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第一章

漁業調整（第六十五条―第七十四条の四）

指定漁業（第五十二条―第六十四条）

漁業権及び入漁権（第六条―第五十一条）

総則（第一条―第五条）

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）

第三章

目次

第四章

総則（第八十二条・第 八十 三条 ）

削除

海区漁業調整委員会（第八十四条―第百四条 ）

第五章
第一節

漁業 調整 委員 会等

第二節
連合海区漁業調整委員会（第百五条―第百九条）

第六 章

第三節

土地及び土地の定着物の使用（第百二十条―第百二十六条）

広域漁業調整委員会（第百十条―第百十四条）

内水面漁業（第百二十七条―第百三十二条）

第四節
第七章

雑則（第百十五条―第百十九条）

第八章
雑則（第百三十三条―第百三十七条の三）

第五節

第九章
罰則（第百三十八条―第百四十六条）
則
総則

第十章
附
第一章

こ の法 律は 、漁 業生 産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつ

（この法律の目的）
第一条

て漁 業生 産力 を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。

この法律において「漁業」とは 、水 産動 植物 の採 捕又は養殖の事業をいう。

（定義）
第二条
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専ら漁業に従事する船舶

この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。

一
漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの

２

二
専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶

こ の法 律において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。

三

専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練 習に 従事 する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの

３

四

第三条

公共の用に供しない水面で あつ て公 共の 用に 供す る水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。

公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しな い。

（適 用範囲）

第四条

この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項について二人以上共同して申請しようと する とき は、 その うち一人を選定して代表者とし、これ

（共 同申 請）
第五条

２

代表者は、行政庁に対し 、共同者を代表する。

前項の届出がないときは、行政庁は、代表者 を指 定す る。

を行政庁に届け出なければならない。代表者を変更したときもまた同じである。

３

前三項の規定は、二人以上共同して漁業権又はこれを目的とする抵当権若しくは入漁権を取得した場合に準用する。

漁業権及び入漁権

４

第二章

（漁業権の定義）
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この法律において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。

「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。

身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深二十七メー トル （沖 縄県 にあ つては、十五メートル）以上であるもの（瀬戸内海（第百十条

第二項に規定する瀬戸内海をいう。）におけるます網漁業並びに 陸奥 湾（ 青森 県焼山崎から同県明神崎灯台に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面
をいう。）における落とし網漁 業及 びま す網 漁業 を除 く。 ）
北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの

一
第二種区画漁業

第一種区画漁業

一定の区域 内に おい て営む養殖業であつて前二号に掲げるもの以外のもの

土、石、竹、木等によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業

一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業

「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。

二
第三種区画漁業

二

一

第三種共同漁業

第二種共同漁業

第一種共同漁業

地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業 （動 力漁 船を使用するものを除く。）、飼付漁業又はつきいそ漁業（第一号に掲げる

網漁具（えりやな類を含む。）を移動しないように敷設して営む漁業であ つて定置漁業及び第五号に掲げるもの以外のもの

藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業

「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。

三

二

一

う。

「 定置 漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共 同漁 業を 営む 権利 をい

第六条
２

３

４

５

三

四
第五種共同漁業

第四 種共 同漁 業

内水面（農林水産大臣の指定する湖沼を除く。）又は農林水産大臣の指定する湖沼に準ずる海面におい て営 む漁 業であつて第一号

寄魚 漁業又は鳥付こぎ釣漁業であつて、次号に掲げるもの以外のもの

ものを除く。）であつて、第五号に掲げるもの以外のもの

五

に掲げるもの以外のもの

（入漁権の定義）
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第七条

この法律において「入漁権」とは、設定行為に基づき、他人の共同漁業権又はひび建養殖業、藻類養殖業、垂下式養殖業（縄、鉄線その他これら

に類するものを用 いて 垂下 して行う水産動物の養殖業をいい、真珠養殖業を除く。）、小割り式養殖業（網いけすその他のいけすを使用して行う水産動

物の養殖業をいう。）若しくは第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権（以下「特定区画漁業権」という。） に属 する 漁場 においてその
漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。

（組合員の漁業を営む権利）

漁 業協 同組 合の 組合員（漁業者又は漁業従事者であるものに限る。）であつて、当該漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協 同組

前項の場合において、水産業協 同組 合法第二十一条第三項（同法第八十九条第三項において準用する場合を含む。）の規定により電磁的方法（同法第

域内に住所を有するものの三分の二以上の書面による同意を得なけ れば なら ない 。

産動植物の採捕又は養殖をする者）であつて、当該漁業権に係る第十一条に規定する地元地区（ 共同 漁業 権に つい ては、同条に規定する関係地区）の区

う。以下同じ。）を営む者、河川以外の内水面である場合にあつては当該内水面において漁業を営む者、河川である場合にあ つて は当 該河川において水

下同じ。 ）以 外の 水面 であ る場合にあつては沿岸漁業（総トン数二十トン以上の動力漁船を使用して行う漁業及び内水面における漁業を除いた漁業をい

については、当該漁業権に係る漁 場の 区域 が内 水面 （第 八十四条第一項の規定により農林水産大臣が指定する湖沼を除く。第二十一条第一項を除き、以

容たる漁業を営む者（第十四条第六項の規定により適格性を有する もの とし て設定を受けた特定区画漁業権及び第一種共同漁業を内容とする共同漁業権

漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員。以下同じ。）のうち、当 該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内

とするときは、水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）の規定による総会（総会の部会及び総代会を含む。）の議決前に、その組合員（

漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権について 漁業 権行 使規則を定めよう

権利を有する者が当該漁業を営む 場合 にお いて遵守すべき事項を規定するものとする。

を有する者の資格に関する事項のほか、当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域及び期間、漁業の方法その他当該漁業を営む

前項の漁業権行使規則又は入漁権行使規則（以下単に「漁業 権行 使規 則」 又は 「入漁権行使規則」という。）には、同項の規定による漁業を営む権利

は、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有する当該特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権の 範囲 内に おいて漁業を営む権利を有する。

合連 合会がその有する各特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権ごとに制定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定 する 資格 に該 当す る者

第八条

２

３

４
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十一条の二第四項に規定する電磁的方 法を いう 。） によ り議 決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権

行使規則について の同 意を 当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該書面による
同意を得たものとみなす。

前項前段の電磁的方法（水産業協同組合法第十一条の二第五項の農林水産省令で定める 方法を除く。）により得られた当該漁業権行使規則についての

漁 業権 行使 規則 又は 入漁権行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

５

同意は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機 に備 えら れた ファ イルへの記録がされた時に当該漁業協同組合又は漁業協同組合

６

第三項から第五項までの規定は特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止について、前項の規

連合会に到達したものとみなす。

７

定は漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更又は廃止について準用する。この場合において、第三項中「当 該漁 業権 に係る漁業の免許の際において当

該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」 と読み替えるものとする。

定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基くのでなければ、営んではならない。

（漁業権に基かない定置漁業等の 禁止 ）
第九条

漁業権の設定を受けようとする者は、都 道府 県知 事に申請してその免許を受けなければならない。

（漁業の免許）
第十条

都道府県知事は、その管轄に属する水面につき、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発 展さ せる ため には漁業権の内容たる漁業の免許

（免許の 内容 等の 事前 決定 ）
第十一条

をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認 める とき は、 当該 漁業の免許について、海区漁業調整委

員会の意見をきき、漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期その 他免 許の 内容 たる べき 事項、免許予定日、申請期間並びに定置漁業及び区画漁業につ

いてはその地元地区（自然的及び社会経済的条 件に より 当該 漁業の漁場が属すると認められる地区をいう。）、共同漁業についてはその関係地区を定め
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２

３

４

５

６

なければならない。

都 道府 県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきいて、前項の規定により定めた免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期 間又 は地 元地 区若 しく
は関係地区を変更することができる。

海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、第一項の規定により免許の内容たるべき 事項、免許予定日、申請期間及び地元地区又は関係地区を定め
るべき旨の意見を述べることができる。

海区漁業調整委員会は、前三項 の意 見を 述べようとするときは、あらかじめ、期日及び場所を公示して公聴会を開き、利害関係人の意見をきかなけれ
ばならない。

第一項又は第二項の規定により免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元地区若しくは関係地区を定め、又はこれを変更したときは、
都道府県知事は、これを公示しなければならない。

農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から 、水 産動 植物 の繁 殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関す

る紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項又は第二項の規定により免許の内

都道府県知事は、現に漁業権の存する水面についての当該漁業権の存続期間の満了 に伴 う場 合に あつ ては当該存続期間の満了日の三箇月前

容たるべき事項、免許予定日、申 請期 間及 び地元地区若しくは関係地区を定め、又はこれを変更すべきことを指示することができる。

第十一条の二

までに、その他の場合にあつては免許予定日の三箇月前までに、前条第一項の規定による定めを しなければならない。

第十条の免許の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

（海区漁業調整委員会への諮問）
第十二条

（免許をしない場合）
左の各号の一に該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。

申請者が第十四条に規定する適格性を有す る者 でな い場 合

第十三条
一
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四

三

二

免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者又は 占有 者の 同意 がないとき

その申請に係 る漁 業と 同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至る虞がある場合

第十一条第五項の規定により公示 した 漁業 の免 許の 内容 と異なる申請があつた場合

前項第四号の場合においてその者の住所又は居所が明らかでないため同意が得られない ときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつ

前項の許可に対する裁判に関し ては 、最 高裁判所の定める手続により、上訴することができる。

２

３

第 一項 第四 号の 所有 者又は占有者は、正当な事由がなければ、同意を拒むことができない。

てその者の同意に代えることができる。

４

海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業の免許をすべきでない旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該申

前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は 、当 該事 案に つい て弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

請者に同項各号の一に該当する理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

５

６

特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許については、第十一条に規定する地元地区（以下単に「地元地区」という。）の 全部 又は 一部 をそ の地 区内

によつて、実質上その申請に係る漁業の経営が支配されるおそれがあると認められた者であること。

海区漁業調整委員会における投票の結果、総委員の三分の二以 上に よつ て、どんな名目によるのであつても、前号の規定により適格性を有しない者

民主化を阻害すると認められた者であること。

海区漁業調整委員会における投票の結果、総委員の三分の二以上によつて漁業若しくは労働に関する法令を遵守する精神を著しく欠き、又は漁村の

定置漁業又は区画漁業の免許について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

（免許についての適格性）

二

一

第十四条

２

に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて当該特定区画漁業権の内容たる漁業を営 まな いも のは、前項の規定

にかかわらず、次に掲げるものに限り、適格性を有する。ただし、水産業協同組合法第十八条第 四項 の規 定に より 組合員たる資格を有する者を特定の種

その組合員のうち地元地区内に住所を有し 当該 漁業 を営 む者の属する世帯の数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三

類の漁業を営む者に限る漁業協同組合及びその漁業協同組合を会員 とす る漁 業協 同組 合連 合会は、適格性を有しない。
一
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３

４

二

分の二以上であるもの

二以上共同し て申 請し た場合において、これらの組合員のうち地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の総数が、地元地区内に住所
を 有し 当該 漁業 を営 む者 の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

前項の地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者を組合員とする漁業協同組合又は漁業 協同組合連合会が同項の規定により適格性を有する漁業協同組

合又は漁業協同組合連合会に対して同項に規定する漁業の免許を共同し て申 請す るこ とを 申し出た場合には、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
は、正当な事由がなければ、これを拒むことができ ない 。

第 二項 の規 定に より 適格性を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が同項に規定する漁業の免許を受けた場合には、その免許の際に同項の 地元

地区 内に住所を有し当該漁業を営む者であつた者を組合員とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、都道府県知事の認可を 受け て、 その 漁業 協同

前項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁 業調 整委 員会 の意 見を聴かなければならない。

組合又は漁業協同組合連合会に対し当該漁業権を共有すべきことを請求することができる。この場合には、第 二十 六条 第一項の規定は、適用しない。
５

第十一条第五項の規定により公 示さ れた 特定 区画 漁業 権の内容たる区画漁業に係る漁場の区域の全部が当該公示の日（当該区画漁業に係る漁場の区域

二

一

第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、前項の区画漁業の免許について準用する。この場合において、第三項及び第四項中「当該漁業を

地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む 者の 属す る世帯の総数が、

者。以下同じ。）の属する世帯 の数 が、地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

おいて一年に三十日以上漁業を営む者、河川における当該漁業の免許については当該河川において一年に三十日以上水産動植物の採捕又は養殖をする

その組合員のうち地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿 岸漁 業を 営む者（河川以外の内水面における当該漁業の免許については当該内水面に

げるものに限り、適格性を有する。

同組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて当該特定区画漁業権の内容たる漁業を営まないものは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に掲

ある 場合 にお ける 当該 特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許については、地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はそ の漁 業協

について同項の規定による変更の 公示 がさ れた場合には、当該公示の日）以前一年間に当該区画漁業を内容とする特定区画漁業権の存しなかつた水面で

６

７

営む者」とあるのは、「一年に九十日以上沿岸 漁業 を営 む者 」と読み替えるものとする。
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８

９

共同漁業の免許について適格性を有する者は、第十一条に規定する関係地区（以下単に「関係地区」という。）の全部又は一部をその地区内に含む漁

業協同組合又はそ の漁 業協 同組合を会員とする漁業協同組合連合会（第二項ただし書に規定する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会を除く。）であつ

二以上共同して申請した場合において、これら の組 合員 のうち関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の総数が、

漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

その組合員のうち関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯 の数 が、 関係 地区 内に 住所を有し一年に九十日以上沿岸

て次に掲げるものとする。
一

二

関係地区内に住所を有し一年に 九十 日以 上沿 岸漁 業を 営む 者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

第二項各号、第六項各号又は前項各号の規定により世帯の数を計算する場合において、当該漁業を営む者が法人であるときは、当該法人（株式会社に

あつては、公開会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第五号に規定する公開会社をいう。以下同 じ。 ）で ないものに限る。以下この項にお

いて同じ。）の組合員、社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主であ る法人の組合員、社員若しくは株主のうち当該漁業の漁業従事

漁業の免許は、優先順位によつてする。

定置漁業の免許の優先順 位は 、次の順序による。
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者である者の属する世帯の数により計算するものとする。

