅲ－２－１－１ 組合の設立、定款変更及び解散 Ⅲ－２－１－１ 組合の設立、定款変更及び解散

組合の設立、定款変更及び解散の認可並びに定款変更及び解散の届出に係る 組合の設立、定款変更及び解散の認可に係る手続は、以下によるものとする。

手続は、以下によるものとする。

Ⅲ－２－１－１－１ 申請書類 Ⅲ－２－１－１－１ 申請書類

組合の設立、定款変更及び法第10条第１項第３号又は第10号の事業を行う組 組合の設立、定款変更及び解散の認可に係る申請書の受理に当たっては、法

合の解散の認可に係る申請書の受理に当たっては、法第59条第２項（法第44条 第59条第２項（法第64条第３項において準用する場合を含む。）において申請

第３項及び第64条第３項において準用する場合を含む。）において申請者に対 者に対して設立等に関する報告書を要求できることとされていることに基づ

して設立等に関する報告書を要求できることとされていることに基づき、法第 き、法第59条第１項において提出を求めている定款及び事業計画書を含め、次

59条第１項において提出を求めている定款及び事業計画書を含め、次の書類の の書類の提出を求めるものとする。

提出を求めるものとする。

また、審査を行う上で必要となる報告書（定款や事業計画書等の内容が不明 また、審査を行う上で必要となる報告書（定款や事業計画書等の内容が不明

確な場合に要求する追加報告書等）がある場合においては、必要に応じ当該報 確な場合に要求する追加報告書等）がある場合においては、必要に応じ当該報

告書の提出を求めるものとする。 告書の提出を求めるものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２）定款変更に係る認可申請書類 （２）定款変更に係る認可申請書類

①～④ （略） ①～④ （略）

⑤ 定款変更の決議をした総会又は総代会（以下「総会等」という。）の ⑤ 定款変更の議決をした総会又は総代会（以下「総会等」という。）の

議事録（謄本） 議事録（謄本）

⑥ （略） ⑥ （略）

また、出資一口の金額の減少又は法第54条の５第１項の規定による出

資組合から非出資組合への移行に係る定款変更の認可申請の場合は、次

の書類についても提出を求めるものとする。

⑦ 法第54条の５第３項において準用する法第49条第２項の規定による公

告及び催告（同条第３項の規定により公告を官報のほか法第97条の４第

２項の規定による定款の定めに従い同項第２号又は第３号のいずれかに

掲げる公告の方法によりするときは、これらの方法による公告）をした

こと並びに法第50条第２項に規定する手続を経たことを証する書面
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（３）定款変更に係る届出 （３）定款変更に係る届出

①～④ （略） ①～④ （略）

⑤ 定款変更の決議をした総会等の議事録（謄本） ⑤ 定款変更の議決をした総会等の議事録（謄本）

⑥ （略） ⑥ （略）

（４）法第10条第１項第３号又は第10号の事業を行う組合の解散に係る認可申 （４）解散に係る認可申請書類

請書類

①・② （略） ①・② （略）

③ 解散の決議をした総会等の議事録（謄本） ③ 解散の議決をした総会等の議事録（謄本）

④・⑤ （略） ④・⑤ （略）

（５）法第10条第１項第３号又は第10号の事業を行う組合以外の組合の解散に （新設）

係る届出

① 解散届（様式については、別紙様式８を参照。）

② 施行規則第208条に規定する書類

Ⅲ－２－１－１－２ 審査要領（主な着眼点） Ⅲ－２－１－１－２ 審査要領（主な着眼点）

（１）設立に係る認可について （１）設立に係る認可について

組合の設立に関し、法第59条第１項（設立）に基づき認可を行う場合は、 組合の設立に関し、法第59条第１項（設立）に基づき認可を行う場合は、

次の事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、慎重に審 次の事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、慎重に審

査するものとする。 査するものとする。

このうち、次の①の事項については、この事項が不適正な場合には、組 このうち、次の①のアの事項については、この事項が不適正な場合には、

合の業務の健全かつ適正な運営が確保できず、組合の設立目的の達成が困 組合の業務の健全かつ適正な運営が確保できず、組合の設立目的の達成が

難となることから、形式的要件のみの審査にとどまらず、提出された事業 困難となることから、形式的要件のみの審査にとどまらず、提出された事

計画書等の内容を実質的に審査してその妥当性を判断するものとする。ま 業計画書等の内容を実質的に審査してその妥当性を判断するものとする。

た、この場合には、組合設立関係者等と十分協議するとともに、必要に応 また、この場合には、組合設立関係者等と十分協議するとともに、必要に

じ法第59条第２項に基づき説明内容の裏付けとなるデータ等の設立に関す 応じ法第59条第２項に基づき説明内容の裏付けとなるデータ等の設立に関

る報告書の提出を求めたり、系統組織からヒアリングを行うなどにより、 する報告書の提出を求めたり、中央会からヒアリングを行うなどにより、

事業を行うために必要な経営的基礎を有しているか否かなどを十分調査・ 事業を行うために必要な経営的基礎を有しているか否かなどを十分調査・

検討するものとする。 検討するものとする。

① 基本的事項 ① 基本的事項

組合が行うことを予定している事業について、相応する経営的基礎を ア 組合が行うことを予定している事業について、相応する経営的基礎

有しているか。この場合の経営的基礎として、信用事業又は共済事業を を有しているか。この場合の経営的基礎として、信用事業又は共済事

行う組合については、少なくとも財産的基礎として法第10条の２の規定 業を行う組合については、少なくとも財産的基礎として法第10条の２
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に基づく最低出資金額を、人的基礎として法第30条第３項に基づく常勤 の規定に基づく最低出資金額を、人的基礎として法第30条第３項に基

理事の要件をそれぞれ満たしているか。また、信用事業又は共済事業を づく常勤理事の要件をそれぞれ満たしているか。また、信用事業又は

行う組合以外の組合についても、財産的基礎として設立後の自己資本基 共済事業を行う組合以外の組合についても、財産的基礎として設立後

準を勘案し、予定している事業を実施するのに必要な施設を取得するの の自己資本基準を勘案し、予定している事業を実施するのに必要な施

に必要な資金その他の資金の調達の方法を、人的基礎として事業を適正 設を取得するのに必要な資金その他の資金の調達の方法を、人的基礎

に実施する役職員体制を有しているか。 として事業を適正に実施する役職員体制を有しているか。

（削る。） イ その地区の全部又は一部が他の組合の地区と重複する場合にあって

は、当該組合が相対立する方針に基づいて事業を実施するなどにより、

かえって当該地区の農業の振興を図る上で支障が生じるおそれがない

か。

②・③ （略） ②・③ （略）

（２）定款変更に係る認可について （２）定款変更に係る認可について

組合の定款変更に関し、法第44条第２項（定款変更）に基づき認可を行 組合の定款変更に関し、法第44条第２項（定款変更）に基づき認可を行

う場合は、次の形式的事項及び上記（１）の③の事項について適正な内容 う場合は、次の形式的事項及び上記（１）の③の事項について適正な内容

となっているかどうかを確認の上、慎重に審査するものとする。 となっているかどうかを確認の上、慎重に審査するものとする。

ただし、定款変更の内容が組合の事業又は地区の変更に係る場合にあっ ただし、定款変更の内容が組合の事業又は地区の変更に係る場合にあっ

ては、次の形式的事項並びに上記（１）の①及び③の事項について適正な ては、次の形式的事項並びに上記（１）の①及び③の事項について適正な

内容となっているかどうかを確認の上、慎重に審査するものとし、このう 内容となっているかどうかを確認の上、慎重に審査するものとし、このう

ち、上記（１）の①の事項については、この事項が不適正な場合には、組 ち、上記（１）の①のアの事項については、この事項が不適正な場合には、

合の業務の健全かつ適正な運営が確保できず、組合の目的の達成が困難と 組合の業務の健全かつ適正な運営が確保できず、組合の目的の達成が困難

なることから、形式的要件のみの審査にとどまらず、提出された事業計画 となることから、形式的要件のみの審査にとどまらず、提出された事業計

書等の内容を実質的に審査してその妥当性を判断するものとする。また、 画書等の内容を実質的に審査してその妥当性を判断するものとする。また、

この場合には、組合と十分協議するとともに、必要に応じ法第44条第３項 この場合には、組合と十分協議するとともに、必要に応じ法第44条第３項

において準用する法59条第２項に基づき説明内容の裏付けとなるデータ等 において準用する法59条第２項に基づき説明内容の裏付けとなるデータ等

の定款変更に関する報告書の提出を求めたり、系統組織からヒアリングを の定款変更に関する報告書の提出を求めたり、中央会からヒアリングを行

行うなどにより、事業を行うために必要な経営的基礎を有しているか否か うなどにより、事業を行うために必要な経営的基礎を有しているか否かな

などを十分調査・検討するものとする。 どを十分調査・検討するものとする。

（形式的事項） （形式的事項）

（略） （略）

（３） （略） （３） （略）

Ⅲ－２－１－１－３ 留意事項 Ⅲ－２－１－１－３ 留意事項

（１）定款の内容に疑義がある場合の対応 （１）全国農業協同組合中央会の定める模範定款例との関係
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行政庁は、認可申請のあった定款の内容について、法の規定等に照らし ① 認可申請のあった定款の内容が、法第73条の22第３項の規定に基づき

て適正か、組合員の利益につながるか等の観点から疑義があると認められ 全国農業協同組合中央会（以下「全国中央会」という。）の定める模範

る場合には、協同組織課に照会するものとする。 定款例と同じ場合には、速やかに認可するものとする。

協同組織課は、行政庁から定款認可に関する照会があった場合には、速 ② 模範定款例と異なる定款を有する組合の設立又は定款の変更の申請が

やかに回答するとともに、照会の内容又はこれに対する回答の内容が行政 なされた場合においては、模範定款例に比して、組合運営の健全性がよ

庁における事務処理上、先例としての価値を有すると判断した場合には、 り高まる場合には、速やかに認可することとし、そうでない場合には、

その内容を関係部局に配布するものとする。 当該組合の実情に照らし合理性があるか、組合員の利益につながるかを

厳正に審査するものとする。

（２）役員の取扱い等について （２）役員の取扱い等について

① （略） ① （略）

② 理事及び経営管理委員の定数に関する定款の審査について ② 理事及び経営管理委員の定数に関する定款の審査について

ア （略） ア （略）

イ 非常勤理事数について イ 非常勤理事数について

認定農業者や女性、青年農業者を登用するなど、法第30条第12項及 非常勤理事を増加させることは理事会の開催を困難なものとし、開

び第13項に対応するために非常勤理事数を増加させる場合には、理事 催頻度が低下する可能性が高いので、好ましくないものと考えられる。

会の適時の開催や迅速な意思決定に支障が生ずるおそれがなく、かつ、 このため、非常勤理事数を増加させようとする組合については、定款

認定農業者等の登用のために必要な範囲内での増員であるときに限 変更を認可せず経営管理委員会制度を導入するよう指導するものとす

り、定款変更を認可して差し支えないこととする。 る。

上記以外の場合に非常勤理事数を増加させようとする組合について

は、定款変更を認可せず経営管理委員会制度を導入するよう指導する

ものとする。

ウ （略） ウ （略）

（削る。） ③ 実務に精通した者等の役員への登用について

全国中央会の定める模範定款例においては、常勤の理事及び監事の資

格要件として「組合の業務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及

び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものでなければならな

い。」という規定（フィット・アンド・プロパー規定）を盛り込んでい

る。

これを受け、組合の定款にはこの規定が置かれていると考えられるが、

実務に精通した者が役員に就任しているかどうかについては、Ⅱ－１－

２－４－２の（３）の①のケ又は同（３）の②のクを踏まえて役員の選

任議案の決定プロセス等を行政検査等でチェックし、不十分と認める組

合には定款違反として指導を行うこととなる。



- 42 -

Ⅲ－２－１－２ 組合の各種規程の承認等 Ⅲ－２－１－２ 組合の各種規程の承認等

Ⅲ－２－１－２－１ 農地信託規程の承認 Ⅲ－２－１－２－１ 農地信託規程の承認

（１）申請書類 （１）申請書類

法第11条の42第１項又は第３項の規定に基づく信託規程（以下「農地信 法第11条の23第１項又は第３項の規定に基づく信託規程（以下「農地信

託規程」という。）の設定又は変更の承認申請書又は同条第４項の規定に 託規程」という。）の設定又は変更若しくは廃止の承認申請書の受理に当

基づく農地信託規程の変更又は廃止の届出書の受理に当たっては、次の書 たっては、次の書類の提出を求めるものとする。

類の提出を求めるものとする。

また、審査を行う上で必要となる書類（理由書の内容が不明確な場合に また、審査を行う上で必要となる書類（理由書の内容が不明確な場合に

要求する追加報告書等）がある場合には、必要に応じ当該書類の提出を求 要求する追加報告書等）がある場合には、必要に応じ当該書類の提出を求

めることとする。 めることとする。

① 設定承認申請書類 ① 設定承認申請書類

ア 農地信託規程承認申請書（様式については、別紙様式９を参照。） ア 農地信託規程承認申請書（様式については、別紙様式８を参照。）

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

エ 規程を定める決議をした総会等の議事録（謄本） エ 規程を定める議決をした総会等の議事録（謄本）

② 変更承認申請書類 ② 変更承認申請書類

ア 農地信託規程変更承認申請書（様式については、別紙様式10を参照。） ア 農地信託規程変更承認申請書（様式については、別紙様式９を参照。）

イ～エ （略） イ～エ （略）

オ 規程変更の決議をした総会等の議事録(謄本) オ 規程変更の議決をした総会等の議事録(謄本)

③ 変更に係る届出 ③ 廃止承認申請書類

ア 農地信託規程変更届（様式については、別紙様式11を参照。） ア 農地信託規程廃止承認申請書（様式については、別紙様式10を参照）

イ 理由書 イ 理由書

ウ 農地信託規程変更新旧対照表 ウ 規程廃止の議決をした総会等の議事録(謄本)

エ 農地信託規程全文（現行のもの）

オ 規程変更の決議をした総会等の議事録(謄本)

④ 廃止に係る届出

ア 農地信託規程廃止届（様式については、別紙様式12を参照。）

イ 理由書

ウ 規程廃止の決議をした総会等の議事録(謄本)

（２） （略） （２） （略）

Ⅲ－２－１－２－２ 宅地等供給事業実施規程の承認 Ⅲ－２－１－２－２ 宅地等供給事業実施規程の承認

（１）申請書類 （１）申請書類

法第11条の48第１項又は第３項の規定に基づく宅地等供給事業実施規程 法第11条の29第１項又は第３項の規定に基づく宅地等供給事業実施規程

の設定又は変更の承認申請書又は同条第４項の規定に基づく宅地等供給事 の設定又は変更若しくは廃止の承認申請書の受理に当たっては、次の書類
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業実施規程の変更又は廃止の届出書の受理に当たっては、次の書類の提出 の提出を求めるものとする。

を求めるものとする。

また、審査を行う上で必要となる書類（理由書の内容が不明確な場合に また、審査を行う上で必要となる書類（理由書の内容が不明確な場合に

要求する追加報告書等）がある場合には、必要に応じ当該書類の提出を求 要求する追加報告書等）がある場合には、必要に応じ当該書類の提出を求

めることとする。 めることとする。

① 設定承認申請書類 ① 設定承認申請書類

ア 宅地等供給事業実施規程承認申請書（様式については、別紙様式９ ア 宅地等供給事業実施規程承認申請書（様式については、別紙様式８

を参照。） を参照。）

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

エ 規程を定める決議をした総会等の議事録（謄本） エ 規程を定める議決をした総会等の議事録（謄本）

② 変更承認申請書類 ② 変更承認申請書類

ア 宅地等供給事業実施規程変更承認申請書（様式については、別紙様 ア 宅地等供給事業実施規程変更承認申請書（様式については、別紙様

式10を参照。） 式９を参照。）

イ～エ （略） イ～エ （略）

オ 規程変更の決議をした総会等の議事録（謄本） オ 規程変更の議決をした総会等の議事録（謄本）

③ 変更に係る届出 ③ 廃止承認申請書類

ア 宅地等供給事業実施規程変更届（様式については、別紙様式11を参 ア 宅地等供給事業実施規程廃止承認申請書（様式については、別紙様

照。） 式10を参照。）

イ 理由書 イ 理由書

ウ 宅地等供給事業実施規程変更新旧対照表 ウ 規程廃止の議決をした総会等の議事録（謄本）

エ 宅地等供給事業実施規程全文（現行のもの）

オ 規程変更の決議をした総会等の議事録(謄本)

④ 廃止に係る届出

ア 宅地等供給事業実施規程廃止届（様式については、別紙様式12を参

照。）

イ 理由書

ウ 規程廃止の決議をした総会等の議事録(謄本)

（２） （略） （２） （略）

Ⅲ－２－１－２－３ 農業経営規程の承認 Ⅲ－２－１－２－３ 農業経営規程の承認

（１）申請書類 （１）申請書類

法第11条の51第１項及び第３項の規定に基づく農業経営規程の設定又は 法第11条の32第１項及び第３項の規定に基づく農業経営規程の設定又は

変更の承認申請書又は同条第４項の規定に基づく農業経営規程の変更又は 変更若しくは廃止の承認申請書の受理に当たっては、次の書類の提出を求

廃止の届出書の受理に当たっては、次の書類の提出を求めるものとする。 めるものとする。
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また、審査を行う上で必要となる書類（理由書の内容が不明確な場合に また、審査を行う上で必要となる書類（理由書の内容が不明確な場合に

要求する追加報告書等）がある場合においては、必要に応じ当該書類の提 要求する追加報告書等）がある場合においては、必要に応じ当該書類の提

出を求めることとする。 出を求めることとする。

① 設定承認申請書類 ① 設定承認申請書類

ア 農業経営規程承認申請書（様式については、別紙様式９を参照。） ア 農業経営規程承認申請書（様式については、別紙様式８を参照。）

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

エ 規程を定める決議をした総会等の議事録（謄本） エ 規程を定める議決をした総会等の議事録（謄本）

② 変更承認申請書類 ② 変更承認申請書類

ア 農業経営規程変更承認申請書（様式については、別紙様式10を参照。） ア 農業経営規程変更承認申請書（様式については、別紙様式９を参照。）

イ～エ （略） イ～エ （略）

オ 規程変更の決議をした総会等の議事録（謄本） オ 規程変更の議決をした総会等の議事録（謄本）

③ 変更に係る届出 ③ 廃止承認申請書類

ア 農業経営規程変更届（様式については、別紙様式11を参照。） ア 農業経営規程廃止承認申請書（様式については、別紙様式10を参照。）

イ 理由書 イ 理由書

ウ 農業経営規程変更新旧対照表 ウ 規程廃止の議決をした総会等の議事録（謄本）

エ 農業経営規程全文（現行のもの）

オ 規程変更の決議をした総会等の議事録(謄本)

④ 廃止に係る届出

ア 農業経営規程廃止届（様式については、別紙様式12を参照。）

イ 理由書

ウ 規程廃止の決議をした総会等の議事録(謄本)

（２）審査要領 （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 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 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 11条の31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 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。 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。 ② 法第11条の31第１項各号の場合は、次のとおりである。

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

③ （略） ③ （略）

Ⅲ－２－１－３ 組合の合併 Ⅲ－２－１－３ 組合の合併（基本的な考え方）

（略） （略）
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（削る。） Ⅲ－２－１－３－１ 県域の取組について（県域の取組への指導）

農協においては、事業基盤の強化を図ること等を目的として、合併構想を策

定し、広域合併の推進に取り組んでいるところである。合併に当たっては、早

期に合併効果が出現するとともに、農家組合員の要望に対応できる体制の構築

が必要である。

（１）指導における留意事項

都道府県中央会を中心に県域における組織のあり方について、次のよう

な取組が行われているかを検証するものとする。

① 合併構想が作成されているか。

② 合併構想実現に向けた体制が構築されているか。

③ 合併構想実現のための行動計画（スケジュール）が作成されているか。

④ 合併構想実現のための取組が行われているか。

⑤ 合併構想の進捗管理を行うとともに必要に応じた見直しを行うことと

なっているか。

⑥ 合併構想に参加しない農協がある場合には、今後の取組方針が明確に

なっているか。

⑦ 万一の場合に県域の農協及び連合会等と連携し、対応することを検討

しているか。

⑧ 県域の農協合併とともに、都府県県域連合会のあり方について議論し

ているか。

⑨ 具体的な合併事案に対する支援体制ができているか。

（２）合併の進捗状況等の把握

県域の合併構想が策定されている場合には、（１）の事項について、中

央会からのヒアリング等により把握するものとする。

Ⅲ－２－１－３－１ 事業計画の樹立 Ⅲ－２－１－３－２ 事業計画の樹立

（１）事業計画書の作成 （１）事業計画書の作成

組合は、合併により合併後の組合（合併後存続する組合又は合併によっ 組合は、合併により合併後の組合（合併後存続する組合又は合併によっ

て設立する組合をいう。以下、Ⅲ－２－１－３－１において同じ。）が適 て設立する組合をいう。以下、Ⅲ－２－１－３－２において同じ。）が適

正かつ能率的な事業経営を行うことができるよう、共同して、合併及び合 正かつ能率的な事業経営を行うことができるよう、共同して、合併及び合

併後の組合の事業経営に関する計画（以下、Ⅲ－２－１－３－１において 併後の組合の事業経営に関する計画（以下、Ⅲ－２－１－３－２において

「事業計画書」という。）を立てるものとする。 「事業計画書」という。）を立てるものとする。

（２）事業計画の作成の進め方（基本事項） （２）事業計画の作成の進め方（基本事項）
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組合の合併は、基本的に合併しようとする組合の組合員及び役職員の総 組合の合併は、基本的に合併しようとする組合の組合員及び役職員の総

意が不可欠であるので、組合が合併後の経営に係る事業計画書を樹立する 意が不可欠であるので、組合が合併後の経営に係る事業計画書を樹立する

に当たっては、総会等において決議する前に集落座談会等を開催して組合 に当たっては、総会等において議決する前に集落座談会等を開催して組合

員等にその趣旨及び内容を周知し、組合員等の意思の反映に努めるととも 員等にその趣旨及び内容を周知し、組合員等の意思の反映に努めるととも

に、あらかじめ、系統組織、市町村等の意見を十分に聴き、合併に対する に、あらかじめ、系統組織、市町村等の意見を十分に聴き、合併に対する

理解と協力を得ながら進めていくものとする。 理解と協力を得ながら進めていくものとする。

（３） （略） （３） （略）

（４）事業計画書の留意事項 （４）事業計画書の留意事項

① 事業計画書の策定に当たっては、合併後の組合の自然的、経済的、社 ① 事業計画書の策定に当たっては、合併後の組合の自然的、経済的、社

会的諸条件に照らして次のア及びイに掲げる事項等を十分検討するとと 会的諸条件に照らして次の①及び②に掲げる事項等を十分検討するとと

もに、必要に応じ、系統組織の意見も聴いて、慎重に策定することが必 もに、都道府県中央会の意見も聴いて、慎重に策定することが必要であ

要である。 る。

ア・イ （略） ア・イ （略）

② 合併しようとする組合は、事業計画書の決議を合併の決議を行う総会 ② 合併しようとする組合は、事業計画書の議決を合併の議決を行う総会

等において行うことは差し支えないが、この場合には、それぞれ個別議 等において行うことは差し支えないが、この場合には、それぞれ個別議

案として総会等に提出し決議を得る必要がある。 案として総会等に提出し議決を得る必要がある。

Ⅲ－２－１－３－２ 申請及び認可 Ⅲ－２－１－３－３ 申請及び認可

（１）申請書類 （１）申請書類

組合の合併の認可に係る申請書の受理に当たっては、信用事業を行う組 組合の合併の認可に係る申請書の受理に当たっては、信用事業を行う組

合については、信用事業命令第57条の規定に基づき、次の書類の提出が義 合については、信用事業命令第57条の規定に基づき、次の書類の提出が義

務付けられているが、それ以外の組合についても、法第65条第３項におい 務付けられているが、それ以外の組合についても、法第65条第３項におい

て準用する法第59条第２項の規定により申請者に対して合併に関する報告 て準用する法第59条第２項の規定により申請者に対して合併に関する報告

書を要求できることとされていることに基づき、次の書類の提出を求める 書を要求できることとされていることに基づき、次の書類の提出を求める

こととする。 こととする。

また、審査を行う上で必要となる報告書がある場合においては、必要に また、審査を行う上で必要となる報告書がある場合においては、必要に

応じ当該報告書の提出を求めることとする。 応じ当該報告書の提出を求めることとする。

① 合併総会を行う組合に求める提出書類 ① 合併総会を行う組合に求める提出書類

ア 合併認可申請書（別紙様式13及び14を参照。） ア 合併認可申請書（別紙様式11及び12を参照。）

イ （略） イ （略）

ウ 合併を決議した総会等の議事録（謄本） ウ 合併を議決した総会等の議事録（謄本）

エ （略） エ （略）

オ 最終事業年度に係る財産目録又は貸借対照表（最終事業年度がない オ 法第65条第４項において準用する法第49条第１項の規定により作成
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場合にあっては、合併をする組合の成立の日における財産目録又は貸 した財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては財産目録）