第三項から第五項までの規定は、共同漁業に準用 する 。この場合において、第三項及び第四項中「地元地区」とあるのは「関係地区」と、「当該漁業

第十六条

（定置漁業の免許の優先順位）

第十五条

（優先順 位）

合員でないものとの関係において当該共同漁業権の行使を適切にす るた め、 第六十七条第一項の規定に従い、必要な指示をするものとする。

は、その漁業協同組合又は漁業協同組合連合会と関係地区内に住所を有する漁民（漁業者又は漁 業従事者たる個人をいう。以下同じ。）であつてその組

漁 業協同組合又は漁業協同組合連合会が第一種共同漁業又は第五種共同漁業を内容とする共同漁業権を取得した場合におい ては 、海 区漁 業調 整委 員会

を営 む者 」と ある のは 「一年に九十日以上沿岸漁業を営む者」と読み替えるものとする。

10
11

２

３

４

５

６

二

一
前号に掲げる 者以 外の 者

漁業者又は漁業従事者

二

一

前二号に掲げる者以外の者

沿岸漁業であつて前号に掲げる漁業以外のものに経験がある者

その申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者

前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。

三

前 項の 規定 にお いて 「経験」とは、その申請の日以前十箇年の間において、漁業を営み又はこれに従事したことをいう。以下第十九条までにおい て同
じで ある。

一
前号に掲げる者以外の者

その申請に係る漁業の漁場の存する第八十四条第一項の海区（以下「当該海区」とい う。）において経験がある者

前三項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。

二

前各項の規 定に より 同順 位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について次に掲げる事項を勘案しなけ

五

四

三

二

一

当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度

当該 漁業 にそ の者 の経 済が依存する程度

当該漁業についての経験の程 度、 資本 その 他の 経営 能力

地元漁民が当該漁業の経営に参加する程度

地元地区内に住所を有する漁民（以下「地元漁民」という。）特に当該漁業の操業により従 前の生業を奪われる漁民を使用する程度

労働条件

れば なら ない 。

六

地元漁民七人以上が組合員、社員又は株主となつている法人（株式会社にあつては 、公 開会社でないものに限る。）であつて次の各号のいずれにも該

漁業を営むことを主たる目的とする者であ るこ と。

当するものは、前各項の規定にかかわらず、第一順位とする。
一
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７

８

組合員、社員又は株主の過半数が 、当 該海 区に おい てそ の申請に係る漁業と同種の漁業に経験がある者であるか又は当該漁業の免許が他の者にされ

組合員、社員又は株主の三分の二以上がその営む事業に常時従事する者であること。

二

三

組合員若しくは社員のうちその営む事業に常時従事する者の出資額又は株主のうちその営む 事業 に常 時従 事す る者 の有する株式の数の合計が、総出

たときは従前の生業を失うに至 る者 であ るこ と。

四
資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。

前項の規定により同順位の者が ある 場合 においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について第五項第三号から第六号までに

地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合であつて、次のいずれにも該当するもの

組合員（二以上共同して申請した場合には、これらの総組合員）のうち地元漁民である者 の属 する 世帯 の数 が、 地元漁民の属する世帯の数の七割
以上であること。
組合員である地元漁民が議決権及び出資額に おい て過 半を占めていること。

地元 漁民 が組 合員 、社員又は株主となつている法人（株式会社にあつては公開会社でないものに限り、漁業協同組合を除く。）であつて、 次の いず

組合員、社員又は株主（二以上共同して申請した場合には、その総組合員、総社員又は総株主）の うち 地元 漁民 であ る者の属する世帯の数が、地

当該漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主であるか又はこれらと世帯を同じくする者であること。

元漁民の属する世帯の数の七割以上であること。
ロ

組合員、社員又は株主であ る地 元漁民の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、組合員若しくは

第一号の漁業協同組合又は前号の法人が組合員、社員又は株主となつている法人（株式会社 にあ つて は、 公開 会社でないものに限る。）であつて、

社員である地元漁民の出資額又は株主である地元漁民の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占め てい るこ と。

ハ

イ

れ にも該当するもの

ロ

イ

次の各号のいずれかに該当する者は、前各項の規定にかかわらず、第一順位とする。

掲げる事項を勘案しなければならない。

一

二

三

当該漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、 社員 若し くは株主である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の組合員、社員若

次のいずれにも該当するもの
イ
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９

ロ

しくは株主であるか又はこれらと世帯 を同 じく する 者で あること。

組合員、社員又は株主であ る第 一号 の漁 業協同組合又は前号の法人の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めて

おり、かつ、組合員若しくは社員である第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の出資額又は株主である第一号の漁業協同 組合 若し くは 前号の法
人の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。

前項第一号イ又は第二号イの規定により世帯の数を計算する 場合において、その組合員、社員又は株主が法人であるときは、当該法人（株式会社にあ

つては、公開会社でないものに限る。以下この項に おい て同 じ。）の組合員、社員若しくは株主又は当該法人の組合員、社員若しくは株主である法人の
組合員、社員若しくは株主のうち地元漁民である者の属する世帯の数により計算するものとする。

地元漁民又 は地 元漁 民が 組合員、社員若しくは株主となつている法人（株式会社にあつては、公開会社でないものに限る。）が第八項第一号の漁業協

同組合又は同項第二号若しくは第三号の法人に加入を申し出た場合には、その申出を受けた者は、正当な事由 がな けれ ば、これを拒むことができない。

地元地区の全部若しくは一部をその地区内に含む漁業協同組合又は地元漁民が組合員、社 員若しくは株主となつている法人（株式会社にあつては、公開

会社でないものに限る。）が第八項第一号の漁業協同組合又は同項第二号の法人に対し当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合も、同様
とする。

二人以上共同して申請した場合において、その申請者が第一項、第二項又は第四項の各号のいずれに該当するかは、各申請者のうちいずれに該当する

者が議決権及び出資額において過半を占めているかによつて定める。この場合において、いずれに該当する者も議決権及び出資額において過半を占めて
いない場合は、その申請者は、第一項第二号、第二項第三号又は第四項第二号に該当するものと みなす。

二人以上共同して申請した場合において、その申請者が第六項又は第八項に規定す る者 に該当するかどうかは、各申請者のうち第六項又は第八項に規

定する者に該当する者が議決権及 び出 資額 にお いて 過半 を占めているかどうかによつて定める。

法人（株式会社にあつては、公 開会 社でないものに限る。）が第一項第一号、第二項第一号若しくは第二号又は第四項第一号に該当しない場合であつ

ても、その組合員、社員又は株主のうちこれに該当する者の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過 半を 占め ており、かつ、そ

の組合員若しくは社員のうちこれに該当する者の出資額又はその株主のうちこれに該当する者の 有す る株 式の 数の 合計が総出資額又は発行済株式の総数
の過半を占めている場合は、その法人は、これに該当するものとみ なす 。

第十一項又は前項の計算については、第二項第一号に該当す る者 は、 同項 第二号に該当する者でもあるとみなす。
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10
11
12
13
14

（区画漁業の免許 の優 先順 位）

漁業者又は漁業従事者

区画漁業（真珠養殖業及び特定区画漁業権の内容たる区画漁業を除く。）の免許の優先順位は、次の 順序 によ る。

一
前号に掲げる者以外の者

一
前号に掲げる者以外の者

漁民

一
前号に掲げる者以外の者

地元地区内に住所を有する者

二

一

前二号に掲げる者以外の者

沿岸漁業であつて前号に掲げる漁業以外のものに経験がある者

その 申請 に係 る漁 業と同種の漁業に経験がある者

一
前号 に掲 げる 者以 外の 者

当該海区において経験がある 者

前各項の規定により同順位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に 係る 漁業 につ いて次の事項を勘案しなければな

二

前各項の規定により同順位である者相互間の 優先 順位 は、次の順序による。

三

前三項の規 定に より 同順 位である者相互間の優先順位は、次の順序による。

二

前二項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。

二

前項の規定により同順位である 者相 互間 の優先順位は、次の順序による。

二

第十七条

２

３

４

５

６

一
労働条件

当該漁業にその者の生計が依存する程度

らない。

二
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７

８

六

五

四

三

当該漁業の漁場の属する水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利 用に 関す る配 慮の 程度

当該漁業についての経験の程度、資本その他経営能力

地元漁民が当 該漁 業の 経営に参加する程度

地元漁民を使用する程度

前各項の規定の適用に関しては、前条第十一項、第十三項及 び第十四項の規定を準用する。この場合において、同条第十一項中「第一項、第二項又は

第四項」とあるのは「第十七条第一項から第五項ま で」 と、 「第一項第二号、第二項第三号又は第四項第二号」とあるのは「第十七条第一項第二号、第

二項第二号、第三項第二号、第四項第三号又は第五項第二号」と、同条第十三項中「第一項第一号、第二項第一号若しくは第二号又は第四項第一号」と

ある のは「第十七条第一項第一号、第二項第一号、第三項第一号、第四項第一号若しくは第二号又は第五項第一号」と、同条第十 四項 中「 第二 項第 一号
」とあるのは「第十七条第四項第一号」と読み替えるものとする。

法人が地元地区内に住所を有する場合であつても、その組合 員、 社員 若し くは 株主のうち地元地区内に住所を有する者の有する議決権の合計が総組合

員、総社員若しくは総株主の議決権の過半を占めていない場合又はその組合員若しくは社員のうち地元地区内に住所を有する者の出資額若しくはその株

主のうち地元地区内に住所を有す る者 の有 する株式の数の合計が総出資額若しくは発行済株式の総数の過半を占めていない場合は、第三項の規定の適用
に関 して は、 その 法人 は、地元地区内に住所を有しないものとみなす。

特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許の優先順位は、 第十 四条 第二 項又 は第 六項の規定により適格性を有する者を第一順位とする。

前項に規定する者が申請しない場合において は、 前条 並びに第十六条第六項から第十項まで及び第十二項の規定を準用する。この場合において、同条

第十八条
２

第六項中「前各項」とあるのは「 第十 八条 第二 項に おい て準用する第十七条」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「第十八条第二項において準用す
る第十七 条並 びに 第十 六条 第六項及び第七項」と読み替えるものとする。

漁業者又は漁業従事者

真珠養殖業を内容とする区画漁業の免許の優先順位は、次の順序による。

一

前号に掲げる者以外の者

第十九条

二
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２

３

４

５

６

一
前号に掲げる者以外の者

真珠養殖業を 内容 とす る区画漁業に経験がある者

前項の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序による。

二

一
前号に掲げる者以外の者

地元地区内に住所を有する者

第一項及び前項第二号の規定により同順位である者相互間の優先順位は、次の順序によ る。

二

第 十一 条第 五項 の規 定により公示された真珠養殖業を内容とする区画漁業に係る漁場の区域の全部が当該公示の日（当該区画漁業に係る漁場の区 域に

つい て同項の規定による変更の公示がされた場合には、当該公示の日）以前一年間に真珠養殖業を内容とする区画漁業権の存しな かつ た水 面で ある 場合

における真珠養殖業を内容とする区画漁業の免許については、第十六条第八項第一号の漁業協同組合又は同項 第二 号若 しくは第三号の法人は、第一項第

一号、第二項第一号又は前項第一号に該当しない場合であつても、その組合員、社員又は 株主のうちに真珠養殖業を内容とする区画漁業に経験がある者

がいる場合は、これに該当するものとみなす。この場合については、第十六条第九項、第十項及び第十二項の規定を準用する。

前各項の規 定に より 同順 位の者がある場合においては、都道府県知事は、免許をするには、その申請に係る漁業について次に掲げる事項を勘案しなけ

四

三

二

一

当該 漁業 の漁 場の 属す る水面において操業する他の漁業との協調その他当該水面の総合的利用に関する配慮の程度

当該漁業にその者の経済が依 存す る程 度

当該漁業についての経験の程度、資本その他経営能力。特に当 該漁 業に 関する進歩的企画の程度

地元漁民を使用する程度。大規模の経営の場合にあつては、特に、当該漁業の操業により従 前の生業を奪われる漁民を使用する程度

労働条件

れば なら ない 。

五

削除

第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関しては、第十六条第十一項及び第十三項並びに第十七 条第 八項 の規 定を準用する。

第二十条
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（漁業権の存続期間）

漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、真珠養殖業を内容とする区画漁業権、第六条第五項第五号に規定する内 水面 以外 の水 面に おけ

都道府県知事は、漁業調整のため必要な限度において前項の 期間より短い期間を定めることができる。

他の漁業権にあつては五年とする。

る水産動物の養殖業を内容とする区画漁業権（特定区画漁業権及び真珠養殖業を内容とする区画漁業権を除く。）又は共同漁 業権 にあ つて は十年、その

第二十 一条

２

（漁業権の分割又は変更）

都道府県知事は、漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、前項の免許をしてはな らな い。

漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。

２

第一項の場合においては、第十二条（海区漁業調整委員会へ の諮 問） 及び 第十 三条（免許をしない場合）の規定を準用する。

第二十二条

３

（漁業権の性質）
漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。

民法（明治二十九年法律第八十九号）第二編第九章（質権）の規定は定置漁業権及び区画漁業 権（ 特定 区画 漁業 権であつて漁業協同組合又は漁業協同

第二十三条
２

組合連合会の有するものを除く。次条、第二十六条及び第二十七条において同じ。）に、第八章 から第十章まで（先取特権、質権及び抵当権）の規定は

特定区画漁業権であつて漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有 する もの 及び共同漁業権に、いずれも適用しない。

（抵当権 の設 定）

定置漁業権又は区画漁業権について抵当権を設定した場合において、その漁場に定着した工作 物は 、民 法第 三百七十条（抵当権の効力の及ぶ

定置漁業権又は区画漁業権を目 的と する抵当権の設定は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

る。

範囲）の規定の準用に関しては、漁業権に付加してこれと一体を成す物とみなす。定置漁業権又 は区 画漁 業権 が先 取特権の目的である場合も、同様とす

第二十四条

２
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３

４

都道府県知事は、定置漁業権又は区画漁業権を目的とする抵当権の設定が、当該漁業の経営に必要な資金の融通のためやむを得ないと認められる場合
でなければ、前項 の認 可を してはならない。
第二項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない 。

特定区画漁業権が先取 特権 又は 抵当権の目的である場合において、第二十七条第二項の通知を受けた漁業権者がこれを漁業協同組合又は漁業

（特定区画漁業権の譲渡により先取特権又は抵当権が消滅する場合）
第二十五条

２
第一項の譲渡があつたときは、先取特権又は抵当権は、消滅する。

先取特権者又は抵当権者は、正当な事由がなければ、前項の同意を拒むことができない。

協同組合連合会に譲渡するには、漁業権者は、先取特権者又は抵当権者（登録した者に限る。以下同じ。）の同意を得なければならない。

３

漁 業権 は、 相続 又は法人の合併若しくは分割による場合を除き、移転の目的となることができない。ただし、定置漁業権及び区画漁業権につ

（漁業権の移転の制限）
第二十六条

いて は、 滞納 処分 によ る場合、先取特権者若しくは抵当権者がその権利を実行する場合又は第二十七条第二項の通知を受けた者が譲渡する場合 にお いて

２

前項の規定により認可をしようとするときは 、都 道府 県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