借対照表）

カ 法第65条第４項において準用する法第49条第２項の規定による公告 カ 法第65条第４項において準用する法第49条第２項及び第50条第２項

及び催告（同条第３項の規定により公告を官報のほか法第97条の４第 に規定する手続（法第49条第３項の規定により、法第92条第２項の規

２項の規定による定款の定めに従い同項第２号又は第３号のいずれか 定による公告を、官報のほか、法第92条第２項の規定による定款の定

に掲げる公告の方法によりするときは、これらの方法による公告）を めに従い、同項第２号又は第３号のいずれかに掲げる公告の方法によ

したこと並びに法第50条第２項に規定する手続を経たことを証する書 りするときは、これらの公告）を経たことを証する書面

面

キ 総代会で合併を決議した組合にあっては、法第48条の２第１項の規 キ 総代会で合併を議決した組合にあっては、法第48条の２第１項の規

定による通知の状況を記載した書類 定による通知の状況を記載した書類

ク～ス （略） ク～ス （略）

② 簡易合併で総会決議を経ない組合に求める提出書類 ② 簡易合併で総会議決を経ない組合に求める提出書類

法第65条の２第１項の規定により合併後存続する組合が総会の決議を 法第65条の２第１項の規定により合併後存続する組合が総会の議決を

経ないで行う合併の認可に係る申請書の受理に当たっては、次の書類の 経ないで行う合併の認可に係る申請書の受理に当たっては、次の書類の

提出を求めるものとする。 提出を求めるものとする。

ア 合併認可申請書（別紙様式15を参照。） ア 合併認可申請書（別紙様式13を参照。）

イ （略） イ （略）

ウ 合併によって消滅する出資組合が合併を決議した総会等の議事録 ウ 合併によって消滅する出資組合が合併を議決した総会等の議事録

（謄本） （謄本）

エ 合併後存続する出資組合が合併の方針を決議した理事会（経営管理 エ 合併後存続する出資組合が合併の方針を議決した理事会（法第30条

委員設置組合にあっては経営管理委員会）の議事録（謄本） の２第４項の組合にあっては経営管理委員会）の議事録（謄本）

オ （略） オ （略）

カ 最終事業年度に係る財産目録又は貸借対照表（最終事業年度がない カ 法第65条第４項において準用する法第49条第１項の規定により作成

場合にあっては、合併をする組合の成立の日における財産目録又は貸 した財産目録及び貸借対照表

借対照表）

キ 法第65条第４項において準用する法第49条第２項の規定による公告 キ 法第65条第４項において準用する法第49条第２項に規定する手続

及び催告（同条第３項の規定により公告を官報のほか法第97条の４第 （法第49条第３項の規定により、法第92条第２項の規定による公告を、

２項の規定による定款の定めに従い同項第２号又は第３号のいずれか 官報のほか、法第92条第２項の規定による定款の定めに従い、同項第

に掲げる公告の方法によりするときは、これらの方法による公告）を ２号又は第３号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、こ

したこと並びに法第50条第２項に規定する手続を経たことを証する書 れらの公告）及び第50条第２項に規定する手続を経たことを証する書

面 面

ク 合併によって消滅する出資組合が総代会で合併を決議した場合は、 ク 合併によって消滅する出資組合が総代会で合併を議決した場合は、

法第48条の２第１項の規定による通知の状況を記載した書類 法第48条の２第１項の規定による通知の状況を記載した書類

ケ～ソ （略） ケ～ソ （略）
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（２）審査要領 （２）審査要領

組合の合併に関し、法第65条第２項に基づき認可を行う場合は、以下の 組合の合併に関し、法第65条第２項に基づき認可を行う場合は、以下の

事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、合併が真に意 事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、合併が真に意

義のあるものとなるよう審査するものとする。 義のあるものとなるよう審査するものとする。

① 基本的事項 ① 基本的事項

ア～オ （略） ア～オ （略）

（削る。） カ 地区の重複する組合が複数設立される場合にあっては、当該組合が

相対立する方針に基づいて事業を実施するなどにより、かえって当該

地区の農業の振興を図る上で支障が生じるおそれがないか。

② 形式的事項 ② 形式的事項

ア～エ （略） ア～エ （略）

オ 合併契約は、施行令第35条第１項に規定する内容となっているか。 オ 合併契約は、施行令第３条の７第１項に規定する内容となっている

か。

カ～ク （略） カ～ク （略）

③ 定款の内容に関する事項 ③ 定款の内容に関する事項

ア 目的、事業等の基本事項は、法第１条、第７条、第10条等に照らし ア 目的、事業等の基本事項は、法第１条、第10条等に照らし適正か。

適正か。

イ～キ （略） イ～キ （略）

Ⅲ－２－１－４ 組合の新設分割 （新設）

組合の新設分割の認可に係る手続は、以下によるものとする。

Ⅲ－２－１－４－１ 事業計画の樹立

（１）事業計画書の作成

新設分割をする組合（以下「新設分割組合」という。）は、新設分割並

びに新設分割によって設立する組合（以下「新設分割設立組合」という。）

及び新設分割後の新設分割組合の事業経営に関する計画（以下、Ⅲ－２－

１－４－１において「事業計画」という。）を作成するものとする。その

際、組合員等の意思の反映とニーズの把握に努め、新設分割に対する理解

と協力を得ながら進めるものとする。

また、新設分割後に他の法人形態への組織変更を計画している場合には、

その旨も併せて組合員等に周知し、組合員等の意思の反映に努めるものと

する（組織変更についてはⅢ－２－１－５参照。）。

なお、新設分割組合は、事業計画書の決議を新設分割計画の承認を行う
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総会等において行うことは差し支えないが、この場合には、それぞれ個別

議案として総会等に提出し決議を得る必要がある。

（２）事業計画書の記載事項

事業計画書には、次の事項について記載するものとする。

① 新設分割の基本方針に関する事項

ア 新設分割しようとする組合の名称

イ 新設分割の目的

ウ 日程

エ 新設分割組合から新設分割設立組合に承継させる資産、債務、雇用

契約その他の権利義務の内容

② 新設分割設立組合の事業経営についての基本方針に関する事項

③ 新設分割後の新設分割組合の事業経営についての基本方針に関する事

項

④ 新設分割の基本となるべき事項

ア 新設分割組合の組合員が取得する新設分割設立組合の出資金

イ 新設分割設立組合の組合員資格（新設分割設立組合の組合員となる

ことができない新設分割組合の組合員がある場合は、当該組合員に対

して支払う金銭の額又は算定方法）

ウ 設立委員の選出及び人数

エ 新設分割設立組合の定款の基本となるべき事項

⑤ 新設分割設立組合及び新設分割後の新設分割組合の３か年事業計画

（新設分割の日を含む事業年度以後３事業年度の事業計画。ただし、新

設分割後に他の法人形態への組織変更を計画している場合は、当該組織

変更後の法人における事業計画を含むものとする。）

Ⅲ－２－１－４－２ 申請及び認可

（１）申請書類

組合の新設分割の認可に係る申請書の受理に当たっては、法第70条の３

第４項において準用する法第59条第２項の規定により申請者に対して新設

分割に関する報告書を要求できることとされていることに基づき、次の書

類の提出を求めることとする。

また、審査を行う上で必要となる報告書がある場合においては、必要に

応じ当該報告書の提出を求めることとする。

① 新設分割計画を総会で決議する組合に求める提出書類
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ア 新設分割認可申請書（別紙様式16を参照。）

イ 新設分割の理由書

ウ 新設分割を決議した総会等の議事録（謄本）

エ 新設分割計画（謄本）

オ 最終事業年度に係る貸借対照表（最終事業年度がない場合にあって

は、新設分割組合の成立の日における貸借対照表）

カ 法第70条の３第５項において準用する法第49条第２項の規定による

公告及び催告（同条第３項の規定により公告を官報のほか法第97条の

４第２項の規定による定款の定めに従い同項第２号又は第３号のいず

れかに掲げる公告の方法によりするときは、これらの方法による公告）

をしたこと並びに法第50条第２項に規定する手続を経たことを証する

書面

キ 総代会で新設分割を決議した組合にあっては、法第70条の３第５項

において準用する法第48条の２第１項の規定による通知の状況を記載

した書類

ク 法第70条の３第５項において準用する法第48条の２第２項の規定に

基づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した

書類及び当該総会の議事録（謄本）

ケ 新設分割設立組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書（新設分

割並びに新設分割設立組合及び新設分割後の新設分割組合の事業経営

についての基本方針に関する事項並びに新設分割の日を含む事業年度

以後の事業計画を内容に含むものに限る。）、組合員数（連合会にあっ

ては会員数）、出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、

事務所の位置を記載した書類

コ 法第70条の３第５項において準用する法第66条の規定により選任さ

れた設立委員であることの証明書及び設立委員会の議事録（謄本）

サ 新設分割の経過を記載した書面

シ 施行規則第209条の２に掲げる書類（既に添付しているものは除く。）

ス 新設分割後に他の法人形態への組織変更を計画している場合には、

当該組織変更の概要（組織変更後の法人形態、事業、組織変更の時期

など）

セ その他必要な書類（総会等招集通知の写し、理事会議事録の写しな

ど）

② 新設分割計画の総会決議を経ない組合に求める提出書類

法第70条の４第１項の規定により総会の決議を経ないで行う新設分割
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の認可に係る申請書の受理に当たっては、次の書類の提出を求めるもの

とする。

ア 新設分割認可申請書（別紙様式17を参照。）

イ 新設分割の理由書

ウ 新設分割組合が新設分割の方針を決議した理事会（経営管理委員設

置組合にあっては経営管理委員会）の議事録（謄本）

エ 新設分割計画（謄本）

オ 最終事業年度に係る貸借対照表（最終事業年度がない場合にあって

は、新設分割組合の成立の日における貸借対照表）

カ 法第70条の３第５項において準用する法第49条第２項の規定による

公告及び催告（同条第３項の規定により公告を官報のほか法第97条の

４第２項の規定による定款の定めに従い同項第２号又は第３号のいず

れかに掲げる公告の方法によりするときは、これらの方法による公告）

をしたこと並びに法第50条第２項に規定する手続を経たことを証する

書面

キ 新設分割設立組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書（新設分

割並びに新設分割設立組合及び新設分割後の新設分割組合の事業経営

についての基本方針に関する事項並びに新設分割の日を含む事業年度

以後の事業計画を内容に含むものに限る。）、組合員数（連合会にあっ

ては会員数）、出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、

事務所の位置を記載した書類

ク 法第70条の３第５項において準用する法第66条の規定により選任さ

れた設立委員であることの証明書及び設立委員会の議事録（謄本）

ケ 新設分割の経過を記載した書面

コ 新設分割によって新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の

合計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の

５分の１（これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあ

っては、その割合）を超えていないことを証する書面

サ 新設分割組合の総組合員（准組合員を除く。）の６分の１以上の正

組合員が新設分割に反対の意思の通知を行っていないことを証する書

面

シ 施行規則第209条の２に掲げる書類（既に添付しているものは除く。）

ス 新設分割後に他の法人形態への組織変更を計画している場合には、

当該組織変更の概要（組織変更後の法人形態、事業、組織変更の時期

など）
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セ その他必要な書類（理事会の議事録の写しなど）

（２）審査要領

組合の新設分割に関し、法第70条の３第３項に基づき認可を行う場合は、

以下の事項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、新設分

割が真に意義のあるものとなるよう審査するものとする。

① 基本的事項

ア 組合員の意思反映が適正に行われたか。

イ 新設分割後、新設分割設立組合及び新設分割組合の双方において、

それぞれが行うこととなる事業について、相応する経営的基礎を有し

ているか。

ウ 新設分割組合に不良資産のみを残存させるなど、新設分割組合の組

合員であって新設分割設立組合の組合員となることができない者の利

益が不当に害されるおそれがないか。

エ 新設分割により事業・組織の健全性が損なわれる可能性が高く、組

合員や取引先等に不測の損害を与えるおそれはないか。

② 形式的事項

ア 申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。

イ 申請書類の内容は正確で、かつ、それを証する書類が添付されてい

るか。

ウ 定款は法第28条に規定する事項がすべて網羅されているか。

エ 決定手続は法第70条の３第１項、同条第５項において準用する法第

46条等に照らし適法になされているか。

オ 新設分割計画は、法第70条の３第２項に規定する内容となっている

か。

カ 法第70条の３第５項において準用する法第66条等に規定する手続が

適正になされているか。

キ 新設分割設立組合が新設分割組合から承継する事業に信用事業又は

共済事業は含まれていないか。

ク 新設分割組合から新設分割設立組合への権利義務の承継が適正にな

されているか。

ケ 法第70条の３第５項において準用する法第65条の３に基づく手続が

行われているか。

コ 法第70条の６第１項の規定による労働者との協議がなされ、また、

同条第２項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関す
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る法律（平成12年法律第103号。以下「準用労働承継法」という。）第

２条第１項の規定による労働者への通知等、準用労働承継法に基づく

手続が適正に行われているか。

③ 定款の内容に関する事項

ア 目的、事業等の基本事項は、法第１条、第10条等に照らし適正か。

イ 事業の執行に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとな

っているか。

ウ 組合員に関する規定は、法第12条の範囲となっているか。

エ 経費の分担に関する規定は、組合員間の公平性が確保できるものと

なっているか。

オ 役職員に関する規定は、組合の機能が十分に発揮され健全な運営が

できるものとなっているか。

カ 総会に関する規定は、法第43条の２、第43条の４、第43条の５、第

43条の６、第44条等に照らし、合法的に行われるものとなっているか。

キ 会計に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるものとなってい

るか。

Ⅲ－２－１－５ 組合の組織変更 （新設）

組合は、農業者の協同組織であるが、農村社会において、実際上、地域のイ

ンフラとしての側面を有しているのも事実である。しかしながら、組合という

組織形態のままでは、事業が限定されることや員外利用規制等により、農業者

でない地域住民に対し、地域のインフラとしてのサービスを適切に提供してい

くことが難しくなること等も考えられる。組合の事業運営に当たって、こうし

た法の制約が課題となる場合には、株式会社、一般社団法人、消費生活協同組

合等への組織変更も一つの選択肢となり得る。行政庁としては、組織変更はあ

くまでも組合の選択によるものであることに十分留意しつつ、組織変更に関す

る照会等があった場合には、以下の着眼点に従って対応する。

Ⅲ－２－１－５－１ 株式会社への組織変更の照会等があった場合の着眼点

（１）株式会社への組織変更は、信用事業又は共済事業を行う組合を除く出資

組合において可能であること。

（２）施行規則第219条の規定により、組織変更計画には、発行株式の全てを

譲渡制限株式（会社法（平成17年法律第86号）第２条第17号に規定する譲

渡制限株式をいう。）とする等、株式の譲渡の制限に関する方法を定める
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必要があること。

（３）一般に、株式会社の設立に際しては、公証人による定款の認証が必要で

あるが、組合から株式会社へ組織変更する場合には、定款の認証は要しな

いこと。

（４）組織変更をしたときは、遅滞なく、施行規則第223条に規定する書類を

添付して行政庁に届け出る必要があること。

（５）その他、債権者の異議手続や反対組合員への持分払戻手続等、法第73条

の２から第76条までの規定による手続が必要であること。

Ⅲ－２－１－５－２ 一般社団法人への組織変更の照会等があった場合の着眼

点

（１）一般社団法人への組織変更は、非出資組合において可能であること。ま

た、出資組合から一般社団法人に組織変更しようとする場合には、組織変

更に先立って、法第54条の５の規定による非出資組合への移行が必要とな

ること。

（２）一般に、一般社団法人の設立に際しては、公証人による定款の認証が必

要であるが、組合から一般社団法人へ組織変更する場合には、定款の認証

は要しないこと。

（３）組織変更をしたときは、遅滞なく、施行規則第223条に規定する書類を

添付して行政庁に届け出る必要があること。

（４）その他、債権者の異議手続等、法第77条から第80条までの規定による手

続が必要であること。

Ⅲ－２－１－５－３ 消費生活協同組合への組織変更の照会等があった場合の

着眼点

（１）消費生活協同組合（以下「生協」という。）への組織変更は、非出資の

農協、信用事業又は共済事業を行う農協及び都道府県の区域を越える区域

を地区とする農協を除く農協において可能であること。
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（２）生協の行うことができる事業は、消費生活協同組合法（昭和23年法律第

200号）第10条に規定される事業に限られることから、同条に規定されな

い事業を行っている農協から生協に組織変更しようとする場合には、組織

変更に先立って事業譲渡や事業の廃止等を行い、事業内容を同条の規定に

適合させる必要があること。

（３）農協から組織変更することができる生協は、地域による生協に限られる

こと。

（４）生協の組合員資格は、消費生活協同組合法第14条第１項の規定により個

人に限られることから、法人である農協の組合員は、組織変更後の生協の

組合員となることができないこと。このため、組織変更をする農協に法人

である組合員が含まれる場合は、法第82条第２項第４号の規定による組織

変更計画の定めるところにより金銭の支払を行うこととなること。また、

この場合には、法第86条において準用する法第73条の５第１項及び第２項

の規定により当該組合員に対してその持分の全てに相当する金銭を支払う

こととなること。

（５）生協への組織変更には、都道府県知事の認可が必要であり、当該認可は、

生協を新たに設立するのと同様の観点から行われるものであることから、

その審査部局は、都道府県における生協担当部局であること。また、農協

の所管行政庁においては、組織変更に関する農協からの照会等に適切に対

応するとともに、認可の審査に当たっては、生協担当部局と密に連携し、

法第86条において準用する法第73条の３第２項の規定による特別決議が適

切に得られているかの確認等、必要な協力を行うこと。

（関連通知）

・「農業協同組合法の規定による消費生活協同組合への組織変更に関する

農業協同組合所管部局との連携について（通知）」（平成28年２月24日付

け社援発0224第１号厚生労働省社会・援護局長通知）

・「農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織

変更に関する省令の制定に伴う事務処理上の留意事項について」（平成

28年２月24日付け社援発0224第１号厚生労働省社会・援護局地域福祉課

消費生活協同組合業務室長通知）

（６）認可申請書の提出に当たっては、農業協同組合法の規定による消費生活
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協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令（平成28年厚生労働省・

農林水産省令第１号。以下「組織変更省令」という。）第１条第１項に規

定する書類を添付すること。また、認可申請書の提出に先立って、書類の

不備がないか等、農協の所管行政庁の確認を受けること。

（７）その他、債権者の異議手続や反対組合員への持分払戻手続等、法第81条

から第86条までの規定による手続が必要であること。

Ⅲ－２－１－５－４ 医療法人への組織変更の照会等があった場合の着眼点

（１）医療法人への組織変更は、医療事業等のみを行う組合であって、法第87

条に規定する要件を満たす組合において可能であること。

（２）組合から組織変更することができる医療法人は、社団である医療法人に

限られること。

（３）医療法人は、医療法第44条第５項の規定により、残余財産の社員への分

配が認められておらず、出資持分の概念がないことから、組合から医療法

人に組織変更する場合、組合員の出資金等の持分は、組織変更後の医療法

人に引き継ぐことはできないこと。

なお、組合から医療法人への組織変更に当たっては、法第88条第２項第

５号の規定により、組合の組合員に対して持分に代わる財産を交付するこ

とができるが、金銭以外の形での財産の交付も組織変更計画で定めること

ができること。また、この財産の交付については、法第73条の５第２項の

規定の適用はなく、組合員の出資口数に応じて行うことは要求されないた

め、どの組合員にどの程度の財産をどのような形で交付するのかについて

は、組織変更計画に定めるところにより決定できること。他方で、法第89

条第２項の規定により、組織変更後の医療法人は業務を行うのに必要な資

産を有しなければならないとされていることから、組織変更後の医療法人

の財務基盤を確保するための工夫が必要であること。また、医療法人への

組織変更に係る組織変更計画は、組合員の財産権に大きな変更を加え得る

ものであることから、法第88条第１項の規定により、持分に代わる財産交

付の内容等を記載した組織変更計画について、総組合員の同意が必要であ

ること。

（４）医療法人への組織変更には、都道府県知事の認可が必要であり、当該認
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可は、医療法人を新たに設立するのと同様の観点から行われるものである

ことから、その審査部局は、都道府県における医療法人担当部局であるこ

と。また、組合の所管行政庁においては、組織変更に関する組合からの照

会等に適切に対応するとともに、認可の審査に当たっては、医療法人担当

部局と密に連携し、法第88条第１項の規定による総組合員又は総会員の同

意が適切に得られているかの確認等、必要な協力を行うこと。

（関連通知）

「農業協同組合又は農業協同組合連合会の医療法人への組織変更に係る都

道府県知事の認可等について」（平成28年３月15日付け医政発0315第１号

厚生労働省医政局長通知）

（５）認可申請書の提出に当たっては、組織変更省令第１条第２項に規定する

書類を添付すること。また、認可申請書の提出に先立って、書類の不備が

ないか等、組合の所管行政庁の確認を受けること。

（６）医療法人への組織変更の認可を申請する組合は、法第90条第１項の規定

により、社会医療法人の要件を満たす旨の認定を併せて受けることができ

ること。その際、認定申請書には、組織変更省令第５条第１項に規定する

事項を記載し、同条第２項に規定する書類を添付するとともに、当該申請

は、同条第３項の規定により、組織変更の認可申請と併せて行わなければ

ならないこと。また、当該認定の審査に当たっては、法第90条第１項にお

いて準用する医療法第42条の２第１項第５号ハに規定する救急医療等確保

事業に係る業務の実績については、組織変更前の組合が開設する病院又は

診療所の実績により審査されること。

（７）組織変更前に公的医療機関として位置付けられている厚生連であって、

（６）の認定を受けたものは、昭和26年厚生省告示第167号（医療法第31

条に規定する公的医療機関の開設者）の規定により、組織変更後も引き続

き公的医療機関として位置付けられること。

（８）行政庁が農林水産大臣である組合が組織変更をしたときは、遅滞なく、

組織変更省令第６条に規定する書類を添付して農林水産大臣に届け出る必

要があること。

（９）その他、債権者の異議手続等、法第87条から第92条までの規定による手
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続が必要であること。

Ⅲ－２－１－６ 休眠組合への対応 Ⅲ－２－１－４ 休眠組合への対応

Ⅲ－２－１－６－１ 意義 Ⅲ－２－１－４－１ 意義

（略） （略）

Ⅲ－２－１－６－２ 主な着眼点 Ⅲ－２－１－４－２ 主な着眼点

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４）貯金保険制度の対象状況 （４）貯金保険制度の対象状況

① 昭和48年以前に設立され、その後、休眠状態となった組合について登 ① 昭和48年以前に設立され、その後、休眠状態となった組合について登

記事項証明書及び定款に「組合員の貯金又は定期積金の受入」の事業を 記事項証明書及び定款に「組合員の貯金又は定期積金の受入」の事業を

行うことが明記されていた場合において、 行うことが明記されていた場合において、

ア 「農水産業協同組合貯金保険の対象組合について」（昭和48年農経A ア 「農水産業協同組合貯金保険の対象組合について」（昭和48年農経A

第1413号）に明記されている組合については、解散命令を行ったとし 第1413号）に明記されている組合については、解散命令を行ったとし

ても保険事故とならないため、Ⅲ－２－１－６－３（２）以降の手順 ても保険事故とならないため、Ⅲ－２－１－４－３（２）以降の手順

により指導監督を行う。 により指導監督を行う。

イ （略） イ （略）

② （略） ② （略）

Ⅲ－２－１－６－３ 監督手法・対応 Ⅲ－２－１－４－３ 監督手法・対応

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５）解散命令の発出 （５）解散命令の発出

聴聞を実施した結果、解散命令を発出することが妥当であると判断した 法第95条の４に基づく中央会に対する意見聴取を実施し、さらに聴聞を

場合には、法第95条の２第２号に基づき、組合の代表理事に対し解散命令 実施した結果、解散命令を発出することが妥当であると判断した場合には、

の発出を行う。なお、解散命令の発出の際には配達証明郵便を使用する。 法第95条の２第２号に基づき、組合の代表理事に対し解散命令の発出を行

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 う。なお、解散命令の発出の際には配達証明郵便を使用する。

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。 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。

（６）みなし解散制度の活用 （新設）

（２）から（５）までの対応のほか、法第64条の２第１項に基づき、組

合に関する登記を５年間行っていない組合については、行政庁に事業を廃

止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告し、その旨を当該組合に対
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し通知することにより解散手続を進める、いわゆる「みなし解散制度」が

活用できる。行政庁においては、休眠状態と考えられる組合（通知が返送

されるなど通常の方法では連絡が取れない組合を含む。）に対しては、定

期的にみなし解散制度も活用することにより解散手続等を進めるものとす

る。

（７）解散の嘱託登記 （６）解散の嘱託登記

解散命令が発効した場合及び法第64条の２第１項に基づく官報公告を行 解散命令が発効した場合、解散嘱託登記書を登記官に提出し、解散登記

い、２月の期間の満了により解散とみなされた場合、解散嘱託登記書を登 を行う。

記官に提出し、解散登記を行う。

（８） （略） （７） （略）

Ⅲ－２－１－７ 役員等 Ⅲ－２－１－５ 役員等

Ⅲ－２－１－７－１ 女性役員の登用について Ⅲ－２－１－５－１ 女性役員の登用について

男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）に基づく「第４次男女共同 男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）に基づく男女共同参画基本

参画基本計画」（平成27年12月25日閣議決定）においては、農山漁村における 計画（第３次）（平成22年12月17日閣議決定）においては、女性が農業就業人

基幹的農業従事者の４割を女性が占めていること、また、６次産業化の進展に 口の過半を占め、農業や農村社会で重要な役割を果たしていることを踏まえ、

伴い女性の役割の重要性がますます高まっていることを踏まえ、農山漁村にお 女性の農協役員等への登用を図るため、女性役員等の参画目標の設定、定期的

ける女性の政策・方針決定過程への参画拡大を促進する観点から、女性の農協 なフォローアップの強化等を求めている。

役員等への登用について、 また、食料・農業・農村基本法に基づき、平成22年３月に閣議決定された新

ア 女性役員が登用されていない組織数を平成32年度までに０（ゼロ）にす たな食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議決定）においても、同

る 様に、農協の女性役員や女性農業委員等の登用増等の目標を設定し、その実現

イ 役員に占める女性の割合を早期に10％、平成32年度までに15％を目指す のための普及・啓発等を実施することとされており、

ことを成果目標として設定し、女性の参画拡大に向けた取組をより一層促 ア 役員に女性が１人も登用されていない組織を次回の役員改選時までに解

進 消すること

等が求められており、併せて役員等における女性の登用状況について、定期的 イ 平成27年３月までに、各組織において２名以上の女性役員の選出を確実

なフォローアップを実施することとされている。 に達成すること

さらに、平成27年改正法においては、農協の理事について、青年や女性も積 を具体的な目標として設定し、その達成に取り組むこととしている（「新たな

極的に登用する観点から、「理事の年齢や性別に著しい偏りが生じないように 食料・農業・農村基本計画を踏まえた女性の登用促進のための普及・啓発につ

配慮」する旨の規定が法に設けられたところである（法第30条第13項）。 いて」（平成22年８月３日付け22経営第2424号農林水産省経営局長通知））。

このように我が国における男女共同参画社会の実現に向けた取組は新たな段 さらに、農協における女性役員の登用、女性の総代就任や女性正組合員の加

階に入ったところであり、また、農協における女性役員の登用、女性の総代就 入などを促進し、農協の経営に多様な視点を導入することにより、農協の改革

任や女性正組合員の加入などを促進し、農協の経営に多様な視点を導入するこ が促進されるものと考えられることから、農協における女性の役員への就任が

とにより、農協の改革が促進されるものと考えられることから、農協における 促進されるよう指導するものとし、農協において、例えば次のような取組を行
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女性の役員への就任が促進されるよう指導するものとし、農協において、例え っているかを確認するものとする。

ば次のような取組を行っているかを確認するものとする。

ア 女性役員の登用など男女共同参画に関する具体的な目標が定められてい ア 女性役員の登用など男女共同参画に関する具体的な目標が定められてい

るか。 るか。

イ 上記アの目標の達成に向けた取組が行われているか。 イ 上記アの目標の達成に向けた取組みが行われているか。

Ⅲ－２－１－７－２ 競業避止義務 Ⅲ－２－１－５－２ 競争事業関係者の役員等への就任

競業（組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従 法第42条は、組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業（当該組合の組

事することをいう。）を行う者が当該組合の役員に就任すること自体には何ら 合員の営み、又は従事する農業を除く。）を営み、又はこれに従事する者は、

問題はない。 当該組合の理事、経営管理委員、監事、参事、会計主任又は共済計理人（以下、

一方、組合の役員は、法第30条の３の規定により、善良なる管理者の注意を Ⅲ－２－１－５－２において「役員等」という。）になってはならない旨を規

もって職務を執行しなければならない義務（いわゆる善管注意義務）を、また 定している。最高裁判所の判例によれば、この規定は、役員等に対し競業避止

法第35条の２の規定により、組合のために忠実に職務を遂行する義務（いわゆ 義務を課したにとどまるものであって、その就任資格を制限したものではない

る忠実義務）を負っており、役員が組合の利益の犠牲の下に自己の利益を図る とされている（昭和44年２月28日最高裁判所第二小法廷判決）。すなわち、法

ことは許されない。この善管注意義務又は忠実義務の具体的内容として、全て 第42条は、その規定の文言にかかわらず、役員等の被選挙権や役員等就任の資

の役員には、いわゆる「競業避止義務」が課されていることに留意する必要が 格を制限し、その就任を禁止した規定と解すべきではなく、法第35条の２第１

ある。 項に規定する忠実義務の具体的内容として、役員等に対し競業避止の不作為義

なお、競業避止義務に抵触する場合の一例としては、競業を行う役員が、組 務を課したにすぎない規定と解すべきものとされている。

合の主要な取引先を奪って、これを自らが経営する法人の取引先にしようと企 したがって、組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業（当該組合の営

て、 み、又は従事する農業を除く。）を営み、又はこれに従事すること（以下、Ⅲ

ア 組合と当該取引先との取引を停止するとともに、組合の了解を得ること －２－１－５－２において「競業」という。）を行う者を役員等に選任するこ

なく、自らが経営する法人において当該取引先との取引を開始する場合 と自体は何ら問題はないが、この場合には、当該役員等には競業を行わないよ

イ 当該取引先との取引に係る事業を担当する組合の職員を、組合の了解を うにする不作為義務が課されることとなる。

得ることなく、引き抜いて自らが経営する法人の社員とする場合 この場合には、競業に該当するかどうかの判断は形式的に行うのではなく、

などが考えられる。 次のアからエまでを参考に実質的に判断することに留意する。

（注）平成27年改正法による改正前の法第42条では、組合の行う事業と実質 ア 「組合の行う事業」とは、現に組合が行っている事業又は総会等におい

的に競争関係にある事業を営む者は、当該組合の理事等になってはなら て具体的に組合として行うことを決定した事業をいい、組合の行いうる事

ないと規定されていたが、当該規定は、最高裁判所の判例により、役員 業として定款等に包括的に規定されている事業の全てを含むものではな

等に対して競業避止義務を課したにとどまるものであって、その就任資 い。

格を制限したものではないとされていた（昭和44年２月28日最高裁判所 イ 「実質的に競争関係にある事業」とは、事実上組合に経済的不利益を与

第二小法廷判決）。すなわち、その規定の文言にかかわらず、役員等の え、又は与えるおそれがある同種の事業（組合員が営み又は従事する農業

被選挙権や役員等就任の資格を制限し、その就任を禁止した規定と解す を除く。）をいい、これに該当するかどうかは、形式的に組合の行う事業

べきではなく、法第35条の２第１項に規定する忠実義務の具体的内容と と同種の事業か否かで判断するのではなく、組合の行う事業と市場におい

して、役員等に対し競業避止の不作為義務を課したにすぎない規定と解 て競合し利益の衝突をきたすかどうかという観点から実質的に判断するも

すべきものとされていた。 のとする。
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このような中で、平成27年改正法による改正前の法第42条の規定は、 したがって、組合の事業と同種の事業であっても、それが組合に利益を

あたかも農協と同種の事業を営む者が農協の役員になれないとの誤解を もたらすものであるとき又は組合に不利益をもたらすものではないとき

与えかねないことから、平成27年改正法により廃止されたものである。 は、実質的に競争関係にあるとは認められない。また、組合に与える、又

は与えるおそれのある不利益の程度が極めて軽微であって組合の事業上ほ

とんど問題とするに足りえないようなものも、実質的に競争関係にあると

は認められない。

なお、連合会の行う事業とその会員たる組合の行う事業との間には、競

争関係は存しないと解してよい。

ウ 「事業を営む者」とは、自らその事業を管理し、かつ、責任を負担する

者をいい、個人・団体を問わない。団体にあっては、その役員がこれに該

当する。

エ 「事業に従事する者」とは、その事業の経営に対し何らかの形において

恒常的に労務を提供する者をいい、有給・無給を問わない。

なお、団体の株主、出資者その他団体の構成員に過ぎない者は、「事業

を営み、又はこれに従事する者」に含まれない。

Ⅲ－２－１－７－３ 役員要件の例外規定の承認 （新設）

施行規則第76条の２第１項第３号イ若しくは同条第２項第３号イの規定によ

る定数の過半数に代わる数の承認又は同条第１項第４号ロ若しくは同条第２項

第４号ロの規定による特別な理由の承認は、当該改選の時点における当該農協

の状況に基づいて判断されるべきものであるため、これらの承認を受けて例外

規定が適用されている農協が次期の理事又は経営管理委員の全部改選以降も引

き続き例外規定の適用を受けるためには、その時点で改めて承認を受ける必要

があることに留意する。

なお、施行規則第76条の２第１項第３号イ又は同条第２項第３号イの規定に

よる定数の過半数に代わる数は、４分の１を下回らない範囲内であり、かつ、

過半数からの引き下げ幅が必要最小限となっている必要があることにも留意す

る。

Ⅲ－２－１－７－４ 総会への役員選任議案提出の留意事項 Ⅲ－２－１－５－３ 総会への役員選任議案提出の留意事項

「理事等の選任に関する議案」又は「監事の選任に関する議案」を総会に提 「理事等の選任に関する議案」又は「監事の選任に関する議案」を総会に提

出する場合における総会参考書類に記載すべき事項のうち、「当該組合との間 出する場合における総会参考書類に記載すべき事項のうち、「当該組合との間

に特別の利害関係があるときは、その事実の概要」の記載に係る「特別の利害 に特別の利害関係があるときは、その事実の概要」の記載に係る「特別の利害

関係」に該当するものは、法第30条第11項及び法第30条の２第４項において準 関係」に該当するものは、法第30条第11項及び法第30条の２第３項において、

用する法第30条第11項において、組合員が役員として組合運営に当たることを 組合員が役員として組合運営に当たることを原則としていることにかんがみ、
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原則としていることにかんがみ、例としては、以下のようなものが考えられる。 例としては、以下のようなものが考えられる。

ア 組合が行っている事業の利用に関し、その候補者との間で行う定型的な ア 組合が行っている事業の利用に関し、その候補者との間で行う定型的な

取引以外の取引関係（その候補者が組合員又は会員たる法人（組合の100 取引以外の取引関係（その候補者が組合員又は会員たる法人（組合の100

％子会社は除く。）・団体の代表者又は代理者として取引関係の当事者とな ％子会社は除く。）・団体の代表者又は代理者として取引関係の当事者とな

っている場合を含む。次のイにおいて同じ。） っている場合を含む。次の②において同じ。）

イ （略） 等 イ （略）

（削る。） ウ Ⅲ－２－１－５－２に規定する競業に該当する関係 等

なお、積極的な情報開示の観点から、広く組合の事業の利用関係を記載する なお、積極的な情報開示の観点から、広く組合の事業の利用関係を記載する

ことは差し支えない。 ことは差し支えない。

Ⅲ－２－２ 情報開示の適切性・十分性 Ⅲ－２－２ 情報開示の適切性・十分性

Ⅲ－２－２－１ 財務書類の開示制度 Ⅲ－２－２－１ 財務書類の開示制度

（１）・（２）（略） （１）・（２）（略）

（３）説明書類の公衆縦覧 （３）説明書類の公衆縦覧

法第10条第１項第３号又は第10号の事業を行う組合は、法第54条の３の 法第10条第１項第３号又は第10号の事業を行う組合は、法第54条の３に

規定に基づき業務及び財産の状況を記載した説明書類（ディスクロージャ 基づき業務及び財産の状況を記載した説明書類（ディスクロージャー誌）

ー誌）を作成し、公衆の縦覧に供することが義務付けられている。 を作成し、公衆の縦覧に供することが義務付けられている。

ディスクロージャー誌は、組合の金融機関としての性格を踏まえ、組合 ディスクロージャー誌は、組合の金融機関としての性格を踏まえ、組合

経営の透明性を確保するとともに、情報の非対称性による不利益から利用 経営の透明性を確保するとともに、情報の非対称性による不利益から利用

者を保護することを目的としている。また、ディスクロージャー誌につい 者を保護することを目的としている。

ては、多様な利害関係者に対する情報提供が円滑に行われる観点から、組

合公式ＷＥＢサイトへも掲載するよう促すものとする。

義務的記載項目については、施行規則本文及び別紙様式に定めがあるほ 義務的記載項目については、施行規則本文及び別紙様式に定めがあるほ

か、開示に当たっての留意事項について系統金融機関向け監督指針及び共 か、開示に当たっての留意事項について系統金融機関向け監督指針及び共

済事業向け監督指針に定められており、これらの規定に従い適切な開示が 済事業向け監督指針に定められており、これらの規定に従い適切な開示が

図られる必要がある。 図られる必要がある。

Ⅲ－２－２－２ 全般的な開示態勢の整備 Ⅲ－２－２－２ 全般的な開示態勢の整備

（略） （略）

Ⅲ－２－３ 財務書類作成に当たっての留意事項 Ⅲ－２－３ 財務書類作成に当たっての留意事項

（略） （略）

Ⅲ－２－３－１ 会計処理の原則 Ⅲ－２－３－１ 会計処理の原則



- 63 -

（略） （略）

Ⅲ－２－３－１－１ 会計監査人設置組合等の会計処理 Ⅲ－２－３－１－１ 特定組合等の会計処理

企業会計審議会又は財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会から公 企業会計審議会又は財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会から公

表されている企業会計基準等（企業会計基準のほか当該会計基準を補完する適 表されている企業会計基準等（企業会計基準のほか当該会計基準を補完する適

用指針及び実務対応報告等を含む。以下同じ。）は、次の（１）又は（２）に 用指針及び実務対応報告等を含む。以下同じ。）は、次の（１）又は（２）に

掲げる組合（以下「会計監査人設置組合等」という。）の会計において、原則 掲げる組合（以下「特定組合等」という。）の会計において、原則として「一

として「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」を構成すると解されており、 般に公正妥当と認められる会計の慣行」を構成すると解されており、当該組合

当該組合の会計が企業会計基準等を適切にしん酌していること又は判断根拠と の会計が企業会計基準等を適切にしん酌していること又は判断根拠としている

していることを前提として、会計監査人又は監事による監査及び所管行政庁に ことを前提として、全国中央会又は監事による監査及び所管行政庁による検査

よる検査・監督が行われることに留意する。ただし、会計監査人設置組合等が ・監督が行われることに留意する。ただし、特定組合等が適切にしん酌すべき

適切にしん酌すべき企業会計準等の範囲については、例えば、会社法制上の株 企業会計準等の範囲については、例えば、会社法制上の株式、新株予約権、資

式、新株予約権、資本金又は準備金に係る規定等協同組織と会社との法人属性 本金又は準備金に係る規定等協同組織と会社との法人属性自体の差異に係るも

自体の差異に係るものは含まれない。 のは含まれない。

（１）法第37条の２第３項に規定する会計監査人設置組合（法第10条第１項第 （１）法第37条の２第１項の特定組合又は法第37条の３の定款の定めがある組

11号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。） 合（法第10条第１項第11号の事業を行う農業協同組合連合会を除く。）

（２） （略） （２） （略）

会計監査人設置組合等に適用される具体的な企業会計基準等には、例え 特定組合等に適用される具体的な企業会計基準等には、例えば、次に掲

ば、次に掲げるものが含まれる。 げるものが含まれる。

（略） （略）

Ⅲ－２－３－１－２ 会計監査人設置組合等以外の組合の会計処理 Ⅲ－２－３－１－２ 特定組合等以外の組合の会計処理

会計監査人設置組合等以外の組合についても、企業会計基準等の原則的な会 特定組合等以外の組合についても、企業会計基準等の原則的な会計処理が採

計処理が採用されることが望ましい。 用されることが望ましい。

他方、会計監査人設置組合等以外の組合は、販売・購買等の経済事業を中心 他方、特定組合等以外の組合は、販売・購買等の経済事業を中心とする組合

とする組合が大部分であり、このような事業を行う組合にあっては、会計監査 が大部分であり、このような事業を行う組合にあっては、特定組合等と異なり、

人設置組合等と異なり、一般的にリスクの高い金融商品を保有せず、多数の組 一般的にリスクの高い金融商品を保有せず、多数の組合員を含む利用者から貯

合員を含む利用者から貯金等の形で直接資金を受け入れることもない。また、 金等の形で直接資金を受け入れることもない。また、比較的少数の組合員のほ

比較的少数の組合員のほかは固定的な取引先との商取引が事業活動の大宗を占 かは固定的な取引先との商取引が事業活動の大宗を占めている実態が見受けら

めている実態が見受けられる。 れる。

このような実態を踏まえれば、当該組合にとって重要性の低い企業会計基準 このような実態を踏まえれば、当該組合にとって重要性の低い企業会計基準

等を一律に強制することは、費用対効果の観点からも必ずしも適当とは言えな 等を一律に強制することは、費用対効果の観点からも必ずしも適当とは言えな

い。 い。

以上を踏まえ、会計監査人設置組合等以外の組合にあっては、法令上明記さ 以上を踏まえ、特定組合等以外の組合にあっては、法令上明記されている事
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れている事項を除き企業会計基準等の原則的な会計処理については一律に強制 項を除き企業会計基準等の原則的な会計処理については一律に強制適用するこ

適用することは求めず、法令に明記されていない資産及び負債の評価等につい とは求めず、法令に明記されていない資産及び負債の評価等については、「中

ては、「中小企業の会計に関する指針」（平成17年８月１日付け日本公認会計士 小企業の会計に関する指針」（平成17年８月１日付け日本公認会計士協会・日

協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会）や「中小 本税理士会連合会・日本商工会議所・企業会計基準委員会）や「中小企業の会

企業の会計に関する基本要領」（平成24年２月１日付け中小企業の会計に関す 計に関する基本要領」（平成24年２月１日付け中小企業の会計に関する検討会）

る検討会）を判断の拠り所とすることを推奨するものとする。 を判断の拠り所とすることを推奨するものとする。

なお、一概に会計監査人設置組合等以外の組合といっても、その規模・事業 なお、一概に特定組合等以外の組合といっても、その規模・事業の種類は多

の種類は多様であり個別具体的な会計処理については、漸進的な会計品質の向 様であり個別具体的な会計処理については、漸進的な会計品質の向上を旨とし

上を旨とした指導監督がなされることが望ましく、機械的・画一的な取扱いと た指導監督がなされることが望ましく、機械的・画一的な取扱いとならないよ

ならないよう配慮する必要がある。 う配慮する必要がある。

（注１）会計監査人設置組合等以外の組合に適用される会計処理については、 （注１）特定組合等以外の組合に適用される会計処理については、現行実務

現行実務の実情及び費用対効果の観点から、施行規則においても「税 の実情及び費用対効果の観点から、施行規則においても「税効果会計

効果会計に係る会計基準」の不適用や「金融商品に関する会計基準」 に係る会計基準」の不適用や「金融商品に関する会計基準」に基づく

に基づく有価証券の時価評価等を行わない場合にあっても、ただちに 有価証券の時価評価等を行わない場合にあっても、ただちに違法とは

違法とはならないよう明確に規定しているところである（施行規則第 ならないよう明確に規定しているところである（施行規則第193条）。

193条）。

（注２）リース取引は、「リース取引に関する会計基準」により通常の売買 （注２）リース取引は、「リース取引に関する会計基準」により通常の売買

取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとされているが、会計監 取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとされているが、特定組

査人設置組合等以外の組合については、「中小企業の会計に関する指 合等以外の組合については、「中小企業の会計に関する指針」に規定

針」に規定する所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち借手の する所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち借手の会計処理に

会計処理につき、同指針に基づき通常の賃貸借取引による方法に準じ つき、同指針に基づき通常の賃貸借取引による方法に準じて会計処理

て会計処理を行うことができることとされていることに留意する。 を行うことができることとされていることに留意する。

（注３）病院、診療所等を開設している法第10条第１項第11号の事業を行う （注３）病院、診療所等を開設している法第10条第１項第11号の事業を行厚

厚生連については、上記のほか、厚生労働省から法人としての会計基 生連については、上記のほか、厚生労働省から法人としての会計基準

準を「病院会計準則」に極力整合するよう要請されていることに留意 を「病院会計準則」に極力整合するよう要請されていることに留意す

する。 る。

（略） （略）

Ⅲ－２－３－１－３ 会計環境の変化への対応 Ⅲ－２－３－１－３ 会計環境の変化への対応

（略） （略）

Ⅲ－２－３－２ 資産及び負債等の評価 Ⅲ－２－３－２ 資産及び負債等の評価

組合の資産及び負債等の評価については、特に以下の点に留意して実務対応 組合の資産及び負債等の評価については、特に以下の点に留意して実務対応

がなされるよう指導監督を実施するものとする。 がなされるよう指導監督を実施するものとする。

（１） （略） （１） （略）
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（２）「退職給付に係る会計基準」の適用 （２）「退職給付に係る会計基準」の適用

会計監査人設置組合等以外の組合にあっても、職員に対する退職金制度が 特定組合等以外の組合にあっても、職員に対する退職金制度がある場合に

ある場合には「退職給付に係る会計基準」に準拠した退職給付引当金の計上 は「退職給付に係る会計基準」に準拠した退職給付引当金の計上が必要であ

が必要である。退職給付引当金を新たに設定する組合については、会計処理 る。退職給付引当金を新たに設定する組合については、会計処理変更時の影

変更時の影響を緩和するため、適切な移行期間を設定することが認められる 響を緩和するため、適切な移行期間を設定することが認められるものとする。

ものとする。

（略） （略）

（３）「固定資産の減損に係る会計基準」の適用 （３）「固定資産の減損に係る会計基準」の適用

会計監査人設置組合等における「固定資産の減損に係る会計基準」の適用 特定組合等における「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に当たり、

に当たり、資産のグルーピング及び共用資産の取扱いについては、組合の経 資産のグルーピング及び共用資産の取扱いについては、組合の経営の実態が

営の実態が適切に反映されるよう配慮して行うものとする。共用資産は、組 適切に反映されるよう配慮して行うものとする。共用資産は、組合全体に係

合全体に係る共用資産とされる場合のほか、複数の資産又は資産グループに る共用資産とされる場合のほか、複数の資産又は資産グループに係る共用資

係る共用資産とされる場合もあることに留意する。 産とされる場合もあることに留意する。

なお、育苗施設やカントリーエレベーターなどの農業関連施設等は、農業 なお、育苗施設やカントリーエレベーターなどの農業関連施設等は、農業

者のために事業を行う組合の基盤となるものであることや、組合員による組 者のために事業を行う組合の基盤となるものであることや、組合員による組

合の事業利用を促進するものであることから、組合の複数の資産又は資産グ 合の事業利用を促進するものであることから、組合の複数の資産又は資産グ

ループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与するときには、共用資産に含 ループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与するときには、共用資産に含

めることができる場合があることに留意する。 めることができる場合があることに留意する。

（略） （略）

（４） （略） （４） （略）

（５）組織再編行為の際の資産及び負債の評価 （５）組織再編行為の際の資産及び負債の評価

合併後の組合（合併後存続する組合又は合併によって設立する組合をいう。 合併後の組合（合併後存続する組合又は合併によって設立する組合をいう。

以下同じ。）は、当該合併により消滅する組合の合併対象財産には、例えば 以下同じ。）は、当該合併により消滅する組合の合併対象財産には、例えば

合併契約又は事業計画書において、合併の日までに当該合併により消滅する 合併契約又は事業計画書において、合併の日までに当該合併により消滅する

組合の重要な事業の譲渡が予定されている場合など例外的な場合を除き、当 組合の重要な事業の譲渡が予定されている場合など例外的な場合を除き、当

該合併により消滅する組合における当該合併の直前の帳簿価額を付さなけれ 該合併により消滅する組合における当該合併の直前の帳簿価額を付さなけれ

ばならないことに留意する。 ならないことに留意する。

また、新設分割設立組合は、新設分割により承継する財産には、例えば、

当該承継する財産が、新設分割組合の行う事業のうち特定の財産のみであっ

て事業としてのまとまりを有しない場合など例外的な場合を除き、新設分割

組合における当該新設分割の直前の帳簿価額を付さなければならないことに
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留意する。

Ⅲ－２－３－３ 決算書類の作成 Ⅲ－２－３－３ 決算書類の作成

（略） （略）

Ⅲ－２－３－４ 部門別損益計算書の作成 Ⅲ－２－３－４ 部門別損益計算書の作成

（略） （略）

Ⅲ－２－３－４－１ 総合農協の部門別損益計算書 Ⅲ－２－３－４－１ 総合農協の部門別損益計算書

（１）事業の区分 （１）事業の区分

① 事業の区分については、施行規則第143条第２項第１号の規定に基づ ① 事業の区分については、施行規則第143条第２項第１号の規定に基づ

き、信用事業、共済事業、農業関連事業及びその他の事業の４区分とし、 き、信用事業、共済事業、農業関連事業及びその他の事業の４区分とし、

各区分に帰属する事業は次の事業区分表のとおりとする。 各区分に帰属する事業は次の事業区分表のとおりとする。

区 分 条 項 事 業 内 容 区 分 条 項 事 業 内 容

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略）

農業関連事業 第10条第１項 組合員の生産する物資の運搬、加工、保管又は販売 農業関連事業 第10条第１項 組合員の生産する物資の運搬、加工、貯蔵又は販売

第８号 第８号

（第１号ハ） （略） （略） （第１号ハ） （略） （略）

第11条の50第 後継者養成等のために行う農業経営事業 第11条の31第 後継者養成等のために行う農業経営事業

１項 １項

（削る。） （削る。） 農業倉庫業法 農業者が生産した穀物等の保管事業

第1条、第2条

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

② （略） ② （略）

（２） （略） （２） （略）

Ⅲ－２－３－４－２ 経済連等の部門別損益計算書 Ⅲ－２－３－４－２ 経済連等の部門別損益計算書

（略） （略）
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Ⅲ－２－３－４－３ 厚生連の部門別損益計算書 Ⅲ－２－３－４－３ 厚生連の部門別損益計算書