都道府県知事は、第十四条第一項、第二項又は第六項に規定する 適格 性を 有す る者 に移 転する場合でなければ、前項の認可をしてはならない。

、都道府県知事の認可を受けたときは、この限りでない。

３

（相続又 は法 人の 合併 若し くは分割によつて取得した定置漁業権又は区画漁業権）

相続又は法人の合併若しくは分割によつて定置漁業権又は区画漁業権を取得した者は、取得の 日か ら二 箇月 以内にその旨を都道府県知事に届

都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴き、前項の者が第十四条第一項に規定する適格性を有する者でないと認めるときは、一定期間内に譲

け出なければならない。

第二十七条

２

渡しなければその漁業権を取り消すべき旨をそ の者 に通 知し なければならない。
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漁業権者の有する水面使用に関する権利義務（当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可 その 他の 処分に基づいて有する権利義務を

（水面使用の権利 義務 ）
第二十八条
含む。）は、漁業権の処分に従う。

漁 業権 は、 貸付けの目的となることができない。

（貸付けの禁止）
第二十 九条

（登録した権利者の同意）

漁業権は、第五十条の規定により登録した権利者の同 意を 得な けれ ば、 分割し、変更し、又は放棄することができない。

第十三条第二項から第四項まで （同 意が 得ら れな い場 合等）の規定は、前項の同意に準用する。

第三十条
２

第八条第三項から第五項までの規定は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会がその 有す る特 定区 画漁 業権又は第一種共同漁業を内容とする

（組 合員 の同 意）
第三十一条

共同漁業権を分割し、変更し、又は放棄しようとするときに準用する。この場合において、同条 第三項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当

該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内 容た る漁 業を営む者」と読み替えるものとする。

（漁業権 の共 有）

漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分するこ とが でき ない 。

漁業権の各共有者がそ の共 有に属する漁業権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては、第十三条第二項から第四項

第十三条第二項から第四項まで（同意が得られない場合等）の規定は、前項の同意 に準 用する。

第三十二条
２

第三十三条
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まで（同意が得られない場合等）の規 定を 準用 する 。

（漁業権の制限又は条件）

前項の制限又は条件を付けようとするときは、都道府県知事 は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、免許をす るにあたり、漁業権に制限又は条件を付けることができる。

２

第一項の規定による制限又は条 件の 付加 については、第十一条第六項の規定を準用する。

第三十四条

３

都 道府 県知 事は 、免 許後、海区漁業調整委員会が漁業調整その他公益上必要があると認めて申請したときは、漁業権に制限又は条件を付けること がで

海区漁業調整委員会は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該漁業権者に制限 又は 条件を付ける理由を文書をもつて通知し、公開によ

きる 。

４

５

前項の意見の聴取に際しては、 当該 漁業 権者 又は その 代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

る意見の聴取を行わなければならない。
６

当該漁業権 者又 はそ の代 理人は、第五項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、海区漁業調整委員会に対し、当該事案に

前三項に定めるもののほか、海区漁業調整委員会が行う第五項の 意見 の聴 取に 関し 必要 な事項は、政令で定める。

会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

つい てし た調 査の 結果 に係る調書その他の当該申請の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、海区漁業 調整 委員

７

８

漁業権者が一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け 出な けれ ばな らな い。

（休業の届出）
第三十五条

前条の休業期間中は、第十四条第一項に規定する適格性を有する者は、第九条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該漁業権

（休業中の漁業許可）
第三十六条

の内容たる漁業を営むことができる。
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２

第 一項 の許可については、第十三条第五項及び第六項（意見の聴取）、第二十二条第二項（免許をしない場合）、第三十四条（ 漁業 権の 制限 又は 条件

前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

前三項の規定は、第三十九条第二項の規定に基く処分により 漁業権の行使を停止された期間中他の者が当該漁業を営もうとする場合に準用する。

し）の規定を準用する。この場合において、第三十八条第一項中「第十四条」とあるのは、「第 十四 条第 一項 」と 読み 替えるものとする。

）、前条（休業の届出）、次条、第三十八条第一項、第二項及び第五項、第三十九条（漁業権の取消し）並びに第四十条（錯 誤に よつ てし た免許の取消

３

４

免許を受けた日から一年間、又は引き続き二年間休業したときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消すことができる。

（休業による漁業権の取消し）
第三十七条

漁業権者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第三十九条第一項の規定に基づく処分、第 六十 五条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令、第

第一項の規 定に より 漁業 権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

２

六十七条第一項の規定に基づく指示、同条第十一項の規定に基づく命令、第六十八条第一 項の規定に基づく指示又は同条第四項において読み替えて準用

３

前項の場合には、第三十四条第五項から第八項まで（意見の聴取）の規定を準用する。この場合において、同条第七項中「 海区 漁業 調整委員会」とあ

する第六十七条第十一項の規定に基づく命令により漁業権の行使を停止された期間は、前項の期間に算入しない。

４

るのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

前項の規定により漁業権を取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をき かな けれ ばな らない。

漁業の免許を受 けた後に漁業権者が第十四条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、漁業権を取り消さなければ

（適格性の喪失等による漁業権の取消し）
第三十八条

２

漁業権者以外の者が実質上当該漁業権の内容たる漁業の経営を支配しており、且つ 、そ の者には第十五条から第十九条まで（優先順位）の規定によれ

ならない 。

３

ば当該漁業の免許をしないことが明らかであると認めて、海区漁業 調整 委員 会が 漁業 権を 取り消すべきことを申請したときは、都道府県知事は、漁業権
を取り消すことができる。
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４

５

前項の規定の適用については、漁業権者たる漁業協同組合が他の者の出資を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営む場合において、当該出資額が出資

総額の過半を占め てい るこ とをもつてその他の者が実質上当該漁業の経営を支配していると解釈してはならない。

第二項の場合には前条第四項（意見の聴取）の規定を、第三項の場合には第三十四条第五項から第八項まで （意 見の 聴取）の規定を準用する。

漁業調整、船舶の航行 、て い泊 、けい留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り

（公益上の必要による漁業権の変更、取消し又は行使の停止）
第三十九条

７

６

５

４

３

２

第六項の補償金額は、都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて決定する。

前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。

都道府県は 、第 一項 の規 定による漁業権の変更若しくは取消し又はその行使の停止によつて生じた損失を当該漁業権者に対し補償しなければならない。

第一項又は第二項の規定による 漁業 権の 変更 若し くは 取消し又はその行使の停止については、第十一条第六項の規定を準用する。

前項の場合には、第三十七条第四項（意見の聴取）の規定を 準用 する 。

前二項の規定による処分をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見 をき かなければならない。

漁業権者が漁業に関する法令の規定に違反したときもまた前項に同じである。
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消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

８

前項の補償金額に不服がある者は、その決定の通知を受けた日か ら六 月以 内に 、訴 えを もつてその増額を請求することができる。

前項の場合には、第九項及び第十項、第三十四条第二項（海 区漁 業調 整委 員会への諮問）並びに第三十七条第四項（意見の聴取）の規定を準用する。

償金額の全部又は一部を負担させることができる。

第一項の規定による漁業権の変更若しくは取消し又はその行使の停止によつて利益を受ける者があるときは、都道府県は、その者に対し、第六項の補

前 項の 先取 特権 者又は抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。

ある場合 を除 き、 都道 府県 は、その補償金を供託しなければならない。

第一項の規定により取り消された漁業権の上に先取特権又は抵当権があるときは、当該先取特権者又は抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出が

前項の訴えにおいては、都道府県を被告とする。

９
10
11
13 12
14

この場合において、第九項中「増額」 とあ るの は、 「減 額」 と読み替えるものとする。

第十三項の規定による負担金は 、地 方税 の滞 納処分の例によつて徴収することができる。ただし、先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとす

る。

錯誤により免許をした場 合に おい てこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

（錯誤によつてした免許の取消）
第四十条

（抵 当権者の保護）

漁業権を取り消したときは、都道府県知事は、直ちに、先取特権者又は抵当権者にそ の旨 を通知しなければならない。

買受人が代金を納付したときは、漁業権の取消しはその効力を生じなかつたものとみなす。

競売による売却代金は、競売の費用及び第一項の権利者に対する債務の弁済に充て、その残金は国庫に帰属する。

漁業権は、 前項 の期 間内 又は競売の手続完結の日まで、競売の目的の範囲内においては、なお存続するものとみなす。

てした免許の取消の場合は、この限りでない。

前項の権利者は、通知を受けた日から三十日以内に漁業権の 競売 を請 求す るこ とができる。但し、第三十九条第一項の規定による取消又は錯誤によつ

第四十一条
２

３
４
５

漁場に定着する 工作物を設置して漁業権の価値を増大せしめた漁業権者は、その漁業権が消滅したときは、当該工作物の利用によつて利益を

（漁場に定着した工作物の買取）
第四十二条

受ける漁 業の 免許 を受 けた 者に対し、時価をもつて当該工作物を買い取るべきことを請求することができる。

漁業協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は、入漁権を取得することができない。

（入漁権取得の適格性）
第四十二条の二
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15

（入漁権の性質）

入漁権は、譲渡又は法人の合併による取得の目的となる外、権利の目的となることができない。

入漁権は、物権とみなす。

２
入漁権は、漁業権者の同意を得なければ、譲渡することができない。

第四十 三条

３

（入漁権の内容の書面化）

六

五

四

三

二

一

入漁者の資格について定があるときはその事項

漁船 、漁 具又 は漁 業者の数について定があるときはその事項

漁業の方法について定がある とき はそ の事項

入漁料の定があるときはその事項

存続期間の定があるときはその期間

入漁すべき漁業の種類、漁獲物の種類及び漁業時期

入漁すべき区域

入 漁権 につ いては、書面により左に掲げる事項を明らかにしなければならない。

七
その他入漁の内容

第四十 四条

八

（裁定による入漁権の設定、変更及び消滅）

入漁権の設定を 求めた場合において漁業権者が不当にその設定を拒み、又は入漁権の内容が適正でないと認めてその変更若しくは消滅を求め

第一項の規定による裁定の申請 の相 手方は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁業調整委員会に意見書を差し出すことができる。

公示しなければならない。

前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、相手方にそ の旨 を通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを

漁権の設定、変更又は消滅に関する裁定を申請することができる。

た場合に おい て相 手方 が不 当にその変更若しくは消滅を拒んだときは、入漁権の設定、変更又は消滅を拒まれた者は、海区漁業調整委員会に対して、入

第四十五条

２

３
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４
裁 定は 、その申請の範囲をこえることができない。

海区漁業調整委員会は、前項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。

入漁権の設定に関する裁定の申請の場合にあつては、設定するかどうか、設定する場合はそ の内 容及 び設 定の 時期

５

一

入漁権の変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変更するかど うか 、変 更す る場 合はその内容及び変更の時期

裁定においては、左の事項を定めなければならない。

二

入漁権の消滅に関する裁定の申請の場合にあつ ては 、消 滅させるかどうか、消滅させる場合は消滅の時期

前項の公示があつたときは、その時に、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつ たも のとみなす。

しな ければならない。

海 区漁 業調 整委 員会 は、裁定をしたときは、遅滞なくその旨を裁定の申請の相手方に通知し、かつ、農林水産省令の定めるところにより、これを 公示

三

６

７

８

存 続期 間に つい て別段の定がない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。但し、入漁権者は、何時でもその権利

（入漁権の存続期間）
第四十六条
を放 棄す るこ とが でき る。

第三十二条及び第三十三条（漁業権 の共 有） の規定は、入漁権を共有する場合に準用する。

（入漁権の共有）
第四十七条

（入漁料 の不 払等 ）
入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。

入漁料は、入漁しない とき は、支払わなくてもよい。

入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受け たと きは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。

第四十八条
２

第四十九条

- 24 -

（登録）
第五十条

漁業権、これを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、保存、移転、変更、消滅及び処分の 制限 並び に第三十九条第一項又は第二項の

２

免許漁業原簿については、行政 機関 の保 有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）の規定は、適用しない。

前項の登録は、登記に代るものとする。

規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。

３

免 許漁 業原 簿に 記録 されている保有個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号）第二条第五項に規 定す

前各項に規定するもののほか、登録に関して必要な規定は、政令で定める。

る保 有個人情報をいう。）については、同法第四章の規定は、適用しない。

４

５

指定漁業

裁 判所 の土 地の 管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。

（裁判所の管轄）
第五十一条

第三章

（指定漁業の許可）

船舶により行な う漁業であつて政令で定めるもの（以下「指定漁業」という。）を営もうとする者は、船舶ごとに（母船式漁業（製造設備、

第一項の政令を制定し又は改廃 する 場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定める

、漁場の位置その他の関係上当該措置を統一して講ずることが適当 であ ると 認め られ る漁 業について定めるものとする。

前項の政令は、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため漁業者及びその使用する 船舶 について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取決め

う。）により行なう指定漁業をいう。以下同じ。）にあつては、母船及び独航船等ごとにそれぞれ）、農林水産大臣の許可を 受け なけ ればならない。

冷蔵設備 その 他の 処理 設備 を有する母船及びこれと一体となつて当該漁業に従事する独航船その他の農林水産省令で定める船舶（以下「独航船等」とい

第五十二条

２

３
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農 林水 産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

ことができる。
４

母船式漁業に係る第一項の許可は、母船にあつてはこれと一体となつて当該漁業に従事する独航船等（以下 「同 一の 船団に属する独航船等」という。

削除

農林水産大臣は、第一項の許可 をし たと きは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。

する。

）を、独航船等にあつてはこれと一体となつて当該漁業に従事する母船（以下「同一の船団に属 する 母船 」と いう 。） をそれぞれ指定して行なうものと

５

６

第五十三条

（起業の認可）

指定漁業（母船式漁業 を除 く。 ）の 許可 を受 けようとする者であつて現に船舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又

起業の認可を受けた者 がそ の起業の認可に基いて指定漁業の許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であり、か

第五十二条第五項の規定は、前二項の認可に準用する。

、当該母船又は独航船等について、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けることができる。

について 母船 式漁 業の 起業 の認可が申請され、又は当該独航船等と同一の船団に属する母船について母船式漁業の起業の認可が申請されている場合には

母船式漁業の許可を受け ようとする者であつて現に母船又は独航船等を使用する権利を有するものは、当該母船と同一の船団に属する独航船等の全部

にそれぞれ、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を受けるこ とが でき る。

は母船若しくは独航船等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他母船若しくは独航船等 を使用する権利を取得する前に、母船及び独航船等ごと

母船式漁業の許可を受けようとする者であつて現に母船又は独航船等を使用する権利を有しな いも のは 、母 船若 しくは独航船等の建造に着手する前又

受け るこ とが でき る。

は船舶を譲り受け、借り受け、そ の返 還を 受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき農林水産大臣の認可を

第五十四条

２

３

４

第五十五条
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２

つ、当該認可に係る指定漁業の許可の 有効 期間 中で ある とき は、次条第一項各号の一に該当する場合を除き、許可をしなければならない。

起 業の 認可を受けた者が、認可を受けた日から農林水産大臣の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その 期間 の満 了の 日に 、そ
の効力を失う。

（許可又は起業の認可をしない場合）

一

その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至る虞がある場合

申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合

左の各号の一に該当す る場 合は 、農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可をしてはならない。

二

申請者が当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に 属す る母 船について、現に許可若しくは起

前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができ る。

を行わなければならない。

農林水産大臣は、前項の規定に より 許可 又は 認可 をし ないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取

業の認可を受けており又は受けようとする者と異なる場合において、その申請につきその者の 同意 がな いと き。

三

第五十六条

２

３

（許可又は起業の認可についての適格性）

三

二

一

その申請に係る漁業を営むに足りる資本その他の経理的基礎を有しないこと。

許可を受けようとする船舶（母船式漁業にあつては、母船又は独航船等）が農林水産大臣の定める条件を満たさないこと 。

労働 に関 する 法令 を遵 守する精神を著しく欠く者であること。

漁業に関する法令を遵守する 精神 を著 しく 欠く 者で あること。

指定漁業の許可又は起業の認可につ いて 適格 性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

四

第一号又は第二号の規定により適格性を有しない者が、どんな 名目 によ るの であ つて も、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。
農林水産大臣は、前項第三号の 条件 を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

五

第五十七条

２
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（公示）

農林水産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可をする場合には、第五十五条第一項及び第五十九 条の 規定 による場合を除き、当該指定漁業

水産政策審議会は、前項の公示に関し農林水産大臣に意見を述べることができる。

ると きは 、当 該指 定漁 業につき第一項の規定による公示をしなければならない。

農林水産大 臣は 、一 の指 定漁業につきその許可をし又は起業の認可をしても水産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認め

水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

農林水産大臣は、第一項の規定により公示すべき事項を定め よう とす ると きは 、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。ただし、前項の農林

、この限りでない。

前項の許可又は起業の認可を申請すべき期間は、三箇月を下ることができない。ただし、農林水産省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは

び総トン数別の隻数）並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定め、これを公示しなければならない。

にあつては、母船の総トン数別の隻数又は総トン数 別及 び操 業区域別若しくは操業期間別の隻数並びに各母船と同一の船団に属する独航船等の種類別及

他の事情を勘案して、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数 別の 隻数 又は 総ト ン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数（母船式漁業

につき、あらかじめ、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさない範囲内 にお いて 、か つ、 当該 指定漁業を営む者の数、経営その

第五十八条

２

３

４

５

前条第一項 の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者の申請に対しては、同項の

（公示に基づく許可等）
第五十八条の二

規定によ り公 示し た事 項の 内容と異なる申請である場合及び第五十六条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければ

ならない。ただし、当該申請が母船式漁業に係る場合において、当該申請が前条第一項の規定により公示した事項の内容に適 合す る場 合及び第五十六条

第一項各号のいずれかに該当しない場合であつても、当該申請に係る母船と同一の船団に属する 独航 船等 につ いて の申請の全部又は当該申請に係る独航

船等と同一の船団に属する母船についての申請が前条第一項の規定 によ り公 示し た事 項の 内容と異なる申請である場合及び第五十六条第一項各号のいず
れかに該当するときは、この限りでない。
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２

３

４

前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶の隻数（母船式漁業にあつては、母船の数。以下この項から第五項までに

おいて同じ。）が 前条 第一 項の規定により公示した船舶の隻数を超えるときは、前項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、公正な方法でくじを行い、
許可又は起業の認可をする者を定める。

農林水産大臣は、第一項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に 係る船舶の隻数が前条第一項の規定により公示した船舶の隻数

を超える場合において、その申請のうちに次に掲げる申請があるときは 、前 項の 規定 にか かわらず、その申請に対して、次の順序に従つて、他の申請に

漁業生産力の発展に特に寄与すると農林水産大臣が認める試験研究又は新技術の企業化のために使用する船舶についてされた申請

認可に係る母船又は独航船等と同一の母船又は独航船等についてした申請）

認可に係る船舶と同一の船舶についてした申請（ 母船 式漁 業にあつては、同一の船団に属する母船及び独航船等の全部について、当該許可又は起業の

起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認 可に 係る 指定 漁業 の許可の有効期間）の満了日の到来のため当該許可又は起業の

にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該指定漁業の許可又は起業の認可を受け てい た者 を含 む。 ）が 当該指定漁業の許可の有効期間（

ものに限り、当該指定漁業の許可の有効期間の満了日が前条第一項の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間 の末 日以 前である場合

り現にこの 号の 申請 に基 づく許可を受けている者と同程度の漁業生産を確保することが可能となつたものとして農林水産省令で定める基準に適合する

現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者（次号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者にあつては、新技術の企業化によ

優先して許可又は起業の認可をしなければならない 。
一

二

農林水産大臣は、前項の規定により許可又は起業の認可をしなけ れば なら ない 申請 のう ち同項第一号に係るものに係る船舶の隻数が前条第一項の規定

により公示した船舶の隻数を超える場合には、前項の規定にかかわ らず 、少 なくとも次に掲げる事項を勘案して（母船式漁業にあつては、同一の船団に

属する母船及び独航船等について 次に 掲げ る事 項を 勘案 して）許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をしなければならな
い。

前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶（母船式漁業にあつては、母船又は独航船等 。第 六項 において同じ。）

当該指定漁業の操業状況

一

二

各申請者が当該指定漁業に依存する程度

の申請者別隻数

三
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５

６

７

農林水産大臣は、第三項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請のうち同項第二号に係るものに係る船舶の隻数が前条第一項の規

定により公示した 船舶 の隻 数から第三項第一号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けた船舶の隻数を差し引いた隻数を超える場合には、同項の規定

にかかわらず、同項第二号の申請に係る試験研究又は新技術の企業化の内容が漁業生産力の発展に寄与する程度を勘案して許 可又 は起 業の 認可の基準を
定め、これに従つて許可又は起業の認可をしなければならない。

当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請をし た後 にお いて、当該申請に係る船舶が滅失し又は沈没した場合

次の各号のいずれかに該当する場合における措置その他前各 項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一

当該指定漁業について従前の許可又は起業の認可を受けている船舶が、前条第一項の許可又は起業の認可を申請すべき期間の満了日の前六箇月以内

当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請をした者が、その申請をした後において死亡し又は解散した場合

起業の認可又は申請の却下を受けていない場合

当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請に係る船舶について、次条各号の規定により許可又は起業の認 可の 申請 をし、これに対する許可若しくは

に滅失し又 は沈 没し た場 合

二

三

四

農林水産大 臣は 、第 三項 第一号の農林水産省令並びに第四項及び第五項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならな
い。

次の各号のいずれかに該当する場合 は、 その 申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第五十六条第一項各

（許可等の特例）
第五十九条

指定漁業の許可を受けた者から、その許可 の有 効期 間中 に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併

る。）に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

指定漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又 は沈 没の 日か ら六 箇月以内（その許可の有効期間中に限

号 まで にお いて 同じ。）を当該指定漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合

指定 漁業 の許 可を 受け た者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶（母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下この号から第三

号のいずれかに該当する場合を除 き、 指定 漁業 の許 可又 は起業の認可をしなければならない。
一

二

三
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四

若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得し て当該指定漁業を営もうとする者が、当該船舶について指定漁業の許可又は起業の認
可を申請した場合

母船式漁業について第一号又は第二号の規定により許可又は起業の認可が申請された場合において、従前の母船若しくは 独航 船等 を当 該母船式漁業

に使用することを廃止し、又は従前の母船若しくは独航船等が滅失し若しくは沈没したため従前の母船と同一の船団に属する独航船等又は従前の独航

船等と同一の船団に属する母船に係る母船式漁業の許可又は起業の認可がその効力を失つたこ とに より、その許可又は起業の認可を受けていた者が、

当該許可若しくは起業の認可に係る独航船等若しくは母船又はこ れら に代 えて 他の独航船等若しくは母船を当該申請に係る母船と同一の船団に属する
独航船等又は当該申請に係る独 航船 等と 同一 の船 団に 属す る母船として許可又は起業の認可を申請したとき。

（許可の有効期間）

前項の有効期間は、同一の指定 漁業 につ いて は同 一の 期日に満了するようにしなければならない。

指定漁業の許可の有効期間は、五年とする。ただし、 前条 の規 定に よつ て許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

２

農林水産大 臣は 、水 産動 植物の繁殖保護又は漁業調整のため必要な限度において、水産政策審議会の意見を聴いて、第一項の期間より短い期間を定め

第六十条

３
るこ とが でき る。

指定漁業の許可又は起業の認可を受 けた 者が 、その許可又は起業の認可を受けた船舶（母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下この

（変更の許可）
第六十一条

条及び次条において同じ。）につ いて 、そ の船 舶の 総ト ン数を増加し、又は操業区域その他の農林水産省令で定める事項を変更しようとするときは、農
林水産大 臣の 許可 を受 けな ければならない。

指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割（当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶を承継させるもの

（相続又は法人の合併若しくは分割）
第六十二条

に限る。）をしたときは、その相続人（相続人 が二 人以 上あ る場合においてその協議により指定漁業を営むべき者を定めたときは、その者）、合併後存
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２

続する法人若しくは合併によつて成立 した 法人 又は 分割 によ つて当該船舶を承継した法人は、当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承
継する。

前項の規定により指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以 内に その 旨を農林水産大臣に届け出なけれ
ばならない。

（許可等の失効）
次 の各 号のいずれかに該当する場合は、当該指定漁業の許可又は起業の認可は、その効力を失う。

指定漁業の許可を受けた船舶（母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。次号及び第三号において同じ。）を当該指定漁業 に使 用す るこ とを 廃止

指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し又は沈没したとき。

したとき。
二

指定漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

次の各号の いず れか に該 当する場合は、当該母船と同一の船団に属する独航船等の全部又は当該独航船等と同一の船団に属する母船に係る母船式漁業

三

一

第六十 二条 の二

２

一

母船式漁業の許可又は起業の認可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部が滅 失し又は沈没したとき。

母船式漁業の許可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部を当該母船式漁業に使用することを廃止したとき。

の許 可又 は起 業の 認可 は、その効力を失う。

二

母船式漁業の許可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船 等の 全部 を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その母船又は独航船等の全部を使用す

母船 又は 同一 の船 団に 属する独航船等の全部に係る母船式漁業の許可又は起業の認可が次条第一項若しくは第二項又は第六十三条において準用する

る権利を失つたとき。

三

四

第 三十 九条 第二 項の規定により取り消されたとき。

農林水産大臣は、 指定 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が第五十六条第一項第二号又は第五十七条第一項各号（第四号を除く。）の

（適格性の喪失等による許可等の取消し）
第六十二条の三
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２

３

いずれかに該当することとなつたとき は、 当該 指定 漁業 の許 可又は起業の認可を取り消さなければならない。

農 林水 産大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が第五十七条第一項第四号に該当することとなつたときは、当該指 定漁 業の 許可 又は 起業
の認可を取り消すことができる。

前二項の規定による許可又は起業の認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公 開により行わなければならない。

許 可証 の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

（許可証の書換え交付等）
第六十 二条 の四

（準用規定）

指定漁業の許可又は起業の認可に関しては、第三十 四条 第一 項（ 漁業 権の制限又は条件）、第三十五条（休業の届出）、第三十七条第一項及

農林水産大臣は、第一項におい て準 用する第三十九条第十三項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条の規定にかかわらず、聴

聴聞を行わなければならない。

は停止の命令をしようとするときは、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の 規定 によ る意 見陳 述のための手続の区分にかかわらず、

農林水産大臣は、前項において準用する第三十四条第一項又は第三十九条第一項若しくは第二項の規定 によ る制 限若 しくは条件の付加又は変更若しく

あるのは 「そ の許 可の 取消 しの日」と読み替えるものとする。

処分」と、同法第十二条中「第十 条第 五項 」と ある のは 「漁業法第六十三条において準用する同法第三十九条第一項」と、「同条第四項の告示の日」と

調整委員会への諮問）並びに第三十七条第四項（意見の聴取）」と ある のは 「第十項」と、同条第十五項中「地方税の滞納処分」とあるのは「国税滞納

項中「都道府県知事が海区漁業調整委員会の意見を聴いて」とあるのは「農林水産大臣が」と、 同条第十四項中「第十項、第三十四条第二項（海区漁業

項中「漁業調整」とあるのは「水産動植物の繁殖保護、漁業調整」と、同条第六項、第十項及び第十三項中「都道府県」とあるのは「国」と、同条第八

三十 四条 第一 項中 「公 益上必要があると認めるときは、免許をするにあたり、」とあるのは「公益上必要があると認めるときは、」と、第三十 九条 第一

法律第三百十三号）第十二条（漁 業従 事者 に対する措置）の規定を準用する。この場合において、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第

び第二項、第三十九条第一項、第二項、第六項から第十項まで及び第十三項から第十五項まで（漁業権の取消し）並びに水産資源保護法（昭和二十六年

第六十三条

２

３
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４

聞を行わなければならない。

第 一項 において準用する第三十四条第一項、第三十七条第一項又は第三十九条第一項、第二項若しくは第十三項の規定による処 分に 係る 聴聞 の期 日に
おける審理は、公開により行わなければならない。

漁業調整

農林水産大臣は、毎年 少な くと も一回、水産政策審議会に対し、指定漁業の許可及び起業の認可の状況を報告するものとする。

（水産政策審議会に対する報告）
第六十四条

第四 章

（漁業調整に関する命令）

農林水産大臣又は都道 府県 知事 は、 漁業 取締 りその他漁業調整のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定める

農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業取締りその他漁業調整の ため 、次 に掲 げる 事項 に関して必要な農林水産省令又は規則を定めることができる。

受けなければならないこととすることができる。

もの に限 る。 ）を 禁止 し、又はこれらの漁業について、農林水産省令若しくは規則で定めるところにより、農林水産大臣若しくは都道府県知事 の許 可を

ものの採捕を目的として営む漁業 若し くは 特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業（水産動植物の採捕に係る

第六十五条

２

水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止（前項の規定 によ り漁 業を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受

水産 動植 物若 しく はそ の製品の販売又は所持に関する制限又は禁止

一

二

漁具又は漁船に関する制限又は禁止

けなければならないこととすることを除く。）

三

前項の規定による農林水産省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。

漁業者の数又は資格に関する制限

３

前項の罰則に規定することがで きる 罰は、農林水産省令にあつては二年以下の懲役、五十万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則

四

４
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にあつては六月以下の懲役、十万円以 下の 罰金 、拘 留若 しく は科料又はこれらの併科とする。