（略） （略）

Ⅲ－２－３－５ 業務報告書の作成 Ⅲ－２－３－５ 業務報告書の作成

法第54条の２の規定に基づく組合の業務報告書の提出については、施行規則 法第54条の２の規定に基づく組合の業務報告書の提出については、施行規則

第202条に定めるところによるほか、次により指導するものとする。 第202条に定めるところによるほか、次により指導するものとする。

（１）全般的な留意事項 （１）全般的な留意事項

① 業務報告書の位置付け ① 業務報告書の位置付け

業務報告書等については、法第54条の２の規定に基づき、その作成・ 業務報告書等については、法第54条の２の規定に基づき、その作成・

提出が全ての組合に義務付けられているところであり、その提出をせず、 提出が全ての組合に義務付けられているところであり、その提出をせず、

又は記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合の罰則 又は記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合の罰則

も設けられている（法第99条の５）。全ての組合に業務報告書等の作成 も設けられている（法第99条の２の４）。全ての組合に業務報告書等の

・提出が義務付けられている趣旨は、行政庁が定期的に組合の情報を入 作成・提出が義務付けられている趣旨は、行政庁が定期的に組合の情報

手して組合の事業や経営の状況をチェックし、適正かつ効果的な指導・ を入手して組合の事業や経営の状況をチェックし、適正かつ効果的な指

監督を行うことにある。このため、正確な業務報告書等が組合において 導・監督を行うことにある。このため、正確な業務報告書等が組合にお

作成され、行政庁へ提出されることが重要である。 いて作成され、行政庁へ提出されることが重要である。

② （略） ② （略）

③ 業務報告書等が提出されない場合の対応 ③ 業務報告書等が提出されない場合の対応

業務報告書等の提出が組合の決算に係る総会終了後２週間以内に行わ 業務報告書等の提出が組合の決算に係る総会終了後２週間以内に行わ

れない場合（施行規則第202条第７項に基づき業務報告書の提出の延期 れない場合（施行規則第202条第７項に基づき業務報告書の提出の延期

を承認した場合を除く。）には、速やかに提出するよう文書で督促を行 を承認した場合を除く。）には、速やかに提出するよう文書で督促を行

う。なお、休眠組合と考えられる組合については、Ⅲ－２－１－６に基 う。なお、休眠組合と考えられる組合については、Ⅲ－２－１－４に基

づき対応する。 づき対応する。

④・⑤ （略） ④・⑤ （略）

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略）

Ⅲ－２－４ 組合の事業等 Ⅲ－２－４ 組合の事業等

（略） （略）

Ⅲ－２－５ 子会社等 Ⅲ－２－５ 子会社等

（略） （略）

Ⅲ－２－５－１ 定義 Ⅲ－２－５－１ 定義
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Ⅲ－２－５－２ 特定事業等に相当する事業を行う子会社等について Ⅲ－２－５－２ 特定事業等に相当する事業を行う子会社等について

法第10条第１項３号又は10号の事業を行う組合において、特定事業（信用事 法第10条第１項３号又は10号の事業を行う組合において、特定事業（信用事

業及び共済事業をいう。）に相当する事業を行い、又は法第11条の64第１項で 業及び共済事業をいう。）に相当する事業を行い、又は法第11条の45第１項で

定める特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営 定める特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営

む子会社等の業務の範囲等については、系統金融機関向け監督指針又は共済事 む子会社等の業務の範囲等については、系統金融機関向け監督指針又は共済事

業向け監督指針によるものとする。 業向け監督指針によるものとする。

Ⅲ－２－５－３ 子会社等の設立等 Ⅲ－２－５－３ 子会社等の設立等

Ⅲ－２－５－３－１ 意義 Ⅲ－２－５－３－１ 意義

（略） （略）

Ⅲ－２－５－３－２ 主な着眼点 Ⅲ－２－５－３－２ 主な着眼点

子会社等の設立等の届出があった場合、又は、業務報告書若しくはⅢ－２－ 子会社等の設立等の届出があった場合、又は、Ⅲ－２－５－５の資料の提出

５－５の資料の提出により組合の新たな子会社等が確認された場合には、次の により組合の新たな子会社等が確認された場合には、次の点を検証する。

点を検証する。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４）上記の「子会社管理規程」等が経営管理委員会又は理事会の決議を経て （４）上記の「子会社管理規程」等が経営管理委員会又は理事会の議決を経て

定められていることが望ましい。 定められていることが望ましい。

（５）・（６） （略） （５）・（６） （略）

Ⅲ－２－５－３－３ 監督手法・対応 Ⅲ－２－５－３－３ 監督手法・対応

（１）子会社等の設立等に関して、子会社等の設立等の届出があった場合、又 （１）子会社等の設立等に関して、子会社等の設立等の届出があった場合、又

は、業務報告書若しくはⅢ－２－５－５の資料の提出により新たな組合の は、Ⅲ－２－５－５の資料の提出により新たな組合の子会社等の設立又は

子会社等の設立又は取得を把握した場合には、ヒアリング（例えば総合的 取得を把握した場合には、ヒアリング（例えば総合的なヒアリング）でそ

なヒアリング）でその設立状況を確認し、Ⅲ－２－５－３－２の着眼点に の設立状況を確認し、Ⅲ－２－５－３－２の着眼点に掲げる事項に不適正

掲げる事項に不適正な点が認められる場合には、当該組合に対し法第93条 な点が認められる場合には、当該組合に対し法第93条第１項に基づき、ま

第１項に基づき、また、必要に応じ当該子会社等に対し同条第２項に基づ た、必要に応じ当該子会社等に対し同条第２項に基づき、当該事項につい

き、当該事項についての事実認識、発生原因分析、改善・対応策その他必 ての事実認識、発生原因分析、改善・対応策その他必要と認められる事項

要と認められる事項をまとめた報告の提出を求めることにより、着実な改 をまとめた報告の提出を求めることにより、着実な改善を促すものとする。

善を促すものとする。

（２） （略） （２） （略）



- 69 -

Ⅲ－２－５－４ 子会社等の管理 Ⅲ－２－５－４ 子会社等の管理

（略） （略）

Ⅲ－２－５－５ 資料の提出 Ⅲ－２－５－５ 資料の提出

（１） （略） （１） （略）

（２）把握方法について （２）把握方法について

① （略） ① （略）

② 組合に提出を求める資料 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 当該組合の子会社等に係る財務等の状況（様式については、別紙様 ア 当該組合の子会社等に係る財務等の状況（様式については、別紙様

式18を参照。） 式14－1を参照。）

（削る。） イ 当該組合の子会社等に係る管理状況（様式については、別紙様式14

－2を参照。）

イ・ウ （略） ウ・エ （略）

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略）

（５）経営局への報告 （５）経営局への報告

① 組合に係る提出資料 ① 組合に係る提出資料

行政庁は、所管組合の当該資料（施行規則第202条第３項に規定する 行政庁は、所管組合の当該資料を取りまとめ（様式については、別紙

様式により業務報告書を提出する組合についてはⅢ－２－５－５（２） 様式15－１及び15－2を参照。）（北海道にあっては直接、都府県の所管

②のイ及びウ、その他の組合については同（２）②のアからウまでの資 する組合にあっては、地方農政局長（沖縄県にあっては沖縄総合事務局

料）を取りまとめ（様式については、別紙様式19を参照。）（北海道にあ 長）を経由し）、８月末日までに経営局長に提出することとする。

っては直接、都府県の所管する組合にあっては、地方農政局長（沖縄県

にあっては沖縄総合事務局長）を経由し）、８月末日までに経営局長に

提出することとする。

② ①以外の組合に係る提出資料 ② ①以外の組合に係る提出資料

地方農政局長又は沖縄総合事務局長は、①以外の組合の当該資料を取 地方農政局長又は沖縄総合事務局長は、①以外の組合の当該資料を取

りまとめ（様式については、別紙様式19を参照。）、８月末日までに経営 りまとめ（様式については、別紙様式15－１及び15－2を参照。）、８月

局長に提出することとする。 末日までに経営局長に提出することとする。
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（６）経営局による提出資料の集計・分析及びフィードバック （６）経営局による提出資料の集計・分析及びフィードバック

① 提出資料の集計・分析 ① 提出資料の集計・分析

経営局は、提出された資料（施行規則第202条第３項に規定する様式 経営局は、提出された資料を基に子会社等の財務状況、管理状況等に

により業務報告書を提出する組合については提出された資料及び業務報 つき集計・分析をすることとする。

告書）を基に子会社等の財務状況、管理状況等につき集計・分析をする

こととする。

② （略） ② （略）

Ⅳ 農事組合法人の監督上の評価項目 Ⅳ 農事組合法人の監督上の評価項目

Ⅳ－１ 意義 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 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 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 うほか、農業者が農地、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 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 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。 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、 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、 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16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 解散については法第72条の17第２項、合併については法第72条の18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 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 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 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 （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。 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 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 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。 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 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。 のとする。

Ⅳ－２ 主な着眼点 Ⅳ－２ 主な着眼点

（１）設立・組織変更の照会等があった場合の着眼点 （１）設立・組織変更の照会等があった場合の着眼点

農事組合法人は、その事業等に制限があることから、設立の照会を受け 農事組合法人は、その事業等に制限があることから、設立の照会を受け

た場合は、その行おうとする事業等を（２）に掲げる着眼点に照らして農 た場合は、その行おうとする事業等を（２）に掲げる着眼点に照らして農

事組合法人という法人形態が妥当なものかよく検討するよう促すものとす 事組合法人という法人形態が妥当なものかよく検討するよう促すものとす
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る。 る。

また、設立時に限らず、当該法人の現状が農事組合法人という法人形態 また、設立時に限らず、当該法人の現状が農事組合法人という法人形態

に合致しなくなっていないか定期的に確認することが望ましく、照会を受 に合致しなくなっていないか定期的に確認することが望ましく、照会を受

けたタイミング等を活用して、確認を促すものとする。 けたタイミング等を活用して、確認を促すものとする。

これらを踏まえ、農事組合法人の設立・組織変更の照会等があった場合 これらを踏まえ、農事組合法人の設立・組織変更の照会等があった場合

においては、法令、別紙定款例に基づき、以下の着眼点に従って対応し、 においては、法令、別紙定款例に基づき、以下の着眼点に従って対応し、

必要に応じて知見を有する最寄りの相談窓口（市町村、農業委員会、農業 必要に応じて知見を有する最寄りの相談窓口（市町村、農業委員会、農業

会議、農業法人協会等）を紹介する。 会議、農業法人協会等）を紹介する。

① 設立の照会 ① 設立の照会

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 法第72条の32第４項の規定に基づき、設立の日から２週間以内に行 ウ 法第72条の16第４項の規定に基づき、設立の日から２週間以内に行

政庁に、定款、登記事項証明書及び必要書類を添えて届出書を提出す 政庁に、定款、登記事項証明書及び必要書類を添えて届出書を提出す

ることが必要であることを伝える。なお、提出された届出書類を確認 ることが必要であることを伝える。なお、提出された届出書類を確認

する際は、（４）に掲げる事項に準じて確認するものとする。 する際は、（４）に掲げる事項に準じて確認するものとする。

② 組織変更の照会 ② 組織変更の照会

農事組合法人の設立後、法人の事業実態からみて農事組合法人という 農事組合法人の設立後、法人の事業実態からみて農事組合法人という

法人形態をとることが妥当でなくなり、事業の多角化や迅速な組織決定 法人形態をとることが妥当でなくなり、事業の多角化や迅速な組織決定

を可能にするよう、農事組合法人から組織変更を希望するものもある。 を可能にするよう、農事組合法人から株式会社へ組織変更を希望するも

のもある。

その場合には、 その場合には、

ア 組織変更とは、法人の清算・設立という手続は必要なく、組織変更 ア 組織変更とは、法人の清算・設立という手続は必要なく、組織変更

計画の総会承認（特別決議）等と登記により法人の同一性は維持した 計画の総会承認（特別議決）等と登記により法人の同一性は維持した

まま株式会社又は一般社団法人となる制度であること まま株式会社となる制度であること

イ 出資農事組合法人のみが株式会社へと組織変更が可能であり、非出 イ 出資農事組合法人のみが株式会社へと組織変更が可能であること

資農事組合法人のみが一般社団法人へと組織変更が可能であること

ウ 株式会社又は一般社団法人の設立に際しては、公証人による定款の ウ 株式会社の設立に際しては、定款の認証が必要であるが、農事組合

認証が必要であるが、農事組合法人の組織変更の場合には、定款の認 法人の組織変更の場合には、定款認証は要しないこと

証は要しないこと

を伝えた上で、株式会社への組織変更については法第73条の３から第74 を伝えた上で、法第73条の３から第73条の13までに規定された事項に関

条まで、一般社団法人への組織変更については法第78条から第80条まで する手続について説明するとともに、組織変更の際には行政庁への届出

に規定された事項に関する手続について説明するとともに、組織変更の が必要であることを伝える。

際には行政庁への届出が必要であることを伝える。

③ （略） ③ （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 （２）法令違反の農事組合法人の指導監督に関する着眼点
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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 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

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 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

れるところである。 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 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 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 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。 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 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 第１号）、設立又は解散の届出義務違反（法第101条第１項第２号の２）等）

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 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

る。 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 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 することを希望する法人については、株式会社へ組織変更するよう促すも

更するよう促すものとする。なお、⑤に該当する法人については、農民た 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

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 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

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 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

となることに留意する必要がある。 する必要がある。

① 法第72条の32第４項に規定されている設立の届出が設立後２週間以内 ① 法第72条の16第４項に規定されている設立の届出が設立後２週間以内

にされているか。 にされているか。

② 法第72条の10に規定のない事業（福祉事業、組合員以外から資材の提 ② 法第72条の８に規定のない事業（福祉事業、組合員以外から資材の提

供を受ける堆肥の製造（廃棄物処理）など）を営んでいないか。 供を受ける堆肥の製造（廃棄物処理）など）を営んでいないか。

③ 法第72条の32第１項の規定に反して農民以外の者が発起人となってい ③ 法第72条の16第１項の規定に反して農民以外の者が発起人となってい

ないか。 ないか。

④・⑤ （略） ④・⑤ （略）

⑥ 法第72条の12に規定されている常時従事者制限について、農業経営を ⑥ 法第72条の９に規定されている常時従事者制限について、農業経営を

行う法人に常時従事する組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外 行う法人に常時従事する組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外

の数は、３分の２を超えていないか。 の数は、３分の２を超えていないか。

（注）農業に関連する事業を行う農事組合法人が、②に該当する事業を営 （注）農業に関連する事業を行う農事組合法人が、②に該当する事業を営

んでいないかどうかを判断するに当たっては、農事組合法人は、自ら んでいないかどうかを判断するに当たっては、農事組合法人は、自ら

が行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使 が行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使

用する製造又は加工の事業を行うことができる（法第72条の10第１項 用する製造又は加工の事業を行うことができる（法第72条の８第１項

第２号）とされており、その範囲内であれば、例えば、自ら生産する 第２号）とされており、その範囲内であれば、例えば、自ら生産する

農畜産物だけでなく他者から購入した農畜産物を原料又は材料として 農畜産物だけでなく他者から購入した農畜産物を原料又は材料として

使用する農家レストランを行うことができることに留意する。 使用する農家レストランを行うことができることに留意する。
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（３） （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 （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 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 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。 確認するものとする。

① 登記事項証明書 ① 登記事項証明書

ア 法第72条の５の規定どおり、名称中に「農事組合法人」という文字 ア 法第72条の４の規定どおり、名称中に「農事組合法人」という文字

を用いているか。 を用いているか。

イ 農事組合法人の行っている事業が法第72条の10に照らし適正か。 イ 農事組合法人の行っている事業が法第72条の８に照らし適正か。

ウ （略） ウ （略）

② 定款 ② 定款

ア 法第72条の16に規定する事項が全て網羅されているか。 ア 法第72条の11に規定する事項が全て網羅されているか。

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

③ 組合員名簿 ③ 組合員名簿

ア 法第73条第１項で準用する法第27条に規定する事項が全て網羅され ア 法第73条第１項で準用する法第27条の２に規定する事項が全て網羅

ているか。 されているか。

イ 組合員資格は以下について確認する。 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 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10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 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。 組合員たる資格を有しているか。

b 農業経営を行う農事組合法人にあっては、法第72条の13第１項第 b 農業経営を行う農事組合法人にあっては、法第72条の10第１項第

４号に掲げる者及び同条第２項に規定する者の数が、総組合員の３ ４号に掲げる者及び同条第２項に規定する者の数が、総組合員の３

分の１を超えていないか。 分の１を超えていないか。

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 ウ 法第72条の10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 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 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。 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） エ （略）

④ 従業員名簿 ④ 従業員名簿

法第72条の12に規定されている常時従事者制限について、農業経営を 法第72条の９に規定されている常時従事者制限について、農業経営を

行う法人に常時従事する組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外 行う法人に常時従事する組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外

の数は、３分の２を超えていないか。 の数は、３分の２を超えていないか。

⑤ 総会議事録 ⑤ 総会議事録

ア 法第73条第２項で準用する法第46条の４及び施行規則第178条の規 ア 法第73条第２項で準用する法第46条の５及び施行規則第178条の規
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定に基づいた総会議事録が作成されているか。特に、総会に出席した 定に基づいた総会議事録が作成されているか。特に、総会に出席した

理事の氏名、総会の議長の氏名及び議事録を作成した理事の氏名の記 理事の氏名、総会の議長の氏名及び議事録を作成した理事の氏名の記

載（又は署名）がされているか。 載（又は署名）がされているか。

イ 法第72条の26に規定されているとおり最低でも毎年１回通常総会を イ 法第72条の12の10に規定されているとおり最低でも毎年１回通常総

開催しているか。 会を開催しているか。

ウ 法第72条の29に規定されている定款の変更等の事項については、総 ウ 法第72条の13に規定されている定款の変更等の事項については、総

会の議決を経て決定されているか。 会の議決を経て決定されているか。

⑥ 事業報告等 ⑥ 事業報告等

ア 法第72条の25の規定どおり、事業報告等（非出資農事組合法人にあ ア 法第72条の12の９の規定どおり、事業報告等（非出資農事組合法人

っては事業報告及び財産目録、出資農事組合法人にあっては事業報告、 にあっては事業報告及び財産目録、出資農事組合法人にあっては事業

貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案）を作成し 報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案）を

ているか。また、その会計については中小企業の会計に関する指針や 作成しているか。また、その会計については中小企業の会計に関する

中小企業の会計に関する基本要領に準じて行われているか。 指針や中小企業の会計に関する基本要領に準じて行われているか。

イ （略） イ （略）

ウ 法第72条の10第３項の員外利用制限について、同条第１項第１号の ウ 法第72条の８第３項の員外利用制限について、同条第１項第１号の

共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業を目的とする法 共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業を目的とする法

人は、当該事業年度における組合員以外の事業の利用分量の総額が、 人は、当該事業年度における組合員以外の事業の利用分量の総額が、

当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の５分の１を超 当該事業年度における組合員の事業の利用分量の総額の５分の１を超

えていないか。 えていないか。

エ 剰余金の配当については法第72条の31に規定されている利益準備金 エ 剰余金の配当については法第72条の15に規定されている利益準備金

及び資本準備金を控除した後の剰余金について、定款で定めるところ 及び資本準備金を控除した後の剰余金について、定款で定めるところ

により、利用分量及び事業に従事した程度に応じた配当となっている により、利用分量及び事業に従事した程度に応じた配当となっている

か。また、政令で定める年７分以内の配当となっているか。 か。また、政令で定める年７分以内の配当となっているか。

オ 法第72条の10第１項第２号に規定する「農業に関連する事業」や同 オ 法第72条の８第１項第２号に規定する「農業に関連する事業」や同

項第３号に規定する「附帯する事業」については、農業生産を行う農 項第３号に規定する「附帯する事業」については、農業生産を行う農

事組合法人の経営体質を強化するため認められていることに鑑み、そ 事組合法人の経営体質を強化するため認められていることに鑑み、そ

の関連事業や附帯事業が当該法人が行う農業の規模に比較してより大 の関連事業や附帯事業が当該法人が行う農業の規模に比較してより大

きくなっていないか。 きくなっていないか。

⑦ （略） ⑦ （略)

Ⅳ－３ 監督手法・対応 Ⅳ－３ 監督手法・対応

（１）農事組合法人の実態把握 （１）農事組合法人の実態把握

（略） （略）

（２）活動状況の確認 （２）活動状況の確認
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① （略） ① （略）

② ①の報告徴求命令の結果、関係書類とともに応答があった場合は、活 ② ①の報告徴求命令の結果、関係書類とともに応答があった場合は、活

動の確認及び適正な運営がなされているかの審査を法令に基づき行う。 動の確認及び適正な運営がなされているかの審査を法令に基づき行う。

報告を求めた事項に対する内容が不十分である場合などについては、再 報告を求めた事項に対する内容が不十分である場合などについては、再

度、法第93条第１項の報告徴求命令を行う。 度、法第93条第１項の報告徴求命令を行う。

活動が認められることを判断する際には、直近の総会の議事録、組合 活動が認められることを判断する際には、直近の総会の議事録、組合

員名簿、定款及び事業報告書等の提出があること、又は、最近の活動状 員名簿、定款及び事業報告書等の提出があること、又は、最近の活動状

況を示す書類の提出があることを基準とする。なお、その際、農事組合 況を示す書類の提出があることを基準とする。なお、その際、農事組合

法人が関連事業や附帯事業を積極的に行っている場合に、当該事業を独 法人が関連事業や附帯事業を積極的に行っている場合に、当該事業を独

立の事業として営むことが適当と判断される場合には、農業部門と切り 立の事業として営むことが適当と判断される場合には、農業部門と切り

離し、当該事業部門を別法人化するか、又は法第73条の２以下の規定に 離し、当該事業部門を別法人化するか、又は法第73条の２以下の規定に

より株式会社又は一般社団法人に組織変更することを検討するよう促す より株式会社に組織変更することを検討するよう促すものとする。

ものとする。

③ （略） ③ （略）

④ ①の報告徴求命令の結果、活動していると認められなかった場合には、 ④ ①の報告徴求命令の結果、活動していると認められなかった場合には、

再度、法第93条第１項に基づく報告徴求命令により、「活動停止理由」 再度、法第93条第１項に基づく報告徴求命令により、「活動停止理由」

の提出を求める。 及び「今後の法人のあり方」の提出を求める。

活動を休止していることに対し、以下のような正当な理由がある場合 活動を休止していることに対し、以下のような正当な理由がある場合

は、事業活動を妨げている要因が解消され次第、理事会及び総会の開催 は、事業活動を妨げている要因が解消され次第、理事会及び総会の開催

並びに法令に基づく所要の届出等の提出を求める。 並びに法令に基づく所要の届出等の提出を求める。

ア・イ （略） a・b （略）

「活動停止理由」の提出を求めた結果、正当な理由がない又は応答が

ない場合は、自主解散を指導する。自主解散に応じない場合は、法第95 （新設）

条の２に基づく解散命令を発出するための手続をとる。

⑤ ①のうち休眠状態が疑われる場合の報告徴求命令に対して応答が無

い、通知が返送される、自主解散に応じない又は自主解散を行う旨の連 ⑤ ①の報告徴求命令に応答がない場合は、配達証明の送達状況を確認し

絡があったが自主解散していない等の場合は、法第95条の２第２号の正 つつ、主たる事務所及び理事全員に送達していない場合は公示送達によ

当な理由がないのに１年以上事業を停止したときと認定し、解散命令の り対応する。

手続を行う。

（３）必要措置命令 （３）必要措置命令

① （２）による審査結果に応じて、次のように法第95条第１項に基づく ① （２）による審査結果に応じて、次のように法第95条第１項に基づく

必要措置命令を発出する。 必要措置命令を発出する。

ア・イ （略） ア・イ （略）

（削る。） ウ （２）の④の結果から正当な理由がない場合又は報告徴求命令に対
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し応答がない場合には、法令に基づく事業の実施を行うことを内容と

する命令を発出する。

②・③ （略） ②・③ （略）

（４）解散命令 （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 （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、

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 法第95条の２の第１号又は第３号に基づき、当該法人及び理事に対し解散

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 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

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 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