第 二項 の規定による農林水産省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船及び漁具その他水産動植 物の 採捕 の用 に供 され

６

都道府県知事は、第一項及び第 二項 の規 則を定めようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

農林水産大臣は、第一項及び第二項の農林水産省令を定めよ うとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

５

る物の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に 関す る規 定を 設けることが

７

都 道府 県知 事は 、第 一項及び第二項の規則を定めようとするときは、第八十四条第一項に規定する海面に係るものにあつては関係海区漁業調整委 員会

できる。

８

の意 見を、内水面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。

（許可を受けない中型まき網漁業等の禁止）

中型まき網漁業、小型 機船 底び き網 漁業 、瀬 戸内海機船船びき網漁業又は小型さけ・ます流し網漁業を営もうとする者は、船舶ごとに都道府

「中型まき網漁業」とは、総トン数五トン以上四十トン未満の船舶によりまき網を使用して行う漁業（指定漁業を除く。） をい い、 「小型機船底びき

県知事の許可を受けなければなら ない 。

第六十六条

２

網漁業」とは、総トン数十五トン未満の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいい、「瀬戸内海機船船びき網漁業」とは、瀬戸内海（第百十条

第二項に規定する瀬戸内海をいう。）において総トン数五トン以上の動力漁船により船びき網を 使用して行う漁業をいい、「小型さけ・ます流し網漁業

」とは、総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用して さけ 又は ますをとる漁業（母船式漁業を除く。）をいう。

農林水産大臣は、漁業調 整のため必要があると認めるときは、都道府県別に第一項の許可をすることができる船舶の隻数、合計総トン数若しくは合計

農林水産大臣は、前項の規定により最高限度を定めようとするときは、関係都道府 県知 事の意見を聴かなければならない。

３

馬力数の 最高 限度 を定 め、 又は海域を指定し、その海域につき同項の許可をすることができる船舶の総トン数若しくは馬力数の最高限度を定めることが

４

都道府県知事は、第三項の規定により定められた最高限度を超える船舶については、第一項の許可をしてはならない。

できる。

５
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（海区漁業調整委員会又は連合海区漁 業調 整委 員会 の指 示）

海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切に し、 漁場 の使 用に 関す

前項の規定による海区漁業調整委員会の指示が同項の規定に よる連合海区漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該海区漁業調整委員会の指示は

数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。

る紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関す る制 限又 は禁 止、漁業者の

第六十 七条

２
、抵触する範囲においてその効力を有しない。

都 道府 県知 事は 、海 区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会に対し、第一項の指示について必要な指示をすることができる。この場合には 、都

第一項の場合において、都道府県知事は、その指示が妥当でないと認めるときは、その全部又 は一 部を取り消すことができる。

３

４

第一項の規定による指示については、第十一条第六項の規定 を準 用す る。 この 場合において、同項中「都道府県知事」とあるのは「海区漁業調整委員

道府 県知事は、あらかじめ、農林水産大臣に当該指示の内容を通知するものとする。

５

前項におい て準 用す る第 十一条第六項の規定による指示に従つてされた第一項の指示については、第四項の規定は適用しない。
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会又は連合海区漁業調整委員会」と読み替えるものとする。
６

農林水産大臣は、第五項において準用する第十一条第六項の規定により指示をしようとするときは、あらかじめ、関係都道 府県 知事 に当該指示の内容

都道府県知事は、前項の申請を受けたときは、その申請に係る者に対して、異議があれば一定の期間内に申し出るべき旨を 催告 しな けれ ばな らな い。

従うべきことを命ずべき旨を申請 する こと がで きる 。

第一項の指示を受けた者がこれに従わないと きは 、海 区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対して、その者に当該指示に

ない。

を通知しなければならない。ただし、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十条の六第一項の規定による通知をした場合は、この限りで

７

８

９

前 項の 期間 は、 十五日を下ることができない。

第九項の場合において、同項の期間内に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは、都道府県知事は、第八項の申請に係る者に対し、

都道府県知事が前項の規定による命令をしない場合には、第 十一 条第 六項 の規定を準用する。

第一項の指示に従うべきことを命ずることができる。

11 10
12

広域漁業調整委員会は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り 、漁 業権 又は入漁権（第百三十六条の規定

（広域漁業調整委 員会 の指 示）
第六十八条

により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う漁場に係る漁業権又は入漁権に限る。）の 行使 を適 切に し、 漁場 （同条の規定により農林水産大臣

が自ら都道府県知事の権限を行うものに限る。）の使用に関する紛争の 防止 又は 解決 を図 り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係

者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止 、漁 業者 の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。

前 条第 一項 の規 定に よる海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示が前項の規定による広域漁業調整委員会の指示に抵触するときは 、当

農林水産大臣は、広域漁業調整委員会に対し、第一項の指示について必要な指示をすることが でき る。

２

３

第一項の規定による指示については、前条第四項及び第八項 から 第十 一項 まで の規定を準用する。この場合において、同条第四項、第八項、第九項及

該海 区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。

４

び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第八項中「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」とあるのは「広域漁

削除

業調整委員会」と読み替えるもの とす る。

第六十九条から第七十一条まで

都道府県知事は 、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命ずることができる。

（漁場又は漁具の標識）
第七十二条

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第四条の水面に通ずるものには、 命令 をも つて 第六十五条（漁業調整に関する命

（公共の 用に 供し ない 水面 ）
第七十三条

令）の規定及びこれに係る罰則を適用することができる。

（漁業監督公務員）
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第七十四条

漁業監督官の資格について必要な事項は、政令で定める。

農林水産大臣又は都道府県知事は、所部の職員の中から漁業監督官又は漁業監督吏員を命じ、漁業に関する法令の励行に関する事務をつかさ

２

漁業監督官又は漁業監督吏員は、必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事 務所、倉庫等に臨んでその状況若しくは帳簿書類その他の物件

どらせる。

３

４

漁 業監 督官 及び 漁業 監督吏員であつてその所属する官公署の長がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議を して

漁業監督官又は漁業監督吏員が その 職務 を行う場合には、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。

を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

５

指名 したものは、漁業に関する罪に関し、刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）の規定による司法警察員として職務を行 う。

（漁業監督官と漁業監督吏員の協力）

農林水産大臣は、 捜査 上特 に必 要が ある と認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の漁業監督吏員を漁業

都道府県知事は、捜査上特に必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、特定の事件に つき 、漁 業監 督官 の協力を申請することができる。この

を受 ける もの とす る。

監督官に協力させるべきことを求 める こと ができる。この場合においては、当該漁業監督吏員は、捜査に必要な範囲において、農林水産大臣の指揮監督

第七十四条の二

２

場合においては、農林水産大臣は、適当と認めるときは、当該漁業監督官を協力させるものとす る。

漁業監督吏員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、農林水産大臣の許可を受 けた とき は、 当該 都道 府県

（漁業監督吏員と都道府県の区域 ）
第七十四条の三

の区域外においても、その職務を行うことができる。

この章に規定する 農林 水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

（都道府県が処理する事務）
第七十四条の四
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第五章

削除

総則

削除

漁業調整委員会等

第七十五条から第八十一条まで

第六章

第一節

（漁業調整委員会）
漁業調整委員会は、海 区漁 業調 整委 員会 、連 合海区漁業調整委員会及び広域漁業調整委員会とする。

海区漁業調 整委 員会 は都 道府県知事の監督に、連合海区漁業調整委員会はその設置された海区を管轄する都道府県知事の監督に、広域漁業調整委員会

第八十二条
２
は農 林水 産大 臣の 監督 に属する。

漁業調整委員会は、その設置された 海区 又は 海域の区域内における漁業に関する事項を処理する。

（所掌事項）
第八十三条

海区漁業調整委員会

海区漁業調整委員会は、海面（農林水産大臣が指定する湖沼を含む。第百十八条第二項において同じ。）につき農林水産大臣が定める海区に

第二節

（設置）
第八十四条
置く。
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２

農林水産大臣は、前項の規定により湖沼を指定し、又は海区を定めたときは、これを公示する。

（構成）
海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

海区漁業調整委員会に会長を置く。会長は、委員が互選する 。但し、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が第三項第二号の委

第八十五条
２
員の中からこれを選任する。
委 員は 、次 に掲 げる 者をもつて充てる。

次条の規定により選挙権を有する者が同条の規定により被選挙権を有する者につき選挙した者九人（農林水産大臣が指定する 海区 に設 置さ れる 海区

都道府県知 事は 、専 門の 事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

３
一
漁業調整委員会にあつては、六人）

学識経験がある者及び海区内の公益を代表すると認められる者の中から都道府県知事 が選任した者六人（前号に規定する海区漁業調整委員会にあつ

４

専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。

二

５

委員会には、書記又は補助員を置くことができる。

ては、四人）

６

（選挙権及び被選挙権）

海区漁業調整委 員会が設置される海区に沿う市町村（海に沿わない市町村であつて、当該海区において漁業を営み又はこれに従事する者が相

都道府県知事は、当該海区の特殊な事情により、当該海区漁業調整委員会の意見をきいて、特定の漁業につき、前項の漁業者又は漁業従事者の範囲を

業調整委員会の委員の選挙権及び被選挙権を有する。

つて、一年に九十日以上、漁船を使用する漁業を営み又は漁業者のために漁船を使用して行う水産動植物の採捕若しくは養殖 に従 事す るものは、海区漁

当数その 区域 内に 住所 又は 事業場を有している等特別の事由によつて農林水産大臣が指定したものを含む。）の区域内に住所又は事業場を有する者であ

第八十六条

２

拡張し、又は限定することができる。
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３

海区漁業調整委員会の委員又は漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の役員であつてその委員又は役員に就任する際第一項又は前項の規定による

海区漁業調整委員 会の 委員 の選挙権及び被選挙権を有していたものは、在任中行われる選挙又は退任後最初に行われる選挙については、前二項の規定に
より選挙権及び被選挙権を有しない場合であつても、選挙権及び被選挙権を有するものとみなす。

（欠格者）

年齢満十八年未満の者

次の各号のいずれかに 該当 する 者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

一

公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第十一条第一項（選挙権及び被選挙権を有しない者）に規定する者

裁判官、検察官、会計検査官、収税官吏、警察官及び公安委員会の委員は、在職中、海区漁業 調整 委員 会の 委員 の候補者となることができない。

いて 、海 区漁 業調 整委 員会の委員の候補者となることができない。

選挙管理委 員会 の委 員及 び職員、投票管理者、開票管理者、選挙長並びに選挙事務に関係のある地方公共団体の職員は、在職中、その関係区域内にお

権を有しない。

はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年 を経過したものは、当該五年を経過した日から五年間、被選挙

公職選挙法第三条（公職の定義）に規定する公職にある間に犯した同法第十一条第一項第四号 に規 定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又

二

第八十七条

２

３

４

海区漁業調整委 員会の委員の選挙に関する事務は、地方自治法第百八十一条に規定する都道府県の選挙管理委員会が管理する。

（選挙事務管理者）
第八十八条

（選挙人名簿）

第八十六条第一項の市町村（以下この条において単に「市町村」という。 ）の 選挙管理委員会は、政令の定めるところにより、申請に基づい

前項の場合において申請がない とき 、又は申請に錯誤若しくは遺漏があるときは、市町村の選挙管理委員会は、職権で選挙人名簿に登載し、又は申請

て、毎年九月一日現在で選挙人の選挙資格を調査し、海区漁業調整 委員 会選 挙人 名簿 を調 製しなければならない。

第八十九条

２
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選 挙人 の年齢は、選挙人名簿確定の期日で算定する。

を補正することができる。
３

選挙人名簿には、選挙人の氏名及び生年月日（法人にあつては名称）並びに住所（当該地区内に住所がない 場合 には 事業場）等を記載しなければなら

市町村の選挙管理委員会は、毎年十月二十日から十一月三日 までの間、市役所、町村役場又は当該選挙管理委員会が指定した場所において、選挙人名

ない。

４

５

簿を選挙人の縦覧に供しなければならない。この場 合に おい て、当該選挙管理委員会は、縦覧開始の日前三日までに縦覧の場所を告示しなければならな

選挙人名簿は、十二月五日をもつて確定する。

い。
６

選挙人名簿は、次年の十二月四日まで据えおかなければならない。ただし、市町村の選挙管理 委員 会は、選挙人名簿に登載されている者が死亡したと

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村と同一の海区に沿う他の市町村の選挙人名簿に登載さ れて いる 者を 当該 市町村の選挙人名簿に登載したときは

場合 には 、前 項た だし 書の規定に該当する場合を除くほか、直ちに選挙人名簿にその旨の表示をしなければならない。

市町村の選 挙管 理委 員会 は、選挙人名簿に登載されている者が当該市町村の選挙人名簿に登載される資格を有せず、又は有しなくなつたことを知つた

なければならない。

きは直ちに修正するものとし、選挙人名簿に登載されている者が確定判決により修正すべ きものとなつたときは直ちに修正するとともにその旨を告示し

７

８

９

、直ちにその旨を関係のある市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

（投票）
選挙は、投票によつて行う。

投票は、一人一票に限る。

第九十条
２

投票は、選挙人が自ら投票所に行き、投票用紙に候補者一人の氏名（法人にあつて は名 称。以下同じ。）を自書して行わなければならない。但し、法

投票用紙には、選挙人の氏名を 記載 してはならない。

人にあつては、その指定する者が行うものとし、この場合において 必要 な事 項は 、政 令で 定める。

３

４
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（投票の無効）

所定の用紙を用いないもの

次に掲げる投票は、無効とする。

一

候補者でない者又は第八十七条第三項若しくは第四項若しくは第九 十四 条に おい て準 用する公職選挙法第二百五十一条の二第一項及び第四項の規定

第九十一条

二

六

五

四

三

どの候補者を記載したのか確認できないもの

候補者の氏名を自書しないもの

候補者の氏名以外の事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この 限り でな い。

被選挙権のない候補者の氏名を記載したもの

二人以上の候補者の氏名を記載したもの

により候補者となることができない者の氏名を記載したもの。

七

次に掲げる事由の一が生じた場合において、第九十四条において準用する公職選挙法 第九 十五 条第 一項 ただし書の得票者であつて当選人とな

（当 選人 に不 足を 生じ た場合）
第九十二条

らなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければなら ない。ただし、その者が選挙の期日以後において被選挙

権を有しなくなつたとき、又は第九十四条において準用する同法第 二百 五十 一条の二第一項及び第四項の規定により当該選挙に係る同条第一項第一号、

第三号及び第四号に掲げる者の選 挙に 関す る犯 罪に よつ て当該選挙に係る選挙の行われる区域において行われる海区漁業調整委員会の委員の選挙におい

て海区漁 業調 整委 員会 の委 員の候補者となり若しくは海区漁業調整委員会の委員の候補者であることができない者となつたときは、これを当選人と定め

二

一

第九十四条において準用する公職選挙法第 二百 二条 第一 項、第二百三条、第二百六条第一項又は第二百七条の規定による異議の申出又は訴訟の結果

当選人が第九十四条において準用する公職選挙法第九十九条、 第百 三条 第二 項若 しく は第四項又は第百四条の規定により当選を失つたとき。

当選人が当選を辞したとき、又は死亡者であるとき。

ることができない。

三
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２

３

４

四
当選人が選挙に関する犯罪により刑に処せられ当選が無効となつたとき。

第九十四条に おい て準 用する公職選挙法第二百五十一条の二第一項の規定により当選人の当選が無効となつたとき。

、当選人がなくなり、又は当選人がその選挙における委員の定数 に達しなくなつたとき。

五

前項各号に掲げる事由の一が生じた場合において、前項の規定により当選人を定めるこ とができないとき、又は前項の規定により当選人を定めてもな

おその数が不足するとき（第八十五条第三項第一号の委員の任期満了前 二箇 月以 内に 当選 人に不足を生じ、その不足数が委員の欠員の数とあわせて二人

以下である場合を除く。）は、都道府県の選挙管理 委員 会は 、選挙の期日を定めてこれを告示し、更に選挙を行わせなければならない。但し、同一人に

関して前項各号に掲げるその他の事由により、又は次条第二項の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

第九十四条において準用する公職選挙法第二百二条第一項、第二百三条、第二百六条第一項又は第二百七条の規定による異議の申出期間、異議の決定
が確定しない間又は訴訟が裁判にかかつている間は、前項の選挙は行うことができない。
当選人がないとき、又は当選人がその選挙における委員の定 数に 達し ない とき もまた前二項に同じである。

（委員に欠員を生じた場合）

第八十五条第三項第一号の委員に欠員を生じた場合において、第九十四条において準用する公職選挙法第九十五条 第一 項但 書の得票者であつ

前条第三項の規定は、前項の選挙に準用する。

の期日を告示したときは、この限りでない。

選挙管理 委員 会は 、選 挙の 期日を定めてこれを告示し、選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関して前条第二項又は第四項の規定により選挙

が不足するとき（委員の任期満了 前二 箇月 以内 に委 員に 欠員を生じ、その数が当選人の不足数とあわせて二人以下である場合を除く。）は、都道府県の

前項の委員に欠員を生じた場合において、前 項の 規定 により当選人を定めることができないとき、又は前項の規定により当選人を定めてもなおその数

書の規定を準用する。

て当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。この場合においては、前条第一項但

第九十三条

２

３

（公職選挙法の準用）
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第九十四条

公職選挙法第八条（特定地域に関する特例）、第十条第二項（被選挙人の年齢の算定方法）、第十七条（投票区）、第十八条（第一項ただし

書を除く。）（開 票区 ）、 第二十四条、第二十五条、第三十条（選挙人名簿）、第三十三条、第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項（選挙期日

）、第六章（投票）（第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項及び第四項、第三十八条第四項、第四十条、第四十六条、 第四 十六 条の 二、第四十九

条第四項から第九項まで並びに第四十九条の二の規定を除く。）、第七章（開票）（第六十一条 第三 項及 び第 四項 、第 六十二条第三項から第五項まで及

び第八項ただし書、第六十八条、第六十八条の二第二項、第三項及び第 五項 並び に第 六十 八条の三の規定を除く。）、第八章（選挙会及び選挙分会）（

第七十五条第二項、第七十七条第二項及び第八十一 条の 規定 を除く。）、第八十六条の四第一項、第二項、第五項及び第九項から第十一項まで、第八十

六条の八、第九十条、第九十一条第二項（候補者）、第十章（当選人）（第九十五条の二から第九十八条まで、第九十九条の二、第百条第一項から第三

項ま で、第七項及び第八項、第百一条から第百一条の二の二まで並びに第百八条第二項の規定を除く。）、第百十一条第一項及び 第二 項（ 欠け た場 合の

通知）、第百十六条（議員又は当選人が全てない場合の一般選挙）、第百十七条（設置選挙）、第百二十九条 、第 百三 十条、第百三十一条第一項及び第

二項、第百三十二条から第百三十七条まで、第百三十七条の三、第百三十八条、第百四十 条の二、第百四十八条の二、第百六十一条第一項、第三項及び

第四項、第百六十四条の六、第百六十六条、第百七十八条（選挙運動）、第十五章（争訟）（第二百二条第二項、第二百四条、第二百五条第五項、第二

百六条第二項、第二百八条、第二 百九 条の 二第二項、第二百十一条第二項、第二百十六条及び第二百二十条第四項の規定を除く。）、第十六章（罰則）

（第 二百 二十 四条 の三 、第二百三十五条の二第一号及び第二号、第二百三十五条の三、第二百三十五条の四、第二百三十五条の六、第二百三十 六条 第二

項、第二百三十六条の二、第二百三十八条の二、第二百三十九条第一項第四号及び第二項、第二百三十九条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四

十二条第二項、第二百四十二条の二、第二百四十三条第一項第一号及び第二号から第九号まで並 びに第二項、第二百四十四条第一項第一号から第五号の

二まで、第七号及び第八号並びに第二項、第二百四十六条から第二 百五 十条 まで、第二百五十一条の二第二項、第三項及び第五項、第二百五十一条の三

、第二百五十一条の四、第二百五 十二 条の 二、 第二 百五 十二条の三、第二百五十五条第三項から第六項まで並びに第二百五十五条の二から第二百五十五

条の四ま での 規定 を除 く。 ）、第二百六十四条の二（行政手続法の適用除外）、第二百七十条第一項本文（選挙に関する届出等の時間）、第二百七十条

の二（不在者投票の時間）、第二百七十条の三（選挙に関する届出等の期限）、第二百七十二条（命令への委任）並びに附則 第四 項及 び第五項の規定は

、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除 くほ か、 海区 漁業 調整委員会の委員の選挙について準用

する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表 の中 欄に 掲げ る字 句は 、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第二十四条第一項

第十条第二項

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間

選挙人名簿の登録に関し不服がある

前項各号

漁業法第八十九条第五項に定める縦 覧期 間内

選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認める

漁業法第八十七条第一項第一号

二十日

又は期日
三日

直ちに選挙人名簿を修正し

公職選挙法

一の選挙人名簿に係る脱漏又は誤載を

漁業法 第九 十四 条に おい て準 用する公職選挙法

第二十四条第二項

その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し

第二十四条第三項

一の第二十四条第一項各号に定める期 間又 は期 日に 異

、又 は選挙人名簿から抹消し

第二十五条第四項

議の申出を行うことができる一の市町村の選挙管理委

第三十四条第四項第四号

第三十四条第四項第二号

第三十四条第一項

第三十三条第三項

第三 十条 第二 項

第百十六条

第百十一条第一項

第二百五十四条

第百九条第六号

第二百十条第一項

第百九条第五号

第百十六条

地方自治法第六条の二第四項又は第七条第七項の告示

調製の期日及び異議の申出期間

第四十五条第一項

漁業法第九十四条において準用する第百十六条

漁業法 第九十四条において準用する第百十一条第一項

漁業法第九十四条において準用する第二百五十四条

漁業法第九十二条第一項第五号

漁業法第九十四条において準用する第二百十条第一項

漁業法第九十二条第一項第四号

漁業法第九十四条において準用する第百十六条

漁業法第八十四 条第 二項 の公 示

調製、縦覧及び確定に関する期日及 び期 間

員会が行う選挙人名簿の登録 に関 し

第三十四条第四項第六号

第四 十五 条第 一項 、第 四十六条第一項から第三項まで

第三十四 条第 四項第三号

第四十一条の二第五項
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及び第四十八条第二項

第四十六条第一項から第三項まで、第 五十 条第 四項 及

第五十六条において同じ。）

又は 当該事項を記載した書類。次項、第五十五条及び

選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項

磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当 該

抄本（当該選挙人名簿が第十 九条 第三 項の 規定 により

第四十一条の二第六項（同条第七 前二条
項の規定により読み替えて適用す
る場合を含む。）
第四十四条第二項

第四十八条第一項
び第五項並びに第六十八条
第四十八条の二第一 項第 一号 、第 総務省令

、第四十八条第二項及び漁業法第九十条第三項
前条

抄本

漁業法第九十条第三項及び第九十一条

第四十八条の二第五項

第三十九条から第四十一条まで

第四十六条第一項から第三項まで

第四十八条、第五十条及び漁業法第九十条第三項

第三十九条、第四十一条

漁業法第九十条 第三 項

農林水産省令

第四十八条の二第六項

第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第

二号 及び 第四 号

第四十九条第一項及び第二項

第六十八条

漁業法 第九十一条第七号

漁業法第九十一条

五十条

前条第一項第八号

第六十二条第一項、第二項、第六項、第七項、第八項本文、

第四十九 条第 三項

第六十八条の二第一項

第六十二条

第六十七条

第七十六条

第九項及び第十項
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第九十条

第八十六条の八第二項

第八十八条又は第八十九条

前条

第二百五十一条の二第一項各号

条又は政治資金規 正法 第二十八条

第十 一条 第一 項、第十一条の二若しくは第二百五十二

漁業法 第八 十七条第三項又は第四項

第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号

十四条において準用する第二百五十二条

漁業法第八十七条第一項第二号若しくは第二項又は同法第九

第百十六条

第百十一条第二項

第百 十一条第一項

第八十八条に掲げる者

第百十三条

第百十条（選挙の一部無効に係る部分 を除 く。 ）又 は

次条

その地方公共団体の議会の議長から

漁業法第八十七条第四項に掲げる者

漁業法第八十七条第三項に掲げる者

項

漁業法第九十二条第二項若しくは第四項又は第九十三条第二

漁業法 第九 十三 条第 一項

その海区漁業調整委員会の会長から

第八十六条の八第一項

第九十一条第二項

第九 十六 条、 第九 十七 条、第九十七条の二又は第百十

第百三十五条第一項
次に掲げる者

漁業法第九十四 条に おい て準 用する第二百五十二条

漁業法第九十二条第一項又は第九十三条第一項

第百三条第二項及び第四項

第百 三十 六条

第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条

第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号に掲げる者が

二条

第百三十七条の三

第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに 掲

若しくは第二百二十三条の二 第二 項

場合

又は第二百二十三条の二第二項

に処せられた場合
第二百五十一条の二第一項第一号から第三号までに掲
げる者若しくは出納責任者
第二 百五 十一 条の 二第 一項第一号から第三号までに掲

第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号に掲げる者

第二百五十一条の二第一項第一号若 しく は第 三号 に掲 げる 者

場合又は 出納 責任 者が 第二百四十七条の規定により刑

げる者が

第二百十条第一項

第二百十条第二項
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若しくは第二百二 十三 条の二第二項
場合

又は第二百二十三条の二第二項

げる者

場合又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑

第二百十一条第一項
本章 に規 定す る異 議の 申出

第二百五十一条の二第一項各 号

漁業法第九十四条において準用する第十五章に規定する異議

第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号

に処せられた場合

第二百十二条第一項

第二百二十二条第三項

第二 百二十一条第三項

第二百二十一条第三項各号

前条第三項各号

次の各号

第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号

第二百二十一条第三項第一号、第二号及び第四号

前条第 三項 第一 号、 第二 号及 び第四号

第一号、第二号及び第四号

の申出

第二百二十三条第三項

第二百五十一条の二第一項各号

漁業法第九十四条において準用する 第百 三十 五条 又は 第百 三

第二百二十三条の二第二項
第二百二十四条の二

第百三十五条又は第百三十六条

この章に掲げる罪（第二百三十五条の六、第二百三 十

二百四 十五 条の 罪を 除く。）

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪（第

ら第九号まで、第二百四十八 条、 第二 百四 十九 条の 二
第三項か ら第 五項 まで 及び第七項、第二百四十九条の
三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項
及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の
三並びに第二百五十三条の罪を除く。）
次の 各号

第一号、第三号及び第四号

六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号か

十六条

第二 百四 十一 条第二号

第二百五十一条

第二百五十一条の二第一項
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この章に掲げる罪（第二百三十六条の二第二項、第二

第四号及び第五号

二百四十五条の罪を除く。）

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪（ 第

第四号

この 章に 掲げ る罪 （第 二百五十三条の罪を除く。）

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪（第

第二百五十二条第一項
百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百
四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三

第二百五十二条第二項

この章に掲げる罪（第二百三十五条の六、第二百三十

及び第二百五十三条の罪を除く。）

第二百五十三条の二 第一 項

二百四十五条の罪を除く。）

この章に掲げる罪（第二百三十五条の六、第二百三 十

第二百五十一条の二第一項各号

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪（第

第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号

三並 びに 第二 百五 十三 条の罪を除く。）

及び第三項、第二百五十二条 の二 、第 二百 五十二条の

三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項

第三項から第五項まで及び第七項、第二百四十九条の

ら第九号まで、第二百四十八条、第二百四十九条の二

六条 の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号か

第二百五十四条

二百四 十五 条の 罪を 除く。）

第二百五十一条の二第一項第一号、第三号及び第四号

六条の二、第二百四十五条、第二百四十六条第二号か
ら第九号まで、第二百四十八 条、 第二 百四 十九 条の 二
第三項か ら第 五項 まで 及び第七項、第二百四十九条の
三、第二百四十九条の四、第二百四十九条の五第一項
及び第三項、第二百五十二条の二、第二百五十二条の
三並びに第二百五十三条の罪を除く。）
第二百五十一条の二第一項各号
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若しくは第二百二 十三 条の二第二項

第二 百五 十一 条の二第一項第一号から第三号まで

ときは

又は第二百二十三条の二第二項

第二百五十一条の二第一項第一号又は第三号

この法律

漁業法第九十四条において準用する第十五章

漁業法

第二百五十四条の二第一項

とき又は出納責任者が第二百四十七条の規定により刑

第二百六十四条の二
第十 五章

に処せられたときは

第二百七十条の三

委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。

（兼 職の禁止）
第九十五条

委 員は 、正 当な 事由がなければ、その職を辞することができない。

（委員の辞職の制限）
第九十六条

委員が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失 う。 その 被選 挙権 の有 無は、委員が第八十七条第一項第二号若しくは第二項又は第九

（被選挙権の喪失による委員の失職）
第九十七条

十四条において準用する公職選挙法第二百五十二条の規定に該当す るた め被 選挙権を有しない場合を除くほか、委員会が決定する。この場合において、
被選挙権を有しない旨の決定は、 出席 委員 の三 分の 二以 上の多数によらなければならない。

前項の場合においては、委員は、第百二条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関して弁明することはで きる が、 決定 に加 わる こと