せることとする。 ととする。

（５）報告徴求命令、必要措置命令又は解散命令を発出する場合には、「Ⅵ 行 （５）報告徴求命令、必要措置命令又は解散命令を発出する場合には、「Ⅷ 行

政処分を行う際の留意点」を参考とするとともに、その都度配達証明郵便 政処分を行う際の留意点」を参考とするとともに、その都度配達証明郵便

を使用することとする。 を使用することとする。

（６）みなし解散制度の活用 （新設）

（２）及び（４）の対応のほか、法第73条第４項において準用する法第

64条の２第１項に基づき、組合に関する登記を５年間行っていない農事組

合法人については、行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を

官報に公告し、その旨を当該農事組合法人に対し通知することにより解散

手続を進める、いわゆる「みなし解散制度」が活用できる。

行政庁においては、休眠状態と考えられる農事組合法人（通知が返送さ

れるなど、通常の方法で連絡がとれない農事組合法人を含む。）に対して

は、定期的に「みなし解散制度」も活用することにより、解散手続等を進

めるものとする。

（７）解散の嘱託登記 （６）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 ① 解散命令の効力が生じた場合には、解散登記嘱託書を登記官に提出し、

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 解散登記を行う。

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） ア・イ （略）

（８） （略） （７） （略）

（削る。） Ⅴ 中央会の監督上の評価項目
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中央会は法第73条の15に規定されているとおり、組合の健全な発達を図る

ことを目的として、組合の指導・監査・教育などを専門的に行う団体である。

中央会は、自主的に設立され、運営される団体であるが、一方で、①全国、

都道府県の区域ごとに１個に限り設立することができることとされ、②模範

定款例を作成できる、③会員のみならずすべての組合に対し指導を行い、報

告や資料の提出を求めることができる等の権限が与えられている。

また、中央会から指導を受けた組合の理事は、指導内容を総会に報告しな

ければならないとされており、これにより中央会の指導の実効性を確保して

いる。

このような中央会が、その役割を果たしていくためには、役員が指導力を

発揮し、中央会の適切な事業運営を確保する必要がある。

（削る。） Ⅴ－１ 運営管理体制

Ⅴ－１－１ 役員体制

Ⅴ－１－１－１ 意義

中央会が期待される役割を果たすためには、事業運営に対する規律付けが有

効に機能し、適切な組織の統治が行われることが重要である。

Ⅴ－１－１－２ 主な着眼点

組織の統治が有効に機能するためには、会長、副会長、理事、監事及びすべ

ての職階における職員が自らの役割を理解しそのプロセスに十分関与すること

が必要となるが、その中でも会長、副会長、理事及び監事の果たす責務が重大

であることから、経営管理のモニタリングに当たっては、例えば、以下のよう

な着眼点に基づき、その機能が適切に発揮されているかどうかを検証すること

とする。

（１）会長、副会長及び理事

① 会長、副会長及び理事（以下「会長等」という。）は、法令等遵守を

業務運営上の重要課題の一つとして位置付け、法令等遵守態勢の構築に

取り組んでいるか。

② 会長等は、中央会の運営が会員からの賦課金等で賄われていることを

踏まえ、予算統制等を通じて効率的な事業運営に努めているか。

③ 会長等は、あらゆる職階における職員に対し組織の統治の重要性を強

調・明示する風土を組織内に醸成するとともに、組織の統治態勢の適切

性及び有効性を検証し、その構築を図っているか。

④ 会長等は、内部監査の重要性を認識し、内部監査の目的を適切に設定
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するとともに、内部監査の機能が十分発揮できる態勢を構築（内部監査

担当者の独立性の確保を含む。）し、定期的にその有効性を確認してい

るか。また、内部監査の結果等については適切な措置を講じているか。

⑤ 会長等は総会及び理事会（理事会を置く中央会に限る。）で決定され

た方針に沿った事業運営を行っているか。

（２）監事

① 監事は、制度の趣旨に則り、その独立性が確保されているか。

② 監事は、付与された権限を適切に行使し、財産の状況及び会長等の業

務の執行の状況の監査をしているか。

③ 監事は、業務監査の一環として、会長等が内部監査の機能を十分発揮

できる態勢を適切に構築しているかを検証しているか。

④ 監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令等に違反し、又は

著しく不当な事項があった場合に適切に総会又は行政庁に報告している

か。

⑤ 中央会と会長等との契約及び中央会と会長等との訴訟について、監事

が中央会を代表しているか。

（３）役職員の兼職、兼業

① 常勤の役職員は、常時その職にあって職務に当たることが求められて

いる。常勤の役職員が組合若しくは他の法人の職務に従事し、又は業務

を営んでいる場合には、このことにより中央会の役職員としての職務に

支障が生じていないか。

② 組合又は他の法人から、中央会の役職員であることに着目して、当該

組合又は法人の役員等への就任の要請があった場合においては、中央会

として、当該役員等に就任することの意義、役員等として求められる責

任及び従事の程度等について検証しているか。

③ 他に職を有する者又は事業を営む者が新たに中央会の役職員となった

場合には、中央会として、その職務又は事業の内容、従事の程度等を把

握し、中央会の役職員として職務に支障が生じるおそれがある場合には、

当該役職員と協議の上、必要な措置を講じているか。

Ⅴ－１－１－３ 監督手法・対応

下記のヒアリング及び通常の監督事務等を通じて、組織の統治の向上に向け

た取組等を促すこととする。
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（１）オフサイト・モニタリング

継続的に中央会の事業運営の状況等を把握するため、法第93条第１項に

基づき、中央会に対し、毎年度の事業報告、事業計画、財産目録等総会に

提出した書類及び総会の議事録を総会終了後２週間以内（議事録について

は１ヶ月以内）に提出を求めることとする。

（２）総合的なヒアリング

（１）により事業計画が提出された場合には、中央会の地区内の組合が

抱えている事業運営上の課題並びに中央会としての組合の指導方針、中央

会の会長等、監事の機能発揮の状況及び内部監査態勢についてヒアリング

を行うこととする。

（３）通常の監督事務を通じた運営管理の検証

中央会の運営管理については、上記（１）及び（２）によることに加え、

検査結果のフォローアップ、Ⅴ－１－２に基づく不祥事件等の報告など通

常の監督事務を通じても、運営管理の有効性についても検証することとす

る。

（４）モニタリング結果の記録

モニタリングの結果、年度途中において特筆すべき事項が生じた場合は、

その都度記録を更新することとする。

（５）監督上の対応

運営管理の有効性等に疑義が生じた場合には、原因及び改善策等につい

て、ヒアリングを行い、必要な場合には法第93条第１項に基づき報告を求

めること又は資料の提出を命ずることを通じて、着実な改善を促すものと

する。また、重大な問題があり、自主的な改善に委ねたのでは中央会の事

業運営に支障を来すと認められる場合には、法第94条の２第５項に基づく

指示を行うこととする。

Ⅴ－１－２ 法令等遵守態勢の整備

中央会は組合の健全な発達を図ることを目的としているが、組合を指導し、

監査を行う団体であることからすれば、法令等や業務上の諸規則等を厳格に遵

守し、健全かつ適切な事業運営に努めることは、その大前提であり、また、組

合及び組合員からの信頼を確立するためにも重要である。
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中央会においては、法令等遵守が事業運営上の重要課題であることに鑑み、

役員のリーダーシップの下、創意・工夫を十分に生かし、中央会の特性に応じ

た方針、規程等を策定し、中央会の法令等遵守態勢を整備することが必要であ

る。

中央会の法令等遵守態勢についてはⅡ－１－３、不祥事件等の対応について

はⅡ－１－４、反社会的勢力による被害の防止についてはⅡ－１－５、個人情

報保護対応についてはⅡ－１－６に、それぞれ準じて指導を行うこととする。

この場合において、「法第94条の２に基づく命令」としている部分については、

「法第94条の２第５項に基づく指示」とする。

なお、中央会に関する指導を適正に行うため、法第93条第１項に基づき、中

央会に対し、中央会において不祥事件が発生したことを知った場合には、当該

不祥事件の発生を中央会が知った日から１ヶ月以内に、別紙様式１による概要

を記載した書類の提出を求めることとする。

（削る。） Ⅴ－２ 事業実施体制

中央会の事業は、その指導団体たる目的を達成するための事業として、組合

の組織・事業・経営の指導、組合の監査、組合に関する教育及び情報の提供等

の事業を固有かつ必須の事業として行うこととされている。

また、全国中央会は、都道府県中央会の事業の総合調整を行うため、都道府

県中央会に対する指導を行うことができることとされている。このように中央

会の事業は全国中央会と都道府県中央会が一体となって行われ、組合の自主的

な活動を助長するものであることが重要である。

中央会の事業実施について監督上留意すべき点としては以下のとおりであ

る。

Ⅴ－２－１ 組合に対する指導事業

Ⅴ－２－１－１ 意義

中央会による組合に対する指導は、組合員の利益を最大化するという組合の

目的を最も効率的に発揮させるとの観点から、行われる必要がある。現在の組

合は、組合間の規模の格差が広がっており、事業内容も均質でないことから、

合併等の組織の指導や組合の事業の指導に当たっては、組合の個々の実情と系

統組織全体の実情を考慮して行われる必要がある。

一方で、組合の法令等遵守態勢の整備、経営の健全性・効率性の確保のため

の指導は、すべての組合に共通する課題として取り組まれることが重要である。

このような、組合に対する指導の事業については、全国中央会が中央会相互
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間の連携の推進に資するための基本方針を定めることとされており、全国中央

会と都道府県中央会が連携して指導の実をあげることが重要である。

Ⅴ－２－１－２ 主な着眼点

（１）都道府県中央会は、全国中央会の監査等により傘下の組合に法令等違反

があることを知ったときは、期限を定め是正の指導をしているか。

（２）都道府県中央会は、都道府県中央会として又は都道府県域の組合の総意

として合併構想等を樹立している場合には、合併の必要性、合併参加組合

及び系統組織全体としての合併メリットを明らかにし、中央会として推進

体制を整備した上で、指導すべき事項、スケジュールを明らかにした行程

表により指導を行っているか。また、その進捗管理を行っているか。

（３）都道府県中央会は、組合の事業を、①組合員の利用状況からみた現在に

おける事業の必要性、②採算性、③効率性の観点から評価し、指導してい

るか。

（４）都道府県中央会は、傘下の組合の損益及び財産の状況等を把握、分析し、

経営上のリスクが高い組合については、個別指導を行っているか。

（５）都道府県中央会は、（１）～（４）の指導を行うのに必要な場合は、組

合に対し、法第73条の22第１項第１号に基づく個別指導を行い、又は法第

73条の25の規定に基づく報告又は資料の提出を求めているか。

（６）全国中央会及び都道府県中央会は、農協の男女共同参画の促進に向けて、

女性役員の登用、女性の総代就任や女性正組合員の加入促進など女性が農

協の意思決定に参画できる環境の整備を図るために、例えば次のような取

組を行っているか。

① 農協の男女共同参画の促進に向けた中長期的かつ具体的な目標を定め

ているか。

② 上記①の目標達成のための行動計画等を策定し、農協に対し、その取

組を促しているか。

③ 農協に対し、男女共同参画の趣旨の周知、先進農協での取組の紹介な

どを行うことにより、女性役員登用のための啓発を行っているか。

④ 農協における女性役員の登用について、定期的にその進捗状況を把握

しているか。また、その結果を分析し、行動計画等の改善を図っている

か。

（７）全国中央会は、法第73条の23の２に定める基本方針に基づいた指導事業

が行われるよう、各都道府県ごとに、組合が抱える課題と当該課題の解決

に向けた都道府県中央会の指導態勢を確認しているか。また、全国中央会
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は、都道府県中央会における指導態勢が十分でないときは、法第73条の23

第２項に基づき都道府県中央会に対し、事業計画の設定、変更等について

指示し、又は全国中央会に協議させることにより、中央会としての指導機

能の発揮に必要な措置を講じているか。

（８）全国中央会及び都道府県中央会は、信用事業、経済事業、共済事業、厚

生事業を行う農業協同組合連合会及び農林中央金庫と連携し、組合の指導

を行う態勢を構築しているか。

Ⅴ－２－１－３ 監督上の手法

（１）Ⅴ－１－１－３に基づき中央会から提出された事業報告及びヒアリング

結果により、Ⅴ－２－１－２の着眼点からみて中央会の指導事業が適切に

行われていないおそれがある場合及び傘下の組合に重大な経営上の課題が

生じている場合には、法第93条第１項に基づく報告徴求命令を発出し、中

央会の指導事業の実施状況に関する事実認識、今後の取組方針及び当該取

組を行うための体制についての報告を求めることとする。

（２）（１）による報告の結果、中央会の役員の認識、組合の指導態勢に重大

な問題が確認された場合には、法第94条の２第５項に基づく指示を発出す

るものとする。

Ⅴ－２－２ 組合に対する監査事業

Ⅴ－２－２－１ 意義

中央会による組合に対する監査の意義は、一般的に組合が目的に沿って運営

されているかを組合及び組合の役員から独立した立場で検証し、その結果を組

合の役員に報告し、改善させることにある。

また、法第37条の２に基づき全国中央会が行う監査（以下「決算監査」とい

う。）は、一定規模以上の組合について、組合が総会に提出する貸借対照表、

損益計算書、剰余金処分案、事業報告等が、法令等や一般に公正妥当と認めら

れる会計の慣行に従って作成されていることを、全国中央会に与えられた権限

を行使して検証し、組合員等に対してその適否について意見表明を行うことに

ある。

いずれの場合も、監査する中央会については、被監査組合からの独立性を確

保しつつ、組合監査について専門的知識を有する農業協同組合監査士（以下「監

査士」という。）による質の高い監査が行われる必要がある。

また、監査によって把握された改善を要する事項については、中央会の指導
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部門により確実に是正されることが重要である。

Ⅴ－２－２－２ 監督上の着眼点

監査業務を公正かつ的確に遂行するためには、監査を行う中央会が自ら監査

業務の品質管理に関する方針を定め、それを実施することが前提となる。この

ため、監査契約の締結、監査に従事する監査士の選任、監査の実施及びその審

査等の監査業務の遂行に関し、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性

又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置が講じられている

かとの観点から確認することとする。

（以下の項目については、全国監査部及び各都道府県監査部において統一的

な扱いがなされる必要があることに留意する。）

（１）全国中央会は、監査の独立性を確保するため、会長とは別に代表権を有

する副会長又は理事を定めているか。

（２）全国中央会は、監査計画の策定から監査業務の実施及び監査報告書の発

行に至る各過程において、次の事項に関する方針及び手続からなる、品質

管理システムを定めているか。

・ 品質管理に関する責任

・ 職業倫理及び独立性

・ 監査契約の新規の締結及び更新

・ 監査実施者の確保、教育・訓練、評価及び選任

・ 業務の実施

・ 品質管理システムの監視

（３）各監査部門において、統一的な品質管理の方針及び手続が適用されてい

るか。

（４）全国中央会は、品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任者を明

確にしているか。

（５）監査業務を行うに際して、理事の職務の執行に関し、不正の行為又は法

令等に違反する行為の存在等重大な事実があることを発見した場合に、遅

滞なく被監査組合の監事に報告する手続きを定めているか。

（６）職業倫理の遵守並びに独立性の保持に関する方針及び手続を定め、周知

しているか。

（７）監査の責任者（以下「監査責任者」という。）、監査責任者の指揮の下で

監査に従事する者（以下「監査従事者」という。）及び監査報告の審査に

従事する者（以下「審査責任者」という。）に対し被監査組合との独立性

の確認書を提出させるなどして独立性の保持の方針及び手続を遵守してい
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ることを確認しているか。

（８）全国中央会は監査責任者に対して監査規程で定める一定期間のローテー

ションを義務付ける方針及び手続を定め実施しているか。

（９）監査規程に基づき監査責任者に課している就職の制限の規定を遵守して

いるか。

（10）監査責任者及び監査従事者に要求される能力及び適性を維持し更新する

とともに、これらを高めるために必要となる教育・訓練制度が構築され実

施されているか。

（11）監査士を選任・解任するための方針及び手続きを定め、実施しているか。

（12）全国中央会は選任された監査士の氏名、所属、経験年数、研修の履修状

況等を記載した名簿を整備し適切に管理しているか。

（13）全国中央会は、監査業務の質を合理的に確保できるように、監査に必要

な技法及び情報として、監査マニュアル、ソフトウェア・ツール又はその

他の標準化された定型文書及び組合の事業に関する資料等を利用し、蓄積

することとされているか。

（14）監査計画の策定に関する方針及び手続を定め、当該方針及び手続きに即

して策定されているか。

（15）組合ごとに実地監査に従事するチームの編成に至っては、組合のリスク

評価の結果に応じて、監査責任者、監査従事者の実務経験、監査士の投入

人日数、会計監査と業務監査の分担、公認会計士の契約の必要性等を検証

して行っているか。

（16）実地監査に当たり、判断が難しい重要な事項が生じた場合に、例えば、

会計、税務、法律、不動産鑑定等に関して、専門的な見解の問合せを実施

するための方針及び手続が定められ遵守されているか。

（17）監査に当たっては、実施した監査手続、その実施時期及び範囲、監査手

続きを実施した結果及び入手した監査証拠、到達した結論等について記載

した調書（以下「監査調書」という。）を作成しているか。

（18）監査業務に係る審査に関する方針及び手続に従い、組合の状況に応じた

審査が行われているか。

（19）審査責任者は、監査ごとに、当該監査に関与していない公認会計士又は

上級指導監査士の中から選任しているか。

（20）監査調書に関し、機密性、保管の安全性、情報の完全性、アクセス可能

性及び検索可能性を合理的に確保するため、監査調書の管理に関する方針

及び手続を定め遵守しているか。

（21）監査調書の保存に関する方針及び手続を定め遵守しているか。
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（22）審査の文書化に関する方針及び手続を定めているか。

（23）品質管理システムに関する日常的監視及び定期的な検証に関する方針及

び手続を定め遵守しているか。

（24）組合の指導を行う全国中央会の指導部門、都道府県中央会及び農林中央

金庫への監査結果の開示に関する手続を定め、これに即し適時に開示して

いるか。

Ⅴ－２－２－３ 監督上の手法

（１）Ⅴ－１－１－３に基づき中央会から提出された事業報告、中央会からの

ヒアリングにより、Ⅴ－２－２－２の着眼点からみて中央会の監査事業が

適切に行われていないおそれがある場合には、中央会の監査事業の実施状

況に関する事実認識、今後の取組方針及び当該取組を行うための体制につ

いての報告を求めることとする。

（２）（１）による報告の結果、中央会の役員の認識、組合に対する監査態勢

に重大な問題が確認された場合には、法第94条の２第５項に基づく指示を

行うものとする。

（削る。） Ⅵ 中央会の監督の事務処理上の留意点

Ⅵ－１ 定款変更の申請及び認可

Ⅵ－１－１ 申請書類

法第73条の33第２項に基づく中央会の定款変更の認可に係る申請書の受理に

当たっては、次の書類の提出を求めることとする。

また、審査を行う上で必要となる書類（理由書の内容が不明確な場合に要求

する追加報告書等）がある場合においては、必要に応じ当該報告書の提出を求

めることとする。

（１）定款変更認可申請書（様式については、別紙様式16を参照。）

（２）理由書

（３）定款変更条文新旧対照表

（４）定款全文（現行のもの）

（５）定款変更の議決をした総会の議事録（謄本）

（６）その他必要な書類（総会招集通知の写し、全国中央会の指導連絡文書の

写し等）

Ⅵ－１－２ 審査の着眼点
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法第73条の33第２項に基づき中央会の定款変更の認可を行う場合は、次の事

項について適正な内容となっているかどうかを確認の上、慎重に審査するもの

とする。

（１）形式的事項

① 申請書は正規な申請者から認可権者あてに提出されているか。

② 申請書類の内容は正確で、かつそれを証する書類が添付されているか。

③ 法第73条の33に規定する事項がすべて網羅されているか。

④ 定款変更の決定手続きは法第73条の43の規定に照らし、適法に行われ

ているか。

（２）内容に関する事項

① 目的、事業等の基本的事項は、法第73条の15、第73条の22等の規定に

照らし適正か。

② 会員に関する規定は、法第73条の28に規定する範囲となっているか。

③ 経費の分担に関する規定は、会員間の公平性が確保できるものとなっ

ているか。

④ 役職員に関する規定は、中央会の機能が十分に発揮され健全な運営が

できるものとなっているか。

⑤ 総会に関する規定は、法第73条の39、第73条の43等の規定に照らし、

合法的に行われるものとなっているか。

⑥ 業務の執行及び会計に関する規定は、適正かつ健全な運営ができるも

のとなっているか。

Ⅵ－１－３ 留意事項（全国中央会の定める模範定款例との関係）

全国中央会は、法第73条の23第１項の規定に基づき都道府県中央会の定款例

を定めることとしているので、認可申請のあった定款の内容が当該定款例と同

じ場合には、行政庁は速やかに認可するものとする。全国中央会の定める定款

例と異なる内容の変更申請がなされた場合においては、当該都道府県中央会の

実情に照らし、やむを得ないと認められる理由がある場合を除き、他の都道府

県中央会との統一性が図られるよう指導するものとする。

※ 定款変更の内容が、常勤理事、非常勤理事の定数に関するものである場合

は、Ⅲ－２－１－１－３の（２）の②のア及びイに準じて対応する。

（削る。） Ⅵ－２ 監査規程の承認

Ⅵ－２－１ 申請書類
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法第73条の26第３項の規定に基づく監査規程の変更又は廃止の承認申請書の

受理に当たっては、次の書類の提出を求めるものとする。

また、審査を行う上で必要となる書類（理由書の内容が不明確な場合に要求

する追加報告書等）がある場合には、必要に応じ当該書類の提出を求めるもの

とする。

（１）変更承認申請書類

① 監査規程変更承認申請書（様式については、別紙様式17を参照。）

② 理由書

③ 監査規程新旧対照表

④ 監査規程全文（現行のもの）

⑤ 規程変更の決定を証する書面（総会の議事録（謄本）等）

（２）廃止承認申請書類

① 監査規程廃止承認申請書（様式については、別紙様式18を参照。）

② 理由書

③ 規程廃止の決定を証する書面（総会の議事録（謄本）等）

Ⅵ－２－２ 審査の着眼点（審査要領）

（１）全国中央会は、法第73条の23第１項の規定に基づき都道府県中央会監査

規程例(以下「監査規程例」という。)を定めることとしているので、変更

承認申請のあった内容が監査規程例と同じ場合は速やかに承認するものと

する。

監査規程例と異なる内容の変更承認申請がなされた場合においては、当

該中央会の実情に照らしやむを得ないと認められる理由がある場合を除

き、他の都道府県中央会との統一性が図られるよう指導するものとする。

（２）廃止の承認申請があった場合は、傘下の組合の経営指導に与える影響と

合わせて検討し、全く影響がないと認める場合に限り承認するものとする。

（削る。） Ⅵ－３ 監査実施計画に対する意見

（１）監査計画に関し、法第73条の27第１項又は第３項の規定に基づき意見を

聴取された場合は、次の点に留意した上、その計画の妥当性の判断を行う

ものとする。

① 対象組合の選定については、監査周期及び経営状況等を勘案したもの

となっているか。
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② 事業年度ごとの監査方針、重点項目が明確となっているか。

③ 監査士の人数、日数が効率的かつ実効性のあるものとなっているか。

（２）法第37条の２に規定する全国中央会の監査については、監査実施計画を

定める必要はないが、監査事業全体の実施状況を把握しなければ妥当性の

判断ができないことに鑑み、財務諸表等監査実施計画を含めた年間の実施

計画を徴し、監査事業全体の実効性・有効性の確保が図られるものである

かについても十分な審査を行うものとし、このための十分な審査期間の確

保が必要であることから、毎年３月末までに徴することが望ましい。また、

実施計画の変更の審査に当たっては、計画変更後の最初の監査予定の１ヶ

月前までに意見伺いを徴することが望ましい。

（３）法第73条の27第３項の規定は、監査実施計画に重要な変更を行う場合に、

監査実施計画を定める場合と同様の手続を求めているが、以下の場合のよ

うに軽微な変更の場合には、同項に基づく手続は不要であることに留意す

る。

① 事業年度中の合併に伴い、監査ができなくなる組合を計画から外す又

は新たに監査を希望する組合を計画に追加する場合

② 監査区分の変更を行う場合

Ⅴ 行政指導等を行う際の留意点等 Ⅶ 行政指導等を行う際の留意点等

Ⅴ－１ 行政指導等を行う際の留意点 Ⅶ－１ 行政指導等を行う際の留意点

組合等に対して、行政指導等（行政指導等とは行政手続法（平成5年法律第8 組合等に対して、行政指導等（行政指導等とは行政手続法（平成5年法律第8

8号）第２条第６号にいう行政指導に加え、行政指導との区別が必ずしも明確 8号）第２条第６項にいう行政指導に加え、行政指導との区別が必ずしも明確

ではない情報提供、相談、助言等の行政行為を含む。）を行うに当たっては、 ではない情報提供、相談、助言等の行政行為を含む。）を行うに当たっては、

行政手続法等の法令等に沿って適正に行うものとする。特に行政指導を行う際 行政手続法等の法令等に沿って適正に行うものとする。特に行政指導を行う際

には、以下の点に留意する。 には、以下の点に留意する。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４）行政指導の方式（行政手続法第35条） （４）行政指導の方式（行政手続法第35条）

① （略） ① （略）

② 行政指導について、相手方から、行政指導の趣旨及び内容並びに責任 ② 行政指導について、相手方から、行政指導の趣旨及び内容並びに責任

者を記載した書面の交付を求められた時は、行政上特別の支障がない限 者を記載した書面の交付を求められた時は、行政上特別の支障がない限

り、原則としてこれを交付しているか（ただし、行政手続法第35条第４ り、原則としてこれを交付しているか（ただし、行政手続法第35条第３

項各号に該当する場合を除く。） 項各号に該当する場合を除く。）
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Ⅴ－２ 面談等を行う際の留意点 Ⅶ－２ 面談等を行う際の留意点

（略） （略）

Ⅵ 行政処分を行う際の留意点 Ⅷ 行政処分を行う際の留意点

（略） （略）

Ⅵ－１ 行政処分（不利益処分）に関する基本的な事務の流れについて Ⅷ－１ 行政処分（不利益処分）に関する基本的な事務の流れについて

Ⅵ－１－１ 行政処分 Ⅷ－１－１ 行政処分

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略）

上記Ⅵ－１－１の（３）から（８）までの行政処分を検討する際には、本指 上記Ⅷ－１－１の（３）から（８）までの行政処分を検討する際には、本指

針で他に具体的に示されている場合を除き、以下の（１）から（３）までに掲 針で他に具体的に示されている場合を除き、以下の（１）から（３）までに掲

げる要因を勘案するとともに、それ以外に考慮すべき要素がないかどうかを吟 げる要因を勘案するとともに、それ以外に考慮すべき要素がないかどうかを吟

味することとする。 味することとする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

Ⅵ－１－２ 標準処理期間 Ⅷ－１－２ 標準処理期間

Ⅵ－１－１の（３）から（８）までの不利益処分をしようとする場合には、 Ⅷ－１－１の（３）から（８）までの不利益処分をしようとする場合には、

上記Ⅵ－１－１の（１）の報告書を受理したとき、又は不祥事件の届出（法第 上記Ⅷ－１－１の（１）の報告書を受理したとき、又は不祥事件の届出（法第

93条第１項に基づく報告を求めた場合は、当該報告書）を受理したときから、 93条第１項に基づく報告を求めた場合は、当該報告書）を受理したときから、

原則としておおむね１ヶ月（処分が地方農政局等を経由して農林水産本省にお 原則としておおむね１ヶ月（処分が地方農政局等を経由して農林水産本省にお

いて行われる場合、処分が地方農政局等において行われるが農林水産本省との いて行われる場合、処分が地方農政局等において行われるが農林水産本省との

調整を要する場合又は処分が他省庁との共管法令に基づく場合は、おおむね２ 調整を要する場合又は処分が他省庁との共管法令に基づく場合は、おおむね２

ヶ月）以内を目途に行うものとする。 ヶ月）以内を目途に行うものとする。

Ⅵ－１－３ 法第94条の２等に基づく業務改善命令の履行状況の報告義務の解 Ⅷ－１－３ 法第94条の２等に基づく業務改善命令の履行状況の報告義務の解

除 除

（略） （略）

Ⅵ－２ 行政手続法との関係等 Ⅷ－２ 行政手続法との関係等

（１）行政手続法との関係 （１）行政手続法との関係

行政手続法第13条第１項第１号に該当する不利益処分をしようとする場 組合等（中央会を除く。）に対し上記Ⅷ－１－１（３）から（５）の不

合には聴聞を行い、同項第２号に該当する不利益処分をしようとする場合 利益処分をしようとする場合には、行政手続法第13条第１項第２号に基づ

には弁明の機会を付与しなければならないことに留意する。 き弁明の機会を付与し、上記Ⅷ－１－１（６）から（８）までの不利益処
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分をしようとする場合には、同法第13条第１項第１号に基づき聴聞を行わ

なければならないことに留意する。

また、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には同 また、いずれの場合においても、同法第14条に基づき、処分の理由を示

法第８条、不利益処分をする場合には同法第14条に基づき、処分の理由を さなければならないことに留意する。

示さなければならないことに留意する。 （注）行政手続法第４条第２項第２号により、中央会は、同法第２章及

び第３章の適用除外となる。

（２）行政不服審査法との関係 （２）行政不服審査法との関係

不服申立てをすることができる処分をする場合には、行政不服審査法（平 組合等に対し上記Ⅷ－１－１（１）、（３）から（８）までの処分をしよ

成26年法律第68号）第82条に基づき、不服申立てをすることができる旨等 うとする場合には、行政不服審査法第６条に基づく異議申立てができる旨

を書面で教示しなければならないことに留意する。 を書面で教示しなければならないことに留意する。

（３）行政事件訴訟法との関係 （３）行政事件訴訟法との関係

取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、行政事件訴訟法 組合等に対し上記Ⅷ－１－１（１）、（３）から（８）までの処分をしよ

（昭和37年法律第139号）第46条に基づき、取消訴訟の提起に関する事項 うとする場合には、行政事件訴訟法第８条に基づく処分の取消しの訴えを

を書面で教示しなければならないことに留意する。 提起することができる旨を書面で教示しなければならないことに留意す

Ⅵ－３ 意見交換制度 Ⅷ－３ 意見交換制度

Ⅵ－３－１ 意義 Ⅷ－３－１ 意義

（略） （略）

Ⅵ－３－２ 監督手法・対応 Ⅷ－３－２ 監督手法・対応

（略） （略）

Ⅵ－４ 関係当局等との連携及び連絡 Ⅷ－４ 関係当局等との連携及び連絡

（１）地方農政局等において、上記Ⅵ－１－１（１）から（８）の不利益処分 （１）地方農政局等において、上記Ⅷ－１－１（１）から（８）の不利益処分

をしようとする場合には、協同組織課（信用事業を行う組合に対し処分を をしようとする場合には、協同組織課（信用事業を行う組合に対し処分を

しようとする場合には金融調整課）との十分な連携により、これらの事務 しようとする場合には金融調整課）との十分な連携により、これらの事務

を行うものとする。 を行うものとする。

また、必要に応じて、地方農政局等は相互の連携に努め、さらに、必要 また、必要に応じて、地方農政局等は相互の連携に努め、さらに、必要

に応じて関係当局への連絡を行うものとする。 に応じて関係当局への連絡を行うものとする。

（２）協同組織課（信用事業を行う組合に対し処分をしようとする場合には金 （２）協同組織課（信用事業を行う組合に対し処分をしようとする場合には金

融調整課）において、上記Ⅵ－１－１（１）から（８）の不利益処分をし 融調整課）において、上記Ⅲ－４－１－１（１）から（８）の不利益処分

ようとする場合には、必要に応じて、関係当局・海外指導監督当局等への をしようとする場合には、必要に応じて、関係当局・海外指導監督当局等



- 91 -

連絡を行うものとする。 への連絡を行うものとする。

（３） （略） （３） （略）

Ⅵ－５ 不利益処分の公表に関する考え方 Ⅷ－５ 不利益処分の公表に関する考え方

上記Ⅵ－１－１（３）から（８）までの不利益処分については、他の組合等 上記Ⅷ－１－１（３）から（８）までの不利益処分については、他の組合等

における予測可能性を高め、同様の事案の発生を抑制する観点から、財務の健 における予測可能性を高め、同様の事案の発生を抑制する観点から、財務の健

全性に関する不利益処分等の公表により組合等の経営改善に支障が生じるおそ 全性に関する不利益処分等の公表により組合等の経営改善に支障が生じるおそ

れのあるものを除き、処分の原因となった事実及び処分の内容等を公表するこ れのあるものを除き、処分の原因となった事実及び処分の内容等を公表するこ

ととする。 ととする。

Ⅶ 組織変更後連合会及び存続中央会の監督上の留意点 （新設）

Ⅶ－１ 存続中央会に対する旧監督指針の効力

存続中央会については、平成28年４月１日付け27経営第3376号経営局長通知

の規定による変更前の規定は、存続中央会が解散した場合又は平成27年改正法

附則第27条第１項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその

清算結了の登記の時、平成27年改正法附則第12条又は第21条の規定による組織

変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおそ

の効力を有するものとする。

Ⅶ－２ 監督上の評価項目

Ⅶ－２－１ 組織変更後連合会の行う監査事業の意義

平成27年改正法附則第13条第５項第２号の規定により、組織変更後連合会は、

監査事業を行うことができる。

組織変更後連合会が監査を行うこととした場合、その監査は、法第37条の２

第３項の規定による会計監査人の監査とは異なるものであって、財務諸表の適

法性及び適正性を証明するものではなく、会員からの求めに応じて、任意で行

われるものである。したがって、組織変更後連合会の監査を受けるかどうかは

各組合の判断に委ねられており、これを受けることが法により義務付けられて

いるものではないことに留意が必要である。

また、監査には、組合監査について専門的知識を有する農業協同組合監査士

が従事し、質の高い監査が行われる必要がある。

Ⅶ－２－２ 組織変更後連合会の行う監査事業の主な着眼点

（１）事業の実施に必要な農業協同組合監査士を置き、これを監査事業に従事
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させているか。

（２）組織変更後連合会が実施できる監査事業は、会員である組合の求めに応

じて行うものであり、事業の実施に当たって、組織変更後連合会は会員と

の間で明確な契約を締結しているか。

Ⅶ－２－３ 組織変更後連合会の行う監査事業に係る監督手法・対応

必要に応じて、上記の着眼点を踏まえたヒアリング等を実施して組織変更後

連合会における取組状況を把握し、適切な事業実施に疑義があると認められる

場合には改善を促すものとする。

Ⅶ－３ 事務処理上の留意点 （新設）

Ⅶ－３－１ 監査規程の認可

平成27年改正法附則第14条第１項の規定に基づく組織変更の認可と併せて行

う監査規程の設定の認可申請書、平成27年改正法附則第20条第１項の規定に基

づく監査規程の変更の認可申請書又は同条第２項の規定に基づく監査規程の変

更又は廃止の届出書の受理に当たっては、次の書類の提出を求めるものとする。

その際、申請書類の提出先は、（１）については協同組織課、（２）から（４）

までについては所管農政局等とする。

また、審査を行う上で必要となる書類（理由書の内容が不明確な場合に要求

する追加報告書等）がある場合には、必要に応じ当該書類の提出を求めること

とする。

（１）設定認可申請書類

① 監査規程認可申請書（様式については、別紙様式20を参照。）

② 理由書

③ 監査規程全文

（２）変更認可申請書類

① 監査規程変更認可申請書（様式については、別紙様式21を参照。）

② 理由書

③ 監査規程変更新旧対照表

④ 監査規程全文（現行のもの）

⑤ 規程変更の決定を証する書面（総会の議事録（謄本）等）

（３）変更に係る届出
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① 監査規程変更届（様式については、別紙様式22を参照。）

② 理由書

③ 監査規程変更新旧対照表

④ 監査規程全文（現行のもの）

⑤ 規程変更の決定を証する書面（総会の議事録（謄本）等）

（４）廃止に係る届出

① 監査規程廃止届（様式については、別紙様式23を参照）

② 理由書

③ 規程廃止の決定を証する書面（総会の議事録（謄本）等）

Ⅶ－３－２ 農業協同組合連合会への組織変更

（１）申請書類

平成27年改正法附則第14条第１項の規定に基づく連合会への組織変更の

認可に係る申請書の受理に当たっては、施行規則第239条の規定に基づき、

次の書類の提出を求めることとする。その際、申請書類の提出先は協同組

織課とする。

また、審査を行う上で必要となる報告書がある場合においては、平成27

年改正法附則第14条第２項において準用する法第59条第２項の規定により

申請者に対して組織変更に関する報告書を要求できることとされているこ

とに基づき、必要に応じ当該報告書を求めることとする。

① 組織変更後連合会において監査事業を行う場合

ア 組織変更認可申請書

イ 組織変更計画

ウ 組織変更後連合会の事業計画

エ Ⅶ－３－１（１）に規定する監査規程の設定認可申請書類

② 組織変更後連合会において監査事業を行わない場合

ア 組織変更認可申請書

イ 組織変更計画

ウ 組織変更後連合会の事業計画

（２）審査要領

連合会への組織変更の認可を行う場合は、Ⅲ－２－１－１－２（１）の

設立に係る認可の審査要領に準ずるほか、以下の事項について適正な内容

となっているか審査するものとする。
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① 会員の意思反映が適正に行われたか。

② 組織変更計画に定める組織変更後連合会の定款記載事項は、法第28条

に規定する事項がすべて網羅されているか。

③ 組織変更計画は、平成27年改正法附則第13条第４項に規定する内容と

なっているか。

④ 組織変更計画に定める組織変更後連合会の事業は、平成27年改正法附

則第13条第５項に掲げる事業をその全部又は一部としているか。

⑤ 平成27年改正法附則第18条の規定により名称中に農業協同組合連合会

という文字に代えて農業協同組合中央会という文字を用いることとして

いる場合は、組織変更後連合会の定款の内容が施行規則第240条に規定

する要件を満たしているか。

⑥ 平成27年改正法附則第13条に基づく手続が行われているか。

Ⅶ－３－３ 組織変更後連合会の定款変更

組織変更後連合会の定款変更の認可については、Ⅲ－２－１－１によるほか、

当該組織変更後連合会が平成27年改正法附則第18条の規定によりその名称中に

農業協同組合連合会という文字に代えて農業協同組合中央会という文字を用い

ている場合は、当該組織変更後連合会の変更後の定款の内容が引き続き施行規

則第240条に規定する要件を満たすかについても確認するものとする。

別添１ 連絡文書集 別添１ 連絡文書集

以下は、組合等の監督行政を行う担当官として了知しておくことが必要と考 以下は、組合等の監督行政を行う担当官として了知しておくことが必要と考

えられるものである。 えられるものである。

それぞれの文書の性格は区々であるが、その趣旨・目的は各文書に記されて それぞれの文書の性格は区々であるが、その趣旨・目的は各文書に記されて

いるとおりである。 いるとおりである。

（局長通知） （局長通知）

（略） （略）

（課長通知） （課長通知）

（略） （略）

（その他） （新設）

１．農業協同組合法の規定による消費生活協同組合への組織変更に関する農業
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協同組合所管部局との連携について（通知）（平成28年２月24日付け社援発0

224第１号厚生労働省社会・援護局長通知）

２．農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更

に関する省令の制定に伴う事務処理上の留意事項について（平成28年２月24

日付け社援発0224第１号厚生労働省社会・援護局地域福祉課消費生活協同組

合業務室長通知）

３．農業協同組合法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う法人登記事務

の取扱いについて（通知）（平成28年３月８日付け法務省民商第31号法務省

民事局商事課長通知）

４．農業協同組合又は農業協同組合連合会の医療法人への組織変更に係る都道

府県知事の認可等について（平成28年３月15日付け医政発0315第１号厚生労

働省医政局長通知）

（削る。） 別添２ 別紙様式・記載例・定款例集

本監督指針における別紙様式について、別添のとおり書式例、記載例及び定

款例を定めたので、申請者、届出者等から書式や記載内容についての照会があ

った場合等に活用されたい。

なお、以下の書式や記載内容は、一律に強制するものではなく、異なる形式

の書面や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。

別添２ 標準処理期間 別添３ 標準処理期間

法に基づく農林水産大臣の処分（信用事業、共済事業に係るものを除く。） 法に基づく農林水産大臣の処分（信用事業、共済事業に係るものを除く。）

に係る行政手続法（平成５年法律第88号）第６条の規定による標準処理期間は、 に係る行政手続法（平成５年法律第88号）第６条の規定による標準処理期間は、

次のとおりとする。 次のとおりとする。

処 分 案 標準処理期間 処 分 案 標準処理期間

・ 第11条の42第１項の規定による信託規程の承認 １月 ・ 第11条の23第１項の規定による信託規程の承認 １月

・ 第11条の42第３項の規定による信託規程の変更の承認 ・ 第11条の23第３項の規定による信託規程の変更、廃止

の承認

・ 第11条の45の規定による信託受託農協の辞任の許可 ・ 第11条の26の規定による信託受託農協の辞任の許可

・ 第11条の48第１項の規定による宅地等供給事業実施規 ・ 第11条の29第１項の規定による宅地等供給事業実施規

程の承認 程の承認
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・ 第11条の48第３項の規定による宅地等供給事業実施規 ・ 第11条の29第３項の規定による宅地等供給事業実施規

程の変更の承認 程の変更、廃止の承認

・ 第11条の51第１項の規定による農業経営規程の承認 ・ 第11条の32第１項の規定による農業経営規程の承認

・ 第11条の51第３項の規定による農業経営規程の変更の ・ 第11条の32第３項の規定による農業経営規程の変更、

承認 廃止の承認

（削る。） ・ 第73条の26第１項の規定による中央会の監査規程の承

認

・ 第73条の26第３項の規定による中央会の監査規程の変

（削る。） 更の承認

・ 第44条第２項の規定による定款変更の認可 ２月 ・ 第44条第２項の規定による定款変更の認可 ２月

・ 第59条の規定による組合の設立の認可 ・ 第59条の規定による組合の設立の認可

・ 第64条第２項の規定による組合の解散の決議の認可 ・ 第64条第２項の規定による組合の解散の議決の認可

・ 第65条第２項の規定による組合の合併の認可 ・ 第65条第２項の規定による組合の合併の認可

・ 第70条第２項の規定による連合会の権利義務の承継の ・ 第70条第２項の規定による連合会の権利義務の承継の

認可 認可

・ 第70条の３第３項の規定による新設分割の認可 （新設）

・ 第73条の33第２項の規定による中央会の定款の変更の

（削る。） 認可

・ 第73条の45第１項の規定による中央会の設立の認可

（削る。） ・ 第73条の48第２項の規定による中央会の解散の議決の

（削る。） 認可

施行規則に基づく農林水産大臣の処分（信用事業、共済事業に係るものを除 施行規則に基づく農林水産大臣の処分（信用事業、共済事業に係るものを除

く。）に係る行政手続法第６条の規定による標準処理期間は、次のとおりとす く。）に係る行政手続法第６条の規定による標準処理期間は、次のとおりとす

る。 る。

処 分 案 処 分 案 標準処理期間

・ 第76条の２第１項第３号イの規定による理事の定数の 14日 （新設）

４分の１を下回らない範囲内の数の承認

・ 第76条の２第１項第４号ロの規定による特別な理由の

承認

・ 第76条の２第２項第３号イの規定による理事の定数の

４分の１を下回らない範囲内の数の承認

・ 第76条の２第２項第４号ロの規定による特別な理由の

承認
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・ 第202条第７項の規定による業務報告書の提出の延期の １月 ・ 第202条第７項の規定による業務報告書の提出の延期の １月

承認 承認

・ 第206条第２項の規定による縦覧書類の縦覧の開始の延 ・ 第206条第２項の規定による縦覧書類の縦覧の開始の延

期の承認 期の承認

（削る。） ・ 第222条第２項の規定による農業協同組合監査士に関す

る資格試験の試験科目等の承認

（削る。） ・ 第222条第３項の規定による組合の監査事業の実務補習

に関する事項の承認

・ 第232条第５項の規定による行政庁に対する事業計画書 ・ 第232条第５項の規定による行政庁に対する事業計画書

等の提出の延期の承認 等の提出の延期の承認

・ 第241条第５項の規定による農業協同組合監査士に関す （新設）

る資格試験の試験科目等の承認

・ 第241条第６項の規定による組合の監査事業の実務補習 （新設）

に関する事項の承認

別添３ 別紙様式・記載例・定款例集 （新設）

本監督指針における別紙様式について、別添のとおり書式例、記載例及び定

款例を定めたので、申請者、届出者等から書式や記載内容についての照会があ

った場合等に活用されたい。

なお、以下の書式や記載内容は、一律に強制するものではなく、異なる形式

の書面や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。

〈目 次〉 〈目 次〉

ページ ページ

＜様式＞ ＜様式＞

Ⅱ－１－４－３ 別紙様式１（不祥事件届出書）・・・・・・・・・・ １ Ⅱ－１－４－３ 別紙様式１（不祥事件届出書）・・・・・・・・・・ １

Ⅱ－２－１－２ 別紙様式２－１（自己資本基準等改善状況の報告）・ ５ Ⅱ－２－１－２ 別紙様式２－１（自己資本基準等改善状況の報告）・ ５

Ⅱ－２－１－２ 別紙様式２－２（自己資本基準等改善状況の報告）・ ８ Ⅱ－２－１－２ 別紙様式２－２（自己資本基準等改善状況の報告）・ ８

Ⅲ－１－２－３ 別紙様式３（検査指摘事項に対する改善状況等の報告） Ⅲ－１－２－３ 別紙様式３（検査指摘事項に対する改善状況等の報告）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式４（組合設立の認可）・・・・・・・・ ２７ Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式４（組合設立の認可）・・・・・・・・ ２７

Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式５（組合の定款変更の認可）・・・・・ ２８ Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式５（組合の定款変更の認可）・・・・・ ２８
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Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式６（組合の定款変更の届出）・・・・・ ２９ Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式６（組合の定款変更の届出）・・・・・ ２９

Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式７（組合解散の認可）・・・・・・・・ ３０ Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式７（組合解散の認可）・・・・・・・・ ３０

Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式８（組合解散の届出）・・・・・・・・ ３１ （新設）

Ⅲ－２－１－２－１・２・３ 別紙様式９（○○規程の承認）・・・・ ３２ Ⅲ－２－１－２－１・２・３ 別紙様式８（○○規程の承認）・・・・ ３１

Ⅲ－２－１－２－１・２・３ 別紙様式10（○○規程変更の承認）・・ ３３ Ⅲ－２－１－２－１・２・３ 別紙様式９（○○規程変更の承認）・・ ３２

Ⅲ－２－１－２－１・２・３ 別紙様式11（○○規程変更の届出）・・ ３４ （新設）

Ⅲ－２－１－２－１・２・３ 別紙様式12（○○規程廃止の届出）・・ ３５ Ⅲ－２－１－２－１・２・３ 別紙様式10（○○規程廃止の承認）・・ ３３

Ⅲ－２－１－３－２ 別紙様式13（新設合併の認可）・・・・・・・・ ３６ Ⅲ－２－１－３－３－１ 別紙様式11（新設合併の認可）・・・・・・ ３４

Ⅲ－２－１－３－２ 別紙様式14（吸収合併の認可）・・・・・・・・ ３７ Ⅲ－２－１－３－３－１ 別紙様式12（吸収合併の認可）・・・・・・ ３５

Ⅲ－２－１－３－２ 別紙様式15（吸収合併の認可（法第65条の２に定める Ⅲ－２－１－３－３－１ 別紙様式13（吸収合併の認可（法第65条の２に定

合併手続を行う場合））・・・・・・・・・ ３８ める合併手続を行う場合））・・・・・・・ ３６

Ⅲ－２－１－４－２ 別紙様式16（新設分割の認可）・・・・・・・・ ４０ （新設）

Ⅲ－２－１－４－２ 別紙様式17（新設分割の認可（法第70条の４に定める

新設分割手続を行う場合））・・・・・・・・・ ４１

Ⅲ－２－５－５ 別紙様式18（子会社等財務報告書・組合報告用）・・ ４２ Ⅲ－２－５－５ 別紙様式14－１（子会社等財務報告書・組合報告用）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８

（削る。） Ⅲ－２－５－５ 別紙様式14－２（子会社等管理状況報告書・組合報告用）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９

Ⅲ－２－５－５ 別紙様式19（子会社等財務報告書・取りまとめ用）・ ４３ Ⅲ－２－５－５ 別紙様式15－１（子会社等財務報告書・取りまとめ用）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０

（削る。） Ⅲ－２－５－５ 別紙様式15－２（子会社等管理状況報告書・取りまとめ用）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１

（削る。） Ⅵ－１ 別紙様式16（中央会の定款変更の認可）・・・・・・・・・・ ４２

Ⅵ－２ 別紙様式17（監査規程変更の承認）・・・・・・・・・・・・ ４３

Ⅵ－２ 別紙様式18（監査規程廃止の承認）・・・・・・・・・・・・ ４４

Ⅶ－３－１ 別紙様式20（監査規程の認可）・・・・・・・・・・・・ ４４ （新設）

Ⅶ－３－１ 別紙様式21（監査規程変更の認可）・・・・・・・・・・ ４５

Ⅶ－３－１ 別紙様式22（監査規程変更の届出）・・・・・・・・・・ ４６

Ⅶ－３－１ 別紙様式23（監査規程廃止の届出）・・・・・・・・・・ ４７
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＜参考・定款例＞ ＜参考・定款例＞

Ⅱ－１－２－２ 別紙参考 員外利用規制に関する主な事業区分とその計算 Ⅱ－１－２－２ 別紙参考 員外利用規制に関する主な事業区分とその計算

方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４８ 方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５