第一項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけて本人に交付しなけ れば ならない。

２

３

第一項の規定による決定に不服がある者は、前項の交付を受けた日から三十日以内に、委員会を被告として裁判所に出訴することができる。この期間

はできない。

４

は、不変期間とする。
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５

委員は、第九十四条において準用する公職選挙法第十五章の規定による異議の申出若しくは訴訟の提起に対する決定若しくは判決又は本条第一項若し
くは前項の規定に よる 決定 若しくは判決が確定するまでは、その職を失わない。

（就職の制限による委員の失職）

委員が地方自治法第百八十条の五第六項の規定 に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、第八十五条第

前条第二項（委員の弁明）の規定は第八十五条第三項第一号の委員に、前条第三項（決定書の交付）及び第四項（出訴）の規定は委員会及び都道府県

以上の多数によらなければならない。

三項第一号の委員にあつては委員会、同項第二号の 委員 にあ つては都道府県知事が決定する。この場合において、委員会の決定は、出席委員の三分の二

第九十七条の二

２
知事の決定に準用する。

委 員の 任期 は、 四年とする。

（委員の任期）
第九十八条

第八十五条第三項第一号の委員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、委員の任期満了の日前に一般選挙を行つた場 合に おい ては、前任者の任

補欠委員は、前任者の残任期間在任する。

２

３

委員は、その任期が満了しても、後任の委員 が就 任す るまでの間は、なおその職務を行う。

期満了の日の翌日から起算する。

４

（委員の 解職 の請 求）

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一以上の者の連署をもつ て、 その 代表 者から、都道府県の選挙管理委員

前項の選挙権を有する者とは、選挙人名簿確定の日においてこれに登載された者とし、その総数の三分の一の数は、都道府県の選挙管理委員会におい

会に対し、委員の解職を請求することができる。

第九十九条

２

て、選挙人名簿確定後直ちに告示しなければな らな い。
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５

４

３

政令で特別の定をするものを除く外、委員の選挙に関する規定は、第三項の規定による解職の投票に準用す る。

委 員は 、前項の規定による解職の投票において過半数の同意があつたときは、その職を失う。

第一項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、これを選挙権を有する者の投票に付さなければならない。

都道府県知事は、特別の事 由が ある ときは、第八十五条第三項第二号の委員を解任することができる。

（委員の解任）
第百条

（委 員会の会議）

議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会 長の 決す ると ころ による。

海区漁業調整委員会は、定員の過半数にあたる委員が出席しなければ、会議を開くこと がで きない。

２
海区漁業調整委員会の会議は、 公開 する 。

第百一条

３

会長は、議 事録 を作 成し 、これを縦覧に供しなければならない。

委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事件については、議事にあずかることができない。但し、 海区 漁業 調整委員会の承認

４
第百二条

があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
削除

連合海区漁業調整委員会

第百三条及び第百四条

第三節

（設置）

都道府県知事は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、二以上 の海 区の区域を合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことが

農林水産大臣は、必要があると 認め るときは、都道府県知事に対して、連合海区漁業調整委員会を設置すべきことを勧告することができる。この場合

できる。

第百五条

２
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３

４

には、都道府県知事は、当該勧告を尊 重し なけ れば なら ない 。

都 道府 県知事が第一項の規定により連合海区漁業調整委員会を置こうとする場合において、その海区の一部が他の都道府県知事 の管 轄に 属す ると きは
、当該都道府県知事と協議しなければならない。

海区漁業調整委員会は、必要があると認めるときは、特定の目的のために、他の海区漁 業調整委員会と協議して、その区域と当該他海区漁業調整委員
会の区域とを合した海区に連合海区漁業調整委員会を置くことができる 。

前項の協議がととのわないとき は、 海区 漁業調整委員会は、これを監督する都道府県知事に対して、これに代るべき定をすべきことを申請することが

第三項又は前項の協議がととのわないときは、都道府県知事は、農林水産大臣に対して、これに代るべき定をすべきことを申請することができる。

５

６

前二項の規定により都道府県知事又は農林水産大臣が定をしたときは、その定めるところによ り協 議がととのつたものとみなす。

できる。この場合において、各海区漁業調整委員会を監督する都道府県知事が異なるときは、その協議によつて定める。

７

（構成）
連合 海区 漁業 調整 委員会は、委員をもつて組織する。

前項の委員の選任については、前条第三項に規定する場合及び同条第五項後段に規定する場合にあつては、当該都道府県知事と協議しなければならな

以下の人数を限り、委員を選任することができる。

整委員会を監督する都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二項の規定により選出される委員の外、学識経験がある 者の 中か ら、その三分の二

前条第一項の規定により連合海区漁業調整委員会を設置した都道府県知事又は同条第四項の規定により連合海区漁業調整委 員会 を設 置し た海 区漁 業調

都道府県知事が協議して、同条第 四項 に規 定す る場 合に あつては各海区漁業調整委員会が協議して定める。

委員の定数は、前条第一項に規定する場合に あつ ては 、同条第三項に規定する場合を除き、都道府県知事が、同条第三項に規定する場合にあつては各

選した者をもつて充てる。

、海区漁業調整委員会の数が第三項の規定による委員の定数をこえる場合にあつては、各海区漁業調整委員会の委員の中から一人を選出し、その者が互

委員は、その海区の区域内に設置された各海区漁業調整委員会の委員の中からその定めるところにより選出された各同数の 委員 をも つて充てる。但し

第百六条
２

３

４

５
い。
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８

７

６

前三項の場合には、前条第七項の規定を準用する。

第 三項 、第五項又は前項において準用する前条第五項の都道府県知事の協議がととのわないときは、前条第六項の規定を準用す る。

第三項の海区漁業調整委員会の協議がととのわないときは、前条第五項の規定を準用する。

前条第二項の規定により 選出 され た委員の任期及び解任に関して必要な事項は、各委員の属する海区漁業調整委員会の定めるところによる。

（委員の任期及び解任）
第百七条

第百六条第二項の規定により選出された委員は、海区漁業調整委員会の委員でなくなつ たと きは、その職を失う。

（委 員の失職）
第百八条

第八 十五 条第 二項 及び第四項から第六項まで（海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員）、第九十六条（委員の辞職の制限）

（準用規定）
第百九条

、第 九十 八条 第四 項（ 任期満了の場合）並びに第百条から第百二条まで（解任及び会議）の規定は、連合海区漁業調整委員会に準用する。この 場合 にお

いて、第八十五条第二項中「第三項第二号の委員」とあるのは「委員」と、同項及び同条第五項中「都道府県知事が」とあるのは「第百六条第四項の委

員の選任方法に準じて」と、第百条中「都道府県知事」とあるのは「第百六条第四項に規定する 都道府県知事」と、「委員を」とあるのは「委員をその
選任方法に準じて」と読み替えるものとする。

広域漁業調整委員会

太平洋に太平洋広域漁業調整委員会を、日本海・九州西海域に日本海・九州西広域漁業調整委員会を、瀬戸内海に瀬戸内海広域漁業調整委員会

第四節

（設置）
第百十条
を置く。
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２

前項の規定において「太平洋」、「日本海・九州西海域」又は「瀬戸内海」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く。）のうち

、それぞれ、太平 洋の 海域 、日本海及び九州の西側の海域又は瀬戸内海の海域（これらに隣接する海域を含む。）で政令で定めるものをいう。

（構成）
広域漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

二

一

学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人

太平洋の区域内において漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人

太平洋の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が都道県ごとに互選した者各一人

二

一

学識 経験 があ る者 の中から農林水産大臣が選任した者三人

日本海・九州西海域の区域内 にお いて 漁業を営む者の中から農林水産大臣が選任した者七人

日本海・九州西海域の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が道府県ごとに互選した者各一人

一

学識経験がある者の中から農林水産大臣が選任した者三人

瀬戸内海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が府県ごとに互選した者各一人

瀬戸内海広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

三

日本海・九州西広域漁業調整委員会の委員は、次に掲げる者 をも つて 充て る。

三

太平洋広域漁業調整委員会の委 員は 、次 に掲げる者をもつて充てる。

第百十一条
２

３

４

二

農林水産大臣は、広域漁業調整委員会の議決が法令に違反し、又は著しく不当であると認める とき は、 理由 を示してこれを再議に付すること

（議決の 再議 ）
第百十二条

ができる。ただし、議決があつた日から一月を経過したときは、この限りでない。

（解散命令）
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農林水産大臣は、広域漁業調整委員会が議決を怠り、又はその議決が法令に違反し、若しくは著しく不当であると認めて水産政策審議会が請

前項の規定による農林水産大臣の解散命令を違法であるとしてその取消しを求める訴えは、当事者がその処 分の あつ たことを知つた日から一月以内に

求したときは、そ の解 散を 命ずることができる。

第百十三条

２
提起しなければならない。この期間は、不変期間とする。

第 八十 五条 第二項及び第四項から第六項まで（海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員）、第九十六条（委員の辞職の 制限

（準用規定）
第百十 四条

）、 第九十八条第一項、第三項及び第四項（委員の任期）、第百条から第百二条まで（解任及び会議）並びに第百八条（委員の失 職） の規 定は 、広 域漁

業調整委員会に準用する。この場合において、第八十五条第二項中「第三項第二号の委員」とあるのは「太平 洋広 域漁 業調整委員会にあつては第百十一

条第二項第三号の委員、日本海・九州西広域漁業調整委員会にあつては同条第三項第三号 の委員、瀬戸内海広域漁業調整委員会にあつては同条第四項第

二号の委員」と、同項、同条第四項及び第五項並びに第百条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条中「第八十五条第三項第二号」と

あるのは「第百十一条第二項第二 号及 び第 三号、同条第三項第二号及び第三号並びに同条第四項第二号」と、第百八条中「第百六条第二項の規定により

雑則

選出 され た」 とあ るの は「第百十一条第二項第一号、同条第三項第一号又は同条第四項第一号の規定により互選した者をもつて充てられた」と 読み 替え
るものとする。

削除

第五節

第百十五条

漁業調整委員会又は水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁

（報告徴収等）
第百十六条

業者、漁業従事者その他関係者に対しその出頭 を求 め、 若し くは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして
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２

３

漁場、船舶、事業場若しくは事務所に つい て所 要の 調査 をさ せることができる。

漁 業調 整委員会又は水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認め ると きは 、そ の委 員又

は委員会若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは検査の障害 にな る物 を移 転し、若しく
は除去させることができる。

前項の場合には、第三十九条第六項から第十二項まで（損失 補償）の規定を準用する。この場合において、同条第六項、第十項及び第十一項中「都道

府県」とあるのは「広域漁業調整委員会又は水産政 策審 議会 にあつては国、その他の場合にあつては都道府県」と、同条第八項中「都道府県知事が海区

漁業調整委員会」とあるのは「広域漁業調整委員会又は水産政策審議会にあつては農林水産大臣がその委員会又は審議会の意見を聴き、その他の場合に
あつ ては都道府県知事が海区漁業調整委員会」と読み替えるものとする。

農林水産大臣は、広域 漁業 調整 委員 会及 び水 産政策審議会に対し、監督上必要な命令又は処分をすることができる。

（広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督）
第百十七条

（漁 業調 整委 員会 の費 用）

国は、漁業調整委員会（広域漁業調整委員会を除く。次項において同じ。）に関する 費用 の財 源に 充て るため、都道府県に対し、交付金を交

農林水産大臣は、前項の規定による都道府県 への 交付 金の交付については、各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及び海岸線の長さ

付する。

第百十八条

２

を基礎とし、海面の利用の状況そ の他 の各 都道 府県 にお ける漁業調整委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなけ
ればなら ない 。

この章に規定するもののほか、漁業調整委員会に関して必要な事項は、政令で定める。

（委任規定）
第百十九条
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第七章

土地及び土地の定着物の使用

漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、左に掲げる目的のために必 要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地を

（土地の使用及び立入等）
第百二十条

使用し、又は立木竹若しくは土石の除去を制限することができる。この 場合 にお いて 、都 道府県知事は、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他

一
魚見若しくは漁業に関する信号又はこれに必要な設備の建設

漁場の標識の建設

の権利を有する者にその旨を通知し、且つ、公告す るも のと する。

二

漁業者は、必要があ ると きは 、都 道府 県知 事の許可を受けて、特別の用途のない他人の土地に立ち入つて漁業を営むことができる。

漁業に必要な目標の保存又は建設

第百二十一条

漁業に関する測量、実地調査又は前二条の目的のために必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人 の土 地に 立ち入り、又は支

三

第百二十二条

障となる木竹を伐採し、その他障害物を除去することができる。

前三条の行為をする者は、あらか じめ その 旨を土地の所有者又は占有者に通知し、且つ、これによつて生じた損失を補償しなければならな

前項の場合には、第三十九条第七項、第十一項及び第十二項（損失補償）の規定を準用する。

い。

第百二十三条

２

漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、土地又は土地の定着物が海草乾場、船揚場、漁舎その他漁業上の施設として利用するこ

（土地及び土地の定着物の使用）
第百二十四条

とが必要且つ適当であつて他のものをもつて代 える こと が著 しく困難であるときは、都道府県知事の認可を受けて、当該土地又は当該定着物の所有者そ
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２

の他これに関して権利を有する者に対 し、 これ を使 用す る権 利（以下「使用権」という。）の設定に関する協議を求めることができる。

前 項の 認可の申請があつたときは、都道府県知事は、同項の土地又は土地の定着物の所有者その他これに関して権利を有する者 、同 項の 認可 を受 けよ

都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を土地又は土地の定着物の所有者 その他これに関して権利を有する者に通知しなければならない。

うとする者及び海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
３

前項の通知を受けた後は、土地又は土地の定着物の所有者そ の他これに関して権利を有する者は、第一項の協議がととのうまでは、使用の目的たる漁

前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。

とができない。但し、その協議がととのわない場合において、第百二十五条第一項但書の期間内に同項の裁決の申請がないときは、この限りでない。

業に支障を及ぼす虞がない場合を除き、都道府県知 事の 許可 を受けなければ、当該土地の形質を変更し、又は当該定着物を損壊し、若しくは収去するこ

４

５

（使用権設定の裁定）

前条第一項の場合に おい て、 協議 がと との わず、又は協議をすることができないときは、同項の認可を受けた者は、使用権の設定に関する

裁定の申請に係る土地の上に定着物を有する者は、第三項の意見書において、海区 漁業 調整委員会に対し、使用権を設定すべき旨の裁定をしようとす

当該土地又は当該定着物を買い取るべき旨の裁定をすべきことを申請することができる。

年以上に わた り、 又は 当該 土地若しくは当該定着物の形質の変更を来すような使用権の設定をすべき旨の裁定をしようとする場合には、これに代えて、

裁定の申請に係る土地又 は土地の定着物の所有者は、前項の意見書において、海区漁業調整委員会に対し、当該土地若しくは当該定着物の使用が三箇

業調整委員会に意見書を差し出すことができる。

第一項の規定による裁定の申請に係る土地又は土地の定着物の所 有者 その 他こ れに 関し て権利を有する者は、前項の公示の日から二週間以内に海区漁

る者にその旨を通知し、且つ、これを公示しなければならない。

前項の規定による裁定の申請があつたときは、海区漁業調整委員会は、当該申請に係る土地又は土地の定着物の所有者その 他こ れに 関して権利を有す

海区漁業調整委員会の裁定を申請 する こと ができる。但し、同項の認可を受けた日から二箇月を経過したときは、この限りでない。

第百二十五条

２

３

４

５

る場合には当該工作物の移転料に関する裁定をすべきことを申請す るこ とが でき る。 但し 、当該工作物が前条第三項の通知があつた後に設置されたもの
であるときは、この限りでない。
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７