Ⅳ－２ 別紙定款例（農事組合法人定款例）・・・・・・・・・・・・ ４９ Ⅳ－２ 別紙定款例（農事組合法人定款例）・・・・・・・・・・・・ ４６

Ⅱ－１－４－３ 別紙様式１（不祥事件届出書） Ⅱ－１－４－３ 別紙様式１（不祥事件届出書）

不祥事件の概要 不祥事件の概要

（略） （略）

１・２ （略） １・２ （略）

３． 発生から報告までの経過 ３． 発生から報告までの経過

（略） （略）

（削る。） 中央会への報告年月日 平成 年 月 日

（略） （略）

４～７ （略） ４～７ （略）

注１・注２ （略） 注１・注２ （略）

（削る。） 注３：中央会については、「組合」を「中央会」に「農業協同組合」を「農業

協同組合中央会」に「組合員」を「会員」に「組合長」を「会長」に置き

換えること。

注３ （略） 注４ （略）

Ⅱ－２－１－２ 別紙様式２－１（自己資本基準等改善状況の報告） Ⅱ－２－１－２ 別紙様式２－１（自己資本基準等改善状況の報告）

（略） （略）

（別添） （別添）

財務改善計画書 財務改善計画書

農業協同組合（連合会）名 農業協同組合（連合会）名

１・２ （略） １・２ （略）
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３．財務改善計画 ３．財務改善計画

（１） 自己資本増強計画 （１） 自己資本増強計画

① 取組方針 ① 取組方針

② 資本調達計画 ② 資本調達計画

（単位：百万円） （単位：百万円）

○○年度 ○○年度 ○○年度 合 計 ○○年度 ○○年度 ○○年度 合 計

（直近） （解消） （解消）

当年度出資金増加額 当年度出資金増加額

本出資金増加額 本出資金増加額

うち後配出資 うち後配出資

（削る。） 回転出資金増加額

（削る。） 回転出資金減少額

（▲）

非累積的永久優占 非累積的永久優占

出資増加額 出資増加額

（略） （略）

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略）

Ⅱ－２－１－２ 別紙様式２－２（自己資本基準等改善状況の報告） Ⅱ－２－１－２ 別紙様式２－２（自己資本基準等改善状況の報告）

（略） （略）

（別添資料１） （別添資料１）

財務改善計画書 財務改善計画書

○○厚生農業協同組合連合会 ○○厚生農業協同組合連合会

１・２ （略） １・２ （略）

３．経営・財務計画 ３．経営・財務計画

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

（５）経営指標 ①収益性 （５）経営指標 ①収益性

（略） （略）

（５）経営指標 ②安全性 （単位：千円、％） （５）経営指標 ②安全性 （単位：千円、％）
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○○年度 (略) (略) (略) (略) (略) ○○年度 (略) (略) (略) (略) (略)

計画値 実績値 計画値 実績値

自己資本基準充足率 自己資本基準充足率

（農協法施行令第29条） （農協法施行令第３条の２）

（略） （略）

（５）経営指標 ③機能性 （５）経営指標 ③機能性

（略） （略）

（６）～（８） （略） （６）～（８） （略）

Ⅲ－１－２－３ 別紙様式３（検査指摘事項に対する改善状況等の報告） Ⅲ－１－２－３ 別紙様式３（検査指摘事項に対する改善状況等の報告）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

農業協同組合（連合会）名 農業協同組合（連合会、中央会等）名

代表理事組合長（代表理事理事長、代表理事会長、会長等）名 代表理事組合長（代表理事理事長、代表理事会長、会長等）名

農林水産大臣 農林水産大臣

農政局長 農政局長

都道府県知事 都道府県知事

検査指摘事項に対する改善状況等の報告について 検査指摘事項に対する改善状況等の報告について

平成 年 月 日を基準日として実施した貴組合の検査の結果を平成 年 平成 年 月 日を基準日として実施した貴組合の検査の結果を平成 年

月 日付け第 号で検査書として交付したところであるが、検査指摘事項 月 日付け第 号で検査書として交付したところであるが、検査指摘事項

について、その事実認識、発生原因分析、改善・対応策（注１）について、 について、その事実認識、発生原因分析、改善・対応策（注１）について、

農業協同組合法第93条第１項（注２）の規定に基づき報告を求めるので、平 農業協同組合法第93条第１項（注２）の規定に基づき報告を求めるので、平

成 年 月 日までに報告（正本１部、副本○部）されたい。 成 年 月 日までに報告（正本１部、副本○部）されたい。

なお、この処分について不服があるときには、この処分があったことを知 なお、この処分について不服があるときには、この処分があったことを知

った日の翌日から起算して３ヶ月以内に《金融庁長官及び》農林水産大臣〔都 った日の翌日から起算して60日以内に《金融庁長官及び》農林水産大臣〔都

道府県知事〕に対して行政不服審査法（平成26年法律第68号）に基づく審査 道府県知事〕に対して行政不服審査法（昭和37年法律第160号）に基づく異

請求をすることができる。 議申立て【審査請求】をすることができる。

また、この処分について訴訟により取消しを求めるときには、この処分が また、この処分について訴訟により取消しを求めるときには、この処分が
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あったことを知った日から６ヶ月以内に国〔都道府県〕を被告として行政事 あったことを知った日から６ヶ月以内に国〔都道府県〕を被告として行政事

件訴訟法（昭和37年法律第139号）に基づく処分の取消しの訴えを提起する 件訴訟法（昭和37年法律第139号）に基づく処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。（なお、この処分があったことを知った日から６ヶ月以内で ことができる。（なお、この処分があったことを知った日から６ヶ月以内で

あっても、この処分の日から１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起 あっても、この処分の日から１年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起

できなくなる。）。また、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する決 できなくなる。）。また、異議申立て【審査請求】をした場合には、当該異議

定があったことを知った日から６ヶ月を経過したとき又は当該決定の日から 申立て【審査請求】に対する決定があったことを知った日から６ヶ月を経過

１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができない。 したとき又は当該決定の日から１年を経過したときは、処分の取消しの訴え

を提起することができない。

※ 《 》は、法第10条第１項第３号の事業を行う組合に対する処分を行 ※ 《 》は、法第10条第１項第３号の事業を行う組合に対する処分を行

う場合。 う場合。

〔 〕は、都道府県知事が処分を行う場合（法第10条第１項第３号の 〔 〕は、都道府県知事が処分を行う場合（法第10条第１項第３号の

事業を行う組合に対する処分を行う場合を除く）。 事業を行う組合に対する処分を行う場合を除く）。

【 】は、農政局長が処分を行う場合及び都道府県知事が法第10条第

１項第３号の事業を行う組合に対する処分を行う場合。

注１) リスク管理態勢に関する指摘がある場合には、次の注書きを追加す 注１) リスク管理態勢に関する指摘がある場合には、次の注書きを追加す

ること。 ること

リスク管理態勢に係る改善・対応策については、リスクを正確に認 リスク管理態勢に係る改善・対応策については、リスクを正確に認

識するための方策に加え、そのリスクを適正に制御するための方策を 識するための方策に加え、そのリスクを適正に制御するための方策を

含む。 含む。

注２) 子会社に対して報告を求める場合は、「農業協同組合法第93条第１ 注２) 子会社に対して報告を求める場合は、「農業協同組合法第93条第１

項」を「農業協同組合法第93条第２項」とすること。 項」を「農業協同組合法第93条第２項」とすること。

Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式５（組合の定款変更の認可） Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式５（組合の定款変更の認可）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

農林水産大臣 殿 農林水産大臣 殿

住 所 住 所

組 合 名 組 合 名
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代表理事 氏 名 印 代表理事 氏 名 印

定款変更認可申請書 定款変更認可申請書

平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、定款変更の決議を行 平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、定款変更の議決を行

ったので、農業協同組合法第44条第２項の規定により定款変更の認可を申 ったので、農業協同組合法第44条第２項の規定により定款変更の認可を申

請します。 請します。

（添付書類）

１ 理由書 （添付書類）

２ 定款変更条文新旧対照表 １ 理由書

３ 定款全文（現行のもの） ２ 定款変更条文新旧対照表

４ 定款変更の決議をした総会（総代会）の議事録（謄本） ３ 定款全文（現行のもの）

５ その他必要な書類 ４ 定款変更の議決をした総会（総代会）の議事録（謄本）

（事業計画書、総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の写し等） ５ その他必要な書類

（事業計画書、総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の写し等）

注）出資一口の金額の減少又は出資組合から非出資組合への移行に係る定

款変更の認可申請の場合は、添付書類の５を６とし、５として以下の

書類を追加する。

５ 法第49条第２項又は第３項及び第50条第２項に規定する手続を経た

ことを証する書面

※ 出資組合から非出資組合への移行に係る定款変更の認可申請の場

合は、「法第54条の５第３項において準用する法第49条第２項」と

する。

Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式６（組合の定款変更の届出） Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式６（組合の定款変更の届出）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

農林水産大臣 殿 農林水産大臣 殿

住 所 住 所
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組 合 名 組 合 名

代表理事 氏 名 印 代表理事 氏 名 印

定款変更届出書 定款変更届出書

平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、定款変更の決議を行 平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、定款変更の議決を行

ったので、農業協同組合法第44条第４項の規定により届出を行います。 ったので、農業協同組合法第44条第４項の規定により届出を行います。

（添付書類） （添付書類）

１ 理由書 １ 理由書

２ 定款変更条文新旧対照表 ２ 定款変更条文新旧対照表

３ 定款全文（現行のもの） ３ 定款全文（現行のもの）

４ 定款変更の決議をした総会（総代会）の議事録（謄本） ４ 定款変更の議決をした総会（総代会）の議事録（謄本）

５ その他必要な書類 ５ その他必要な書類

（総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の写し等） （総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の写し等）

Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式７（組合解散の認可） Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式７（組合解散の認可）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

農林水産大臣 殿 農林水産大臣 殿

住 所 住 所

組 合 名 組 合 名

代表理事 氏 名 印 代表理事 氏 名 印

解散認可申請書 解散認可申請書

平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、解散の決議を行った 平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、解散の議決を行った

ので、農業協同組合法第64条第２項の規定により解散の認可を申請します。 ので、農業協同組合法第64条第２項の規定により解散の認可を申請します。

（添付書類） （添付書類）

１ 理由書 １ 理由書
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２ 解散の決議をした総会（総代会）の議事録（謄本） ２ 解散の議決をした総会（総代会）の議事録（謄本）

３ 清算人名簿 ３ 清算人名簿

４ その他必要な書類 ４ その他必要な書類

（総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の写し等） （総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の写し等）

Ⅲ－２－１－１－１ 別紙様式８（組合解散の届出） （新設）

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

住 所

組 合 名

代表理事 氏 名 印

解散届出書

平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、解散の決議を行った

ので、農業協同組合法第64条第４項の規定により届出を行います。

（添付書類）

１ 解散の決議をした総会（総代会）の議事録（謄本）

２ 解散の登記に係る登記事項証明書

３ その他必要な書類

（総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の写し等）

Ⅲ－２－１－２－１、Ⅲ－２－１－２－２、Ⅲ－２－１－２－３ 別紙様式９ Ⅲ－２－１－２－１、Ⅲ－２－１－２－２、Ⅲ－２－１－２－３ 別紙様式８

（○○規程の承認） （○○規程の承認）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日
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農林水産大臣 殿 農林水産大臣 殿

住 所 住 所

組 合 名 組 合 名

代表理事 氏 名 印 代表理事 氏 名 印

○○規程承認申請書 ○○規程承認申請書

平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、○○規程を定める決 平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、○○規程を定める議

議を行ったので、農業協同組合法第○条第○項の規定により規程の承認を 決を行ったので、農業協同組合法第○条第○項の規定により規程の承認を

申請します。 申請します。

（添付書類） （添付書類）

１ 理由書 １ 理由書

２ ○○規程全文 ２ ○○規程全文

３ 規程を定める決議をした総会（総代会）の議事録（謄本） ３ 規程を定める議決をした総会（総代会）の議事録（謄本）

注１）○○規程には申請を行う規程名を入れる。 注１）○○規程には申請を行う規程名を入れる。

注２）農業協同組合法第○条第○項には該当する条項を入れる。 注２）農業協同組合法第○条第○項には該当する条項を入れる。

Ⅲ－２－１－２－１、Ⅲ－２－１－２－２、Ⅲ－２－１－２－３ 別紙様式10 Ⅲ－２－１－２－１、Ⅲ－２－１－２－２、Ⅲ－２－１－２－３ 別紙様式９

（○○規程変更の承認） （○○規程変更の承認）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

農林水産大臣 殿 農林水産大臣 殿

住 所 住 所

組 合 名 組 合 名

代表理事 氏 名 印 代表理事 氏 名 印

○○規程変更承認申請書 ○○規程変更承認申請書
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平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、○○規程を変更する 平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、○○規程を変更する

決議を行ったので、農業協同組合法第○条第○項の規定により規程変更の 議決を行ったので、農業協同組合法第○条第○項の規定により規程変更の

承認を申請します。 承認を申請します。

（添付書類） （添付書類）

１ 理由書 １ 理由書

２ ○○規程変更新旧対照表 ２ ○○規程新旧対照表

３ ○○規程全文（現行のもの） ３ ○○規程全文（現行のもの）

４ 規程変更の決議をした総会（総代会）の議事録（謄本） ４ 規程変更の議決をした総会（総代会）の議事録（謄本）

注１）○○規程には申請を行う規程名を入れる。 注１）○○規程には申請を行う規程名を入れる。

注２）農業協同組合法第○条第○項には該当する条項を入れる。 注２）農業協同組合法第○条第○項には該当する条項を入れる。

Ⅲ－２－１－２－１、Ⅲ－２－１－２－２、Ⅲ－２－１－２－３ 別紙様式11 （新設）

（○○規程変更の届出）

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

住 所

組 合 名

代表理事 氏 名 印

○○規程変更届出書

平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、○○規程を変更する

決議を行ったので、農業協同組合法第○条第○項の規定により届出を行い

ます。

（添付書類）

１ 理由書

２ ○○規程変更新旧対照表
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３ ○○規程全文（現行のもの）

４ 規程変更の決議をした総会（総代会）の議事録（謄本）

注１）○○規程には届出を行う規程名を入れる。

注２）農業協同組合法第○条第○項には該当する条項を入れる。

Ⅲ－２－１－２－１、Ⅲ－２－１－２－２、Ⅲ－２－１－２－３ 別紙様式12 Ⅲ－２－１－２－１、Ⅲ－２－１－２－２、Ⅲ－２－１－２－３ 別紙様式10

（○○規程廃止の届出） （○○規程廃止の承認）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

農林水産大臣 殿 農林水産大臣 殿

住 所 住 所

組 合 名 組 合 名

代表理事 氏 名 印 代表理事 氏 名 印

○○規程廃止届出書 ○○規程廃止承認申請書

平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、○○規程を廃止する 平成 年 月 日開催の総会（総代会）において、○○規程を廃止する

決議を行ったので、農業協同組合法第○条第○項の規定により届出を行い 議決を行ったので、農業協同組合法第○条第○項の規定により規程廃止の

ます。 承認を申請します。

（添付書類） （添付書類）

１ 理由書 １ 理由書

２ 規程廃止の決議をした総会（総代会）の議事録（謄本） ２ 規程廃止の議決をした総会（総代会）の議事録（謄本）

注１）○○規程には届出を行う規程名を入れる。 注１）○○規程には申請を行う規程名を入れる。

注２）農業協同組合法第○条第○項には該当する条項を入れる。 注２）農業協同組合法第○条第○項には該当する条項を入れる。

Ⅲ－２－１－３－２ 別紙様式13（新設合併の認可） Ⅲ－２－１－３－３－１ 別紙様式11（新設合併の認可）
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番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

農林水産大臣 殿 農林水産大臣 殿

設立委員 住 所 設立委員 住 所

代表者氏名 印 代表者氏名 印

新設合併認可申請書 新設合併認可申請書

農業協同組合法第65条第２項の規定により 農業協同 農業協同組合法第65条第２項の規定により 農業協同

組合と 農業協同組合との合併により、新たに 組合と 農業協同組合との合併により、新たに

農業協同組合を設立するので、合併の認可を申請します。 農業協同組合を設立するので、合併の認可を申請します。

記 記

１ 設立しようとする組合の住所及び名称 １ 設立しようとする組合の住所及び名称

２ 合併する組合の住所及び名称 ２ 合併する組合の住所及び名称

（添付書類） （添付書類）

１ 合併の理由書 １ 合併の理由書

２ 合併を決議した総会（総代会）の議事録（謄本） ２ 合併を議決した総会（総代会）の議事録（謄本）

３ 合併契約書及び覚書（謄本） ３ 合併契約書及び覚書（謄本）

４ 最終事業年度に係る貸借対照表（非出資組合にあっては財産目録）（最 ４ 法第65条第４項において準用する法第49条第１項の規定により作成し

終事業年度がない場合にあっては合併をする組合の成立の日における貸 た財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては財産目録）

借対照表（非出資組合にあっては財産目録））

５ 法第65条第４項において準用する法第49条第２項又は第３項及び第50 ５ 法第65条第４項において準用する法第49条第２項又は第３項及び第50

条第２項に規定する手続を経たことを証する書面 条第２項に規定する手続を経たことを証する書面

６ 総代会で合併を決議した組合にあっては、法第48条の２第１項の規定 ６ 総代会で合併を議決した組合にあっては、法第48条の２第１項の規定

による通知の状況を記載した書類 による通知の状況を記載した書類

７ 法第48条の２第２項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当 ７ 法第48条の２第２項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当

該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録（謄本） 該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録（謄本）

８ 合併により設立される組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書（合 ８ 合併により設立される組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書（合

併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合 併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合

整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後の事業計画を内容 整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後の事業計画を内容
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に含むものに限る。）、組合員数（農業協同組合連合会にあっては会員数）、 に含むものに限る。）、組合員数（農業協同組合連合会にあっては会員数）、

出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、事務所の位置を 出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、事務所の位置を

記載した書類 記載した書類

９ 法第66条の規定により選任された設立委員であることの証明書及び設 ９ 法第66条の規定により選任された設立委員であることの証明書及び設

立委員会議事録（謄本） 立委員会議事録（謄本）

10 合併経過を記載した書面 10 合併経過を記載した書面

11 施行規則第209条に掲げる書類（既に添付しているものは除く。） 11 施行規則第209条に掲げる書類（既に添付しているものは除く。）

12 その他必要な書類（総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の 12 その他必要な書類（総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の

写しなど） 写しなど）設立の理由書

Ⅲ－２－１－３－２ 別紙様式14（吸収合併の認可） Ⅲ－２－１－３－３－１ 別紙様式12（吸収合併の認可）

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

農林水産大臣 殿 農林水産大臣 殿

合併後存続する組合 住 所 合併後存続する組合 住 所

組 合 名 組 合 名

代表理事 氏 名 印 代表理事 氏 名 印

合併により解散する組合 住 所 合併により解散する組合 住 所

組 合 名 組 合 名

代表理事 氏 名 印 代表理事 氏 名 印

吸収合併認可申請書 吸収合併認可申請書

農業協同組合法第65条第２項の規定により 農業協同 農業協同組合法第65条第２項の規定により 農業協同

組合と 農業協同組合との合併認可を申請します。 組合と 農業協同組合との合併認可を申請します。

（添付書類） （添付書類）

１ 合併の理由書 １ 合併の理由書

２ 合併を決議した総会（総代会）の議事録（謄本） ２ 合併を議決した総会（総代会）の議事録（謄本）

３ 合併契約書及び覚書（謄本） ３ 合併契約書及び覚書（謄本）
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４ 最終事業年度に係る貸借対照表（非出資組合にあっては財産目録）（最 ４ 法第65条第４項において準用する法第49条第１項の規定により作成し

終事業年度がない場合にあっては合併をする組合の成立の日における貸 た財産目録及び貸借対照表（非出資組合にあっては財産目録）

借対照表（非出資組合にあっては財産目録））

５ 法第65条第４項において準用する法第49条第２項又は第３項及び第50 ５ 法第65条第４項において準用する法第49条第２項又は第３項及び第50

条第２項に規定する手続を経たことを証する書面 条第２項に規定する手続を経たことを証する書面

６ 総代会で合併を決議した組合にあっては、法第48条の２第１項の規定 ６ 総代会で合併を議決した組合にあっては、法第48条の２第１項の規定

による通知の状況を記載した書類 による通知の状況を記載した書類

７ 法第48条の２第２項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当 ７ 法第48条の２第２項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当

該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録（謄本） 該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録（謄本）

８ 合併後存続する組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書（合併及 ８ 合併後存続する組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書（合併及

び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備 び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合整備

に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後の事業計画を内容に含 に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後の事業計画を内容に含

むものに限る。）、組合員数（農業協同組合連合会にあっては会員数）、 むものに限る。）、組合員数（農業協同組合連合会にあっては会員数）、

出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、事務所の位置を 出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、事務所の位置を

記載した書類 記載した書類

９ 合併経過を記載した書面 ９ 合併経過を記載した書面

10 施行規則第209条に掲げる書類（既に添付しているものは除く。） 10 施行規則第209条に掲げる書類（既に添付しているものは除く。）

11 その他必要な書類（総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の 11 その他必要な書類（総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の

写しなど） 写しなど）

Ⅲ－２－１－３－２ 別紙様式15（吸収合併の認可（法第65条の２に定める合 Ⅲ－２－１－３－３－１ 別紙様式13（吸収合併の認可（法第65条の２に定め

併手続を行う場合）） る合併手続を行う場合））

番 号 番 号

年 月 日 年 月 日

農林水産大臣 殿 農林水産大臣 殿

合 併 後 存 続 す る 組 合 住 所 合 併 後 存 続 す る 組 合 住 所

組 合 名 組 合 名

代表理事 氏 名 印 代表理事 氏 名 印

合併により解散する組合 住 所 合併により解散する組合 住 所

組 合 名 組 合 名

代表理事 氏 名 印 代表理事 氏 名 印
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吸収合併認可申請書 吸収合併認可申請書

農業協同組合法第65条第２項の規定により 農業協同 農業協同組合法第65条第２項の規定により 農業協同

組合と 農業協同組合との合併認可を申請します。 組合と 農業協同組合との合併認可を申請します。

（添付書類） （添付書類）

１ 合併の理由書 １ 合併の理由書

２ 合併によって消滅する出資組合が合併を決議した総会（総代会）の議 ２ 合併によって消滅する出資組合が合併を議決した総会（総代会）の議

事録（謄本） 事録（謄本）

３ 合併後存続する出資組合が合併の方針を決議した理事会（経営管理委 ３ 合併後存続する出資組合が合併の方針を議決した理事会（法第30条の

員設置組合にあっては経営管理委員会）の議事録（謄本） ２第４項の組合にあっては経営管理委員会）の議事録（謄本）

４ 合併契約書及び覚書（謄本） ４ 合併契約書及び覚書（謄本）

５ 最終事業年度に係る貸借対照表（非出資組合にあっては財産目録）（最 ５ 法第65条第４項において準用する法第49条第１項の規定により作成し

終事業年度がない場合にあっては合併をする組合の成立の日における貸 た財産目録及び貸借対照表

借対照表（非出資組合にあっては財産目録））

６ 法第65条第４項において準用する法第49条第２項又は第３項及び第50 ６ 法第65条第４項において準用する法第49条第２項又は第３項及び第50

条第２項に規定する手続を経たことを証する書面 条第２項に規定する手続を経たことを証する書面

７ 合併によって消滅する出資組合が総代会で合併を決議した場合は、法 ７ 合併によって消滅する出資組合が総代会で合併を議決した場合は、法

第48条の２第１項の規定による通知の状況を記載した書類 第48条の２第１項の規定による通知の状況を記載した書類

８ 法第48条の２第２項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当 ８ 法第48条の２第２項の規定に基づく総会の招集があった場合には、当

該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録（謄本） 該総会までの経過を記載した書類及び当該総会の議事録（謄本）

９ 合併後存続する出資組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書（合 ９ 合併後存続する出資組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書（合

併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合 併及び合併後の事業経営についての基本方針に関する事項、施設の統合

整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後の事業計画を内容 整備に関する事項並びに合併の日を含む事業年度以後の事業計画を内容

に含むものに限る。）、組合員数（農業協同組合連合会にあっては会員数）、 に含むものに限る。）、組合員数（農業協同組合連合会にあっては会員数）、

出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、事務所の位置を 出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴書、事務所の位置を

記載した書類 記載した書類

10 合併経過を記載した書面 10 合併経過を記載した書面

11 合併により消滅する出資組合の総組合員（准組合員を除く。）の数が 11 合併により消滅する出資組合の総組合員（准組合員を除く。）の数が

合併後存続する出資組合の総組合員（准組合員を除く。）の数の５分の 合併後存続する出資組合の総組合員（准組合員を除く。）の数の５分の

１（これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあっ １（これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあっ

ては、その割合）を超えていないことを証する書面及び合併により消滅 ては、その割合）を超えていないことを証する書面及び合併により消滅

する出資組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続 する出資組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続

する出資組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の５分の１ する出資組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の５分の１

（これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあって （これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあって

は、その割合）を超えていないことを証する書面 は、その割合）を超えていないことを証する書面
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12 合併後存続する出資組合の総組合員（准組合員を除く。）の６分の１ 12 合併後存続する出資組合の総組合員（准組合員を除く。）の６分の１

以上の正組合員が合併に反対の意思の通知を行っていないことを証する 以上の正組合員が合併に反対の意思の通知を行っていないことを証する

書面 書面

13 施行規則第209条に掲げる書類（既に添付しているものは除く。） 13 施行規則第209条に掲げる書類（既に添付しているものは除く。）

14 その他必要な書類（総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の 14 その他必要な書類（総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の

写しなど） 写しなど）

Ⅲ－２－１－４－２ 別紙様式16（新設分割の認可） （新設）

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

設立委員 住 所

代表者氏名 印

新設分割認可申請書

農業協同組合法第70条の３第３項の規定により、新たに

農業協同組合を設立するので、新設分割の認可を申請します。

記

１ 新設分割設立組合の住所及び名称

２ 新設分割組合の住所及び名称

（添付書類）

１ 新設分割の理由書

２ 新設分割を決議した総会（総代会）の議事録（謄本）

３ 新設分割計画（謄本）

４ 最終事業年度に係る貸借対照表（最終事業年度がない場合にあっては

新設分割組合の成立の日における貸借対照表）

５ 法第70条の３第５項において準用する法第49条第２項又は第３項及び
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第50条第２項に規定する手続を経たことを証する書面

６ 総代会で新設分割を決議した組合にあっては、法第70条の３第５項に

おいて準用する法第48条の２第１項の規定による通知の状況を記載した

書類

７ 法第70条の３第５項において準用する法第48条の２第２項の規定に基

づく総会の招集があった場合には、当該総会までの経過を記載した書類

及び当該総会の議事録（謄本）

８ 新設分割設立組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書（新設分割

並びに新設分割設立組合及び新設分割後の新設分割組合の事業経営につ

いての基本方針に関する事項並びに新設分割の日を含む事業年度以後の

事業計画を内容に含むものに限る。）、組合員数（農業協同組合連合会に

あっては会員数）、出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴

書、事務所の位置を記載した書類

９ 法第70条の３第５項において準用する法第66条の規定により選任され

た設立委員であることの証明書及び設立委員会議事録（謄本）

10 新設分割の経過を記載した書面

11 施行規則第209条の２に掲げる書類（既に添付しているものは除く。）

12 新設分割後に他の法人形態への組織変更を計画している場合には、当

該組織変更の概要（組織変更後の法人形態、事業、組織変更の時期など）

13 その他必要な書類（総会（総代会）招集通知の写し、理事会議事録の

写しなど）

Ⅲ－２－１－４－２ 別紙様式17（新設分割の認可（法第70条の４に定める新 （新設）

設分割手続を行う場合））

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

設立委員 住 所

代表者氏名 印

新設分割認可申請書
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農業協同組合法第70条の３第３項の規定により、新たに

農業協同組合を設立するので、新設分割の認可を申請します。

記

１ 新設分割設立組合の住所及び名称

２ 新設分割組合の住所及び名称

（添付書類）

１ 新設分割の理由書

２ 新設分割組合が新設分割の方針を決議した理事会（経営管理委員設置

組合にあっては経営管理委員会）の議事録（謄本）

３ 新設分割計画（謄本）

４ 最終事業年度に係る貸借対照表（最終事業年度がない場合にあっては

新設分割組合の成立の日における貸借対照表）

５ 法第70条の３第５項において準用する法第49条第２項又は第３項及び

第50条第２項に規定する手続を経たことを証する書面

６ 新設分割設立組合の定款、各種事業実施規程、事業計画書（新設分割

並びに新設分割設立組合及び新設分割後の新設分割組合の事業経営につ

いての基本方針に関する事項並びに新設分割の日を含む事業年度以後の

事業計画を内容に含むものに限る。）、組合員数（農業協同組合連合会に

あっては会員数）、出資の総口数及び総額を記載した書類、役員の履歴

書、事務所の位置を記載した書類

７ 法第70条の３第５項において準用する法第66条の規定により選任され

た設立委員であることの証明書及び設立委員会議事録（謄本）

８ 新設分割の経過を記載した書面

９ 新設分割によって新設分割設立組合に承継させる資産の帳簿価額の合

計額が新設分割組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の５分

の１（これを下回る割合を新設分割組合の定款で定めた場合にあっては、

その割合）を超えていないことを証する書面

10 新設分割組合の総組合員（准組合員を除く。）の６分の１以上の正組

合員が新設分割に反対の意思の通知を行っていないことを証する書面

11 施行規則第209条の２に掲げる書類（既に添付しているものは除く。）

12 新設分割後に他の法人形態への組織変更を計画している場合には、当

該組織変更の概要（組織変更後の法人形態、事業、組織変更の時期など）
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13 その他必要な書類（理事会議事録の写しなど）

Ⅲ－２－５－５ 別紙様式18（子会社等財務報告書・組合報告用） Ⅲ－２－５－５ 別紙様式14－１（子会社等財務報告書・組合報告用）

（略） （略）

（削る。）

Ⅲ－２－５－５ 別紙様式14－２（子会社等管理状況報告書・組合報告用）

［記入例］

子会社等管理状況報告書

霞ヶ関農業協同組合

管理・運営の基本方針 子会社等の管理業務の所管 理事会（経営管理委員会を置く組合に

あっては、理事会及び経営管理委員会）

への報告

組合の中長期 監査

子会社等の名称 的な経営計画 子会社等にお （関連法人等 備 考

及び経営戦略 ける経営計画 子会社等の 子会社等管理 子会社等決 子会社等事 その他理事 を除く。）

の中での子会 及び経営戦略 管理部門 規程の有無 算概況 業実績の有 会が指示し

社等の位置付 の策定の有無 無 た事項

け及び役割の

明確化の有無

農林水産株式会社 有 有 ○○部 有 有 無 有 有

（略）

※ 記入上の留意点

① 調査時点は、当該調査年度の４月１日とする。

② 各項目には、「有」又は「無」のいずれかを記入する。

③ 「子会社等の管理部門」は、具体的な管理部門の名称を記入する。管理部門がない場合には空欄のままにする。
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Ⅲ－２－５－５ 別紙様式19（子会社等財務報告書・取りまとめ用） Ⅲ－２－５－５ 別紙様式15－１（子会社等財務報告書・取りまとめ用）

（略） （略）

（削る。）

Ⅲ－２－５－５ 別紙様式15－２（子会社等管理状況報告書・取りまとめ用）

［記入例］

子会社等管理状況報告書

都道府県名（○○農政局）

管理・運営の基本方針 子会社等の管理業務の所管 理事会（経営管理委員会を置く組合に

あっては、理事会及び経営管理委員会）

への報告

組合の中長期 監査

組合の 子会社等の 的な経営計画 子会社等にお （関連法人等 備 考

名称 名称 及び経営戦略 ける経営計画 子会社等の 子会社等管理 子会社等決 子会社等事 その他理事 を除く。）

の中での子会 及び経営戦略 管理部門 規程の有無 算概況 業実績の有 会が指示し

社等の位置付 の策定の有無 無 た事項

け及び役割の

明確化の有無

霞ヶ関 農林水産 有 有 ○○部 有 有 無 有 有

農協 株式会社

（略）

※ 記入上の留意点

① 調査時点は、当該調査年度の４月１日とする。

② 各項目には、「有」又は「無」のいずれかを記入する。

③ 「子会社等の管理部門」は、具体的な管理部門の名称を記入する。管理部門がない場合には空欄のままにする。

（削る。） Ⅵ－１ 別紙様式16（中央会の定款変更の認可）
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番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

住 所

中央会名

会長 氏 名 印

定款変更認可申請書

平成 年 月 日開催の総会において、定款変更の議決を行ったので、農

業協同組合法第73条の33第２項の規定により定款変更の認可を申請します。

（添付書類）

１ 理由書

２ 定款変更条文新旧対照表

３ 定款全文（現行のもの）

４ 定款変更の議決をした総会の議事録（謄本）

５ その他必要な書類

（総会招集通知の写し、全国農業協同組合中央会の指導連絡文書の写し等）

（削る。） Ⅵ－２ 別紙様式17（監査規程変更の承認）

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

住 所

中央会名

会長 氏 名 印

○○中央会監査規程変更承認申請書
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監査規程を変更したいので、農業協同組合法第73条の26第３項の規定によ

り規程変更の承認を申請します。

（添付書類）

１ 理由書

２ 監査規程新旧対照表

３ 監査規程全文（現行のもの）

４ 規程変更の決定を証する書面（総会の議事録（謄本）等）

（削る。） Ⅵ－２ 別紙様式18（監査規程廃止の承認）

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

住 所

中央会名

会長 氏 名 印

○○中央会監査規程廃止承認申請書

監査規程を廃止したいので、農業協同組合法第73条の26第３項の規定によ

り規程廃止の承認を申請します。

（添付書類）

１ 理由書

２ 規程廃止の決定を証する書面（総会の議事録（謄本）等）

Ⅶ－３－１ 別紙様式20（監査規程の認可） （新設）

番 号
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年 月 日

農林水産大臣 殿

住 所

中央会名

会 長 氏 名 印

監査規程認可申請書

平成 年 月 日開催の総会において、組織変更計画を承認する決議を

行い、組織変更後の農業協同組合連合会において監査事業を行うこととし

たので、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第63

号）附則第14条第１項の規定により監査規程の認可を申請します。

（添付書類）

１ 理由書

２ 監査規程全文

Ⅶ－３－１ 別紙様式21（監査規程変更の認可） （新設）

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

住 所

連合会名

代表理事 氏 名 印

監査規程変更認可申請書

監査規程を変更したいので、農業協同組合法等の一部を改正する等の法

律（平成27年法律第63号）附則第20条第１項の規定により規程変更の認可
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を申請します。

（添付書類）

１ 理由書

２ 監査規程新旧対照表

３ 監査規程全文（現行のもの）

４ 規程変更の決定を証する書面（総会の議事録（謄本）等）

Ⅶ－３－１ 別紙様式22（監査規程変更の届出） （新設）

番 号

年 月 日

農林水産大臣 殿

住 所

連合会名

代表理事 氏 名 印

監査規程変更届出書

監査規程を変更したので、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律

（平成27年法律第63号）附則第20条第２項の規定により届出を行います。

（添付書類）

１ 理由書

２ 監査規程新旧対照表

３ 監査規程全文（現行のもの）

４ 規程変更の決定を証する書面（総会の議事録（謄本）等）

Ⅶ－３－１ 別紙様式23（監査規程廃止の届出） （新設）

番 号



- 122 -

年 月 日

農林水産大臣 殿

住 所

連合会名

代表理事 氏 名 印

監査規程廃止届出書

監査規程を廃止したので、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律

（平成27年法律第63号）附則第20条第２項の規定により届出を行います。

（添付書類）

１ 理由書

２ 規程廃止の決定を証する書面（総会の議事録（謄本）等）

Ⅱ－１－２－２－２ 別紙参考 Ⅱ－１－２－２－２ 別紙参考

員外利用規制に関する主な事業区分とその計算方法 員外利用規制に関する主な事業区分とその計算方法

主たる事業 員外利用の限度 員外利用根拠 主たる事業 員外利用の限度 員外利用根拠

１．貯金の受入 （略） 農協法第10条第17項 １．貯金の受入 （略） 農協法第10条第17項

(農協法第10条第１項第３号) 施行令第２条第１号 (農協法第10条第１項第３号) 施行令第１条の２第１号

２．資金の貸付 （略） 農協法第10条第17項 ２．資金の貸付 （略） 農協法第10条第17項

(農協法第10条第１項第２号) 施行令第２条第１号 (農協法第10条第１項第２号) 施行令第１条の２第１号

指定組合の場合 （略） 農協法第10条第18項 指定組合の場合 （略） 農協法第10条第18項

施行令第３条 施行令第１条の３

（略） （略） （略） （略） （略） （略）
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６．医療事業 （略） 農協法第10条第17項 ６．医療事業 （略） 農協法第10条第17項

(農協法第10条第１項第11号) 施行令第２条第２号 (農協法第10条第１項第11号) 施行令第１条の２第２号

＜留意事項＞ ＜留意事項＞

（略） （略）

Ⅳ－２ 別紙定款例（農事組合法人定款例） Ⅳ－２ 別紙定款例（農事組合法人定款例）

制定 平 成 １ ４ 年 ３ 月 １ 日 制定 平 成 １ ４ 年 ３ 月 １ 日

改正 平成１５年３月３１日 改正 平成１５年３月３１日

平成１８年７月２０日 平成１８年７月２０日

平成１８年１２月１８日 平成１８年１２月１８日

平成１９年１月２５日 平成１９年１月２５日

平成２３年２月２８日 平成２３年２月２８日

平成２５年５月１５日 平成２５年５月１５日

平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ 日 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ 日

平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 〔追加〕

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 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 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。 れていれば差し支えない。

※ 農事組合法人の定款には、法第72条の16の規定に基づき、次の事項につい ※ 農事組合法人の定款には、法第72条の11の規定に基づき、次の事項につい

ては必ず記載しなければならない。 ては必ず記載しなければならない。

１～10 （略） １～10 （略）

11 役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定 11 役員の定数、職務の分担及び任免に関する事項

12・13 （略） 12・13 （略）

農事組合法人定款例(出資制の場合) 農事組合法人定款例(出資制の場合)

（事業） （事業）

第６条 （略） 第６条 （略）

［備考］ ［備考］

１ （略） 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 ２ 法第72条の８第１項第２号かっこ書の事業を行う場合は、第３号
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中「前２号」を「前４号」に改め、同号を第５号とし、第２号の次 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

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 挙事業中行わない事業は削ること。

ること。

（３)・（４） （略） （３)・（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 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 第72条の８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。 法人の定款に一切規定できないので、留意すること。

（員外利用） （員外利用）

第７条 この組合は、組合員の利用に差し支えない限り、組合員以外の者に前 第７条 この組合は、組合員の利用に差し支えない限り、組合員以外の者に前

条第１号の事業を利用させることができる。ただし、組合員以外の者の利用 条第１号の事業を利用させることができる。ただし、組合員以外の者の利用

は、農業協同組合法（昭和22年法律第132号。以下「法」という。）第72条の は、農業協同組合法（以下「法」という。）第72条の８第３項に規定する範

10第３項に規定する範囲内とする。 囲内とする。

（組合員の資格） （組合員の資格）

第８条 次に掲げる者は、この組合の組合員となることができる。 第８条 次に掲げる者は、この組合の組合員となることができる。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

(4) この組合に農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第７条第 (4) この組合に農業経営基盤強化促進法第７条第３号に掲げる事業に係る

３号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地中間管理機構 現物出資を行った農地中間管理機構

(5)・(6) （略） (5)・(6) （略）

２ （略） ２ （略）

３ この組合の組合員のうち第１項第５号及び第６号に掲げる者及び前項の規 ３ この組合の組合員のうち第１項第４号及び第５号に掲げる者及び前項の規

定により農業を営み、又は従事する個人とみなされる者の数は、総組合員 定により農業を営み、又は従事する個人とみなされる者の数は、総組合員の

の数の３分の１を超えてはならない。 数の３分の１を超えてはならない。

［備考］１・２ （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 ３ 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第32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 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 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。 項を加えること。

３ （略） ３ （略）

４ 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法（平成14年法 ４ 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法（平成14年法

律第52号）第９条により、農業法人投資育成事業を営む株式会社か 律第52号）第９条により、農業法人投資育成事業を営む株式会社か

らの出資を認める農事組合法人においては、本条第１項に次の１号 らの出資を認め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。 を加えること。
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(7) この組合に農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置 (6) この組合に農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置

法（平成14年法律第52号）第６条に規定する承認事業計画に従 法第６条に規定する承認事業計画に従って同法第２条第２項に

って同法第２条第２項に規定する農業法人投資育成事業に係る 規定する農業法人投資育成事業に係る投資を行った同法第５条

投資を行った同法第５条に規定する承認会社 に規定する承認会社

（加入） （加入）

第９条 （略） 第９条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

［備考］１ （略） ［備考］１ （略）

２ 現物出資を認めようとする組合においては、第１項中｢出資口数｣ ２ 現物出資を認めようとする組合においては、第１項中｢引き受け

の次に｢(現物出資をしようとする者にあっては、出資の目的たる財 ようとする出資の口数｣の次に｢(現物出資をしようとする者にあっ

産)｣を加え、第３項中｢出資の払込み｣の次に｢(現物出資にあっては、 ては、出資の目的たる財産)｣を加え、第３項中｢その旨を加入申込

出資の目的たる財産の給付。次項において同じ。)｣を加えること。 みをした者に通知し、出資の払込み｣の次に｢(現物出資にあっては、

出資の目的たる財産の給付。次項において同じ。)｣を加えること。

３・４ （略） ３・４ （略）

（除名） （除名）

第14条 組合員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議を経て 第14条 組合員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て

これを除名することができる。この場合には、総会の日の10日前までにその これを除名することができる。この場合には、総会の日の10日前までにその

組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなけ 組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなけ

ればならない。 ればならない。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

２ 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをそ ２ 除名を議決したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをそ

の組合員に通知しなければならない。 の組合員に通知しなければならない。

［備考］１ （略） ［備考］１ （略）

２ 第６条第２号の事業を行わない組合においては、本条第１項第１ ２ 第７条第２号の事業を行わない組合においては、本条第１項第１

号を次のように改めること。 号を次のように改めること。

（略） （略）

（削る。） ３ 農地等についての権利を取得して農業の経営を行おうとする組合

においては、第１項に次の１号を加えること。

(5) 組合員が農地法第２条第３項第２号に規定する者に該当しな

くなったとき（そのことによってこの組合が同項第２号及び第

３号に掲げる要件を欠くこととなる場合に限る。）。
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（持分の払戻し） （持分の払戻し）

第15条 （略） 第15条 （略）

２ （略） ２ （略）

［備考］ 農地等についての権利を現物出資した組合員に対して、当該組合員 ［備考］ 農地等についての権利を現物出資した組合員に対して、当該組合員

の脱退に当たって、当該農地等についての権利を返還しようとする組合に の脱退に当たって、当該農地等についての権利を返還しようとする組合に

おいては、本条に次の２項を加えること。 おいては、本条に次の２項を加えること。

３ （略） ３ （略）

４ 前項の規定により持分の払戻しに代えて農地等についての権利を返還 ４ 前項の規定により持分の払戻しに代えて農地等についての権利を返還

した場合において、その農地又は採草放牧地につきこの組合が費した有 した場合において、その農地又は採草放牧地につきこの組合が費した有

益費があるときは、民法（明治29年法律第89号）第196条第２項本文の 益費があるときは、民法第196条第２項本文の規定に従い、これを当該

規定に従い、これを当該返還を受ける者から徴収する。 返還を受ける者から徴収する。

（理事の選任） （理事の選任）

第20条 （略） 第20条 （略）

２ 前項の規定による選任は、総組合員の過半数による決議を必要とする。 ２ 前項の規定による選任は、総組合員の過半数による議決を必要とする。

３ （略） ３ （略）

［備考］（削る。） ［備考］１ 第６条第２号の事業を行わない組合においては、本条第３項中｢第

８条第１項第１号又は第２号の規定による｣を削ること。

監事を置く組合においては、本条を次のように規定すること。 ２ 監事を置く組合においては、本条を次のように規定すること。

（役員の選任） （役員の選任）

第20条 役員は、総会において選任する。 第20条 役員は、総会において選任する。

２ 前項の規定による選任は、総組合員の過半数による決議を必要と ２ 前項の規定による選任は、総組合員の過半数による議決を必要

する。 とする。

３ （略） ３ （略）

（理事の責任） （理事の責任）

第24条 （略） 第24条 （略）

２～４ （略） ２～５ （略）

５ 理事が、次の各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、 ５ 理事が、次の各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、

その者がその行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したと その者がその行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したと

きは、この限りでない。 きは、この限りでない。

(1) 法第72条の25第１項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録 (1) 法第72条の12の９第１項の規定により作成すべきものに記載し、又は

すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録



- 127 -

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）

６ （略） ６ （略）

［備考］監事を置く組合においては、本条中｢理事｣を｢役員｣と改め、第５項を ［備考］監事を置く組合においては、本条中｢理事｣を｢役員｣と改め、第５項を

次のように改めること。 次のように改めること。

５ （略） ５ （略）

(1) 理事 次に掲げる行為 (1) 理事 次に掲げる行為

イ 法第72条の25第１項の規定により作成すべきものに記載し、 イ 法第72条の12の９第１項の規定により作成すべきものに記載

又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録

ロ・ハ （略） ロ・ハ （略）

(2) （略） (2) （略）

（総会の決議事項） （総会の議決事項）

第29条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 第29条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

(1)～(3) (1)～(3)

［備考］１ 他の団体への加入及び団体からの脱退を総会の決議事項とする組 ［備考］１ 他の団体への加入及び団体からの脱退を総会の議決事項とする組

合においては、本条に次の１号を加えること。 合においては、本条に次の１号を加えること。

(4) （略） (4) （略）

２ （略） ２ （略）

（総会の定足数） （総会の定足数）

第30条 総会は、組合員の半数以上が出席しなければ議事を開き決議すること 第30条 総会は、組合員の半数以上が出席しなければ議事を開き議決すること

ができない。この場合において、第34条の規定により、書面又は代理人をも ができない。この場合において、第34条の規定により、書面又は代理人をも

って議決権を行う者は、これを出席者とみなす。 って議決権を行う者は、これを出席者とみなす。

（緊急議案） （緊急議案）

第31条 総会では、第28条の規定によりあらかじめ通知した事項に限って、決 第31条 総会では、第28条の規定によりあらかじめ通知した事項に限って、議

議するものとする。ただし、第33条各号に規定する事項を除き、緊急を要す 決するものとする。ただし、第33条各号に規定する事項を除き、緊急を要す

る事項についてはこの限りでない。 る事項についてはこの限りでない。

（特別決議） （特別議決）

第33条 次の事項は、総組合員の３分の２以上の多数による決議を必要とする。 第33条 次の事項は、総組合員の３分の２以上の多数による議決を必要とする。

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）



- 128 -

［備考］ 組合員の加入又は理事の解任について特別決議事項とする組合にお ［備考］ 組合員の加入又は理事の解任について特別議決事項とする組合にお

いては、本条に、次の２号を加えること。なお、監事を置く組合において いては、本条に、次の２号を加えること。なお、監事を置く組合において

は、「理事」を「役員」と改めること。また、他の事項について特別決議 は、「理事」を「役員」と改めること。また、他の事項について特別議決

事項とするときは、その事項を号として加えること。 事項とするときは、その事項を号として加えること。

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略）

（書面又は代理人による決議） （書面又は代理人による議決）

第34条 （略） 第34条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

（議事録） （議事録）

第35条 総会の議事については、議事録を作成し、次に掲げる事項を記載し、 第35条 総会の議事については、議事録を作成し、次に掲げる事項を記載し、

又は記録しなければならない。 又は記録しなければならない。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 出席した理事の氏名 (3) 出席した理事及び監事の氏名

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略）

［備考］１ 監事を置く組合においては、第３号中「理事」を「理事及び監事」 ［備考］（新設）

に改めること。

２ 現物出資を認める組合においては、本条に次の１項を加えること。 現物出資を認める組合においては、本条に次の１項を加えること。

２ 総会において現物出資の目的たる財産の価額及びこれに対して ２ 総会において現物出資の目的たる財産の価額及びこれに対して与

与える出資の口数の決定に係る定款の変更を決議したときは、当 える出資の口数の決定に係る定款の変更を議決したときは、当該決

該決議に同意した組合員の氏名を当該総会の議事録に記載するも 議に同意した組合員の氏名を当該総会の議事録に記載するものとす

のとする。 る。

（剰余金の処分） （剰余金の処分）

第37条 （略） 第37条 （略）

［備考］剰余金を任意積立金として処分する組合においては、本条を次のよう ［備考］剰余金を任意積立金として処分する組合においては、本条を次のよう

に改め、第39条の次に次の１条を加え、第40条以降を繰り下げること。 に改め、第39条の次に次の１条を加え、第40条以降を繰り下げること。

第37条 （略） 第37条 （略）

（任意積立金） （任意積立金）

第40条 （略） 第40条 （略）

２ 任意積立金は、損失金の填補又はこの組合の事業の改善発達のため ２ 任意積立金は、損失金の填補又はこの組合の事業の改善発達のため

の支出その他の総会の決議により定めた支出に充てるものとする。 の支出その他の総会の議決により定めた支出に充てるものとする。
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附 則 附 則

この組合の設立当初の役員は、第20条の規定にかかわらず次のとおりとし、 この組合の設立当初の役員は、第20条の規定にかかわらず次のとおりとし、

その任期は、第25条第１項の規定にかかわらず 年 月 日までとする。 その任期は、第27条第１項の規定にかかわらず 年 月 日までとする。

附 則

（施行日）

第１条 この規定による変更は、平成28年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この規定の施行の際現に存する農業協同組合については、この規定による変更後のⅡ－１－２－３－２（３）、Ⅱ－１－２－３－３及びⅢ－２－１－７－

３は、施行日から起算して３年を経過した日以後最初に招集される通常総会又は経営管理委員会の終了の時までは、適用しない。

第３条 この規定の施行の際現に存する農業協同組合又は農業協同組合連合会については、この規定による変更後のⅢ－２－３－１－１、Ⅲ－２－３－１－２並び

にⅢ－２－３－２（２）及び（３）は、施行日から起算して３年６月を経過した日から適用し、同日前は、なお従前の例による。

第４条 この規定による変更後のⅢ－２－５－３については、平成28年４月１日以後に開始する事業年度に係る資料の提出について適用し、同日前に終了した事業

年度に係る資料の提出については、なお従前の例による。

第５条 この規定の施行の際現に存する回転出資金については、なお従前の例による。