６

海区漁業調整委員会は、土地若しくは土地の定着物の使用が三箇年以上にわたり、又は土地若しくは土地の 定着 物の 形質の変更を来すような使用権の

裁 定は 、その申請の範囲をこえることができない。

海区漁業調整委員会は、第三項の期間を経過した後に審議を開始しなければならない。

海区漁業調整委員会は、使用権 を設 定す べき旨の裁定をしようとする場合において第五項の申請があつたときは、当該工作物の移転料に関する裁定を

なければならない。

設定をすべき旨の裁定をしようとする場合において第四項の申請があつたときは、これに代えて 、当 該土 地又 は当 該定 着物を買い取るべき旨の裁定をし

８

９
しなければならない。

四

三

二

一

第五 項の 申請 があ つた場合においては移転料並びにその支払方法及び時期

使用開始の時期

土地又は土地の定着物の引渡の時期

対価並びにその支払の方法及び時期

使用権を設定すべき土地若しくは土地の定着物並びに設定すべき使用権の内容及び存続期間又は買い取る べき 土地 若しくは土地の定着物

使用権を設 定す べき 旨の 裁定又は買い取るべき旨の裁定においては、左の事項を定めなければならない。

五

海 区漁業調整委員会は、裁定をしたときは、遅滞なくその旨を当該土地又は当該定着物の所有者その他これに関して権利を 有す る者 に通 知し 、且 つ、

これを公示しなければならない。
前項の公示があつたときは、裁定の定めるところにより当事者間に協議がととのつ たも のとみなす。
民法第六百十二条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）の規定は、前項の場合には適用しない。

第一項若しくは第四項又は第五 項の 裁定において定める使用権の設定若しくは買取の対価又は移転料の額に不服がある者は、第十一項の公示の日から

六月以内に訴えをもつてその増減を請求することができる。

前項の訴においては、申請者又は当該土地若しくは当該定着物の所有者その他これに関して権利を有する者を被告とする。

（土地及び土地の定着物の貸付契約に関する裁 定）
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10
11
12
14 13
15

第百二十六条

漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が第百二十四条第一項に規定する土地又は土地の定着物を漁業に使用するため貸付を受けて

いる場合において 経済 事情 の変動その他事情の変更によりその契約の内容が適正でなくなつたと認めるときは、当事者は、海区漁業調整委員会に対して

前項の申請があつた場合には、前条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定を準用す る。

、当該貸付契約の内容の変更又は解除に関する裁定を申請することができる。
２

変更に関する裁定の申請の場合にあつては、変 更す るか どうか、変更する場合はその内容及び変更の時期

第一項の裁定においては、左の事項を定めなければならない 。
一

解除に関する裁定の申請の場合にあつては、解除するかどうか、解除する場合は解除の時期

内水面漁業

前項の裁定があつた場合には、前条第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項の規定を準用する。

二

３

４

第八章

内水面における第五種共同漁業は、当該内水面が水産動植物の増殖に適しており、且つ、当該漁業の免許を受け た者 が当 該内水面において

（内水面における第五種共同漁業 の免 許）
第百二十七条

都道府県知事は、内水面における 第五 種共 同漁業の免許を受けた者が当該内水面における水産動植物の増殖を怠つていると認めるときは、

水産動植物の増殖をする場合でなければ、免許してはならない。

第百二十八条

３

２

農林水産大臣は、内水面における水産動植物の保護増殖のため特に必要があると認 める ときは、都道府県知事に対し、第一項の規定による命令をすべ

前項の場合には、第三十九条第三項及び第四項（公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停 止） の規 定を 準用する。

前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、都道府県知事は、当該漁業権を取り消さなければならない 。

内水面漁場管理委員会の意見をき いて 増殖 計画 を定 め、 その者に対し当該計画に従つて水産動植物を増殖すべきことを命ずることができる。

４

きことを指示し、又は当該命令にかかる増殖計画を変更すべきこと を指 示す るこ とが でき る。
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（遊漁規則）

内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員以外の者のする水産動植物 の採 捕（ 以下 「遊 漁」

三

二

一

遊漁に際し守るべき事項

遊漁承認証に関する事項

遊漁料の額及びその納付の方法

遊漁についての制限の範囲

前項の遊漁規則（以下単に「遊漁規則」という。）には、左に掲げる事項を規定するも のとする。

という。）について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

第百二 十九 条

２

四

遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を 受け なけ れば なら ない。

その他農林水産省令で定める事項

３

第一項又は第三項の認可の申請 があ つた とき は、 都道 府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。

五

４

遊漁 を不 当に 制限 するものでないこと。

都道府県知 事は 、遊 漁規 則の内容が左の各号に該当するときは、認可をしなければならない。
一

遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。

５

二

都道府県知事は、遊漁規則が前項各号の一に該当しなくなつたと 認め ると きは 、内 水面 漁場管理委員会の意見をきいて、その変更を命ずることができ

都道府県知事は、第一項 又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

６

７

遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

る。

８

（内水面漁場管理委員会）
都道府県に内水面漁場管理委員会を置く。

内水面漁場管理委員会は、都道 府県 知事の監督に属する。

第百三十条
２
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４

３

こ の法 律の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。

内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理する。

（構成）
内水面漁場管理委員会は、委員をもつて組織する 。

前項の規定により選任される委員の定数は、十人とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、特定の内水面漁場管理委員会について

表すると認められる者及び学識経験がある者の中から都道府県知事が選任した者をもつて充てる。

委員は、当該都道府県の区域内 に存 する 内水面において漁業を営む者を代表すると認められる者、当該内水面において水産動植物の採捕をする者を代

第百三十一条
２

３

第八 十五 条第 二項、第四項から第六項まで（海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員）、第九十五条（兼職の禁止）、第

別段の定数を定めることができる。

（準用規定）
第百三十二条

九十 六条 （委 員の 辞職 の制限）、第九十七条の二（就職の制限による委員の失職）、第九十八条第一項、第三項、第四項（任期）、第百条から 第百 二条

まで（解任及び会議）及び第百十六条から第百十九条まで（報告徴収等、監督、費用及び委任規定）の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。この

場合において、第百十八条第二項中「各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数及 び海岸線の長さを基礎とし、海面」とあるのは、「政令

で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか、各都道 府県 の内 水面組合（水産業協同組合法第十八条第二項の内水面組合をいう。）の組合

雑則

員の数及び河川の延長を基礎とし 、内 水面 」と 読み 替え るものとする。

第九章

この法律又はこの法 律に 基づく命令の規定により、農林水産大臣に対して漁業に関して申請をする者は、農林水産省令の定めるところによ

（漁業手数料）
第百三十三条
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２

り、手数料を納めなければならない。
前 項の 手数料の額は、実費を勘案して農林水産省令で定める。

農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業の免許又 は許可をし、漁業調整をし、その他この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項を処

（報告徴収等）
第百三十四条

理するために必要があると認めるときは、漁業に関 して 必要 な報告を徴し、又は当該職員をして漁場、船舶、事業場若しくは事務所に臨んでその状況若
しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業の免許又は許可をし、漁業調整をし、その他この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項を処理するため

前二項の規定により当該職員が その 職務 を行 う場 合に は、その身分を証明する証票を携帯し、要求があるときはこれを呈示しなければならない。

２

に必要があると認めるときは、当該職員をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量若しくは 検査 の障 害となる物を移転し、若しくは除

３

第二項の場 合に は、 第百 十六条第三項（損失補償）の規定を準用する。

去させることができる。

４

（行政手続法の適用除外）

第三十四条第四項、第三十七条第一項、第三十八 条第 一項 並び に第 三十 九条第一項、第二項及び第十三項（第三十六条第三項において

第五十条第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

）の規定は、適用しない。

準用する場合を含む。）、第三十八条第三項並びに第百二十八条第 二項 の規 定による処分については、行政手続法第三章（第十二条及び第十四条を除く。

第百三十四条の二

２

第三十四条第四項の規定による制限若しくは条件の付加、第三十八条第三項の規定による取消し又は第六十七条第十一項（第六十八条

（行政不服審査法の適用の特例）
第百三十四条の三

第四項において準用する場合を含む。）の規定 によ る命 令に ついての審査請求に関する行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第四十三条第一
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項の規定の適用については、当該制限 若し くは 条件 の付 加、 取消し又は命令は、同項第一号に規定する議を経て行われたものとみなす。

漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会の処分又はその不作為については 、審査請求をすることができない。

（審査請求の制限）
第百三十五条

漁業 調整委員会（広域漁業調整委員会を除く。）又は内水面漁場管理委員会は、その処分（行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第 百三

（抗告訴訟の取扱い）
第百三 十五 条の 二

十九 号）第三条第二項に規定する処分をいう。）又は裁決（同条第三項に規定する裁決をいう。）に係る同法第十一条第一項（同 法第 三十 八条 第一 項に
おいて準用する場合を含む。）の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

漁場 が二 以上 の都道府県知事の管轄に属し、又は漁場の管轄が明確でないときは、農林水産大臣は、これを管轄する都道府県知事を指定し

（管轄の特例）
第百三十六条

この法律中市町村に関する規定は、特別区のある地に あつ ては 特別 区に 、地 方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区

、又 は自 ら都 道府 県知 事の権限を行うことができる。

第百三十七条
及び総合区に適用する。

この法律又はこの法律に基づく命令の規定により農林水産大臣に提出する申請書その他 の書 類は 、農 林水産省令で定める手続に従い、

（提出書 類の 経由 機関 ）
第百三十七条の二

都道府県知事を経由して提出しなければならない。

（事務の区分）
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この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定す

一

第六十七条第三項、第四項、第九項及び第十一項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第 二項 、同 条第 四項 にお いて準用する第百十六条第三項に

第六十五条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされてい る事 務

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地 方自 治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託

限る。）

同条第一項若しくは第二項の規 定に 基づ く規 則若 しく は第 六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに

する指定漁業若しくは第六十五条第一項若しくは第二項の規定に 基づ く農 林水 産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は

おいて準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに前条の規定により都道府県が処 理す ることとされている事務（第五十二条第一項に規定

二

る第一号法定受託 事務 とす る。

第百三十七条の三

２

海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務

事務とする。
一

海区漁業調整委員会選挙人名 簿に 関し 、市町村が処理することとされている事務

罰則

二

第十章

一

漁業 権、 第三 十六 条の 規定による漁業の許可又は指定漁業の許可に付けた制限又は条件に違反して漁業を営んだ者

第九条の規定に違反した者

次の各号のいずれかに該当する者 は、 三年 以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

二

定置漁業権若しくは区画漁業権の行使の停止中その漁業を営み、共同漁業権の行使の停止中その漁場において行使を停止 した 漁業 を営み、又は指定

第百三十八条

三

四

指定漁業の許可を受けた者であつて第六十 一条 の規 定に 違反した者

第五十二条第一項の規定に違反して指定漁業を営んだ者

漁業若しくは第三十六条の規定により許可を受けた漁業の停止中その漁業を営んだ者

五
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六
第六十六条第 一項 の規 定に違反して漁業を営んだ者

第六十五条第一項の規定による禁 止に 違反 して 漁業 を営 み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだ者

第六十七条第十一項（第六十八条第四項において準用する場合を含む。）の 規定に基づく命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五

七

第百三十九条

第 百三 十八 条又は前条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に 供さ

十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第百四 十条

れる 物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、 その 価額 を追 徴す るこ
とができる。

第二十九条の規定に違反して 漁業 権を 貸付けの目的とした者

次の各号のいずれか に該 当す る者 は、 六月 以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一

第七 十四 条第 三項 の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若し くは 虚偽

第百四十一条

二

三

第百三十四条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の 報告 をし 、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百二十四条第四項の規定に違反した者

の 陳述をした者

四

第百三十四条第二項の規定に よる 当該 職員 の測 量、 検査、移転又は除去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百三十八条、第百三十九条又は前条第一号の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰 金を 併科 する ことができる。

五

第百四十二条

漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、二十万円以下の罰金に処する。

前項の罪は告訴がなければ公訴 を提 起することができない。

第百四十三条
２

- 68 -

第三十五条（第三十六条第三項及び第六十三条において準用する場合を含む。）の規定に違反した者

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一
第七十二条の規定に基づく命令に違反した者

第百四 十四 条

二
漁場若しくは漁具の標識を移転し、汚損し、又はこわした者

法人 の代 表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百三十八条、第百 三十

三

第百四 十五 条

九条 、第百四十一条、第百四十三条第一項又は前条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は 人に 対し 、各 本条

抄

第二十七条第一項又 は第 六十 二条 第二 項の 規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

の罰金刑を科する。

則

第百四十六条

附

この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で 定め る。

漁業法（明治四十三年法律第五十八号）は、 廃止 する 。

１

２

水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）（抄）

（昭和二五年政令第三〇号で昭和二五年三月一四日から施行）

○

総則 （第 一条 ―第十条）

目次
第一 章

漁業協同組合
事業（第十一条―第十七条）

第二章
第一節
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第五節

第四節

第三節

第二節

設立（第五十九条―第六十七条の二）

管理（第三十二条―第五十八条の三）

組合員（第十八条―第三十一条の二）

子会社等（第十七条の十四・第十七条の十五）

共済契約に係る契約条件の変更（第十七条の二―第 十七 条の十三）

漁業生産組合（第七十八条―第八十六条）

第六節
第三章
漁業協同組合連合会（第八十七条―第九十二条）

解散及び清算（第六十八条―第七十七条）

第四章
水産 加工 業協 同組 合（第九十三条―第九十六条）

第七節

第五 章
水産加工業協同組 合連合会（第九十七条―第百条）
共済水産業協同組合 連合 会（ 第百 条の二―第百条の八）

第六章
第六章の二
登記等（第百一条―第百二十一条）

特定信用事業代理業（第百二十一条の二―第百二 十一 条の五）

第七章
第七章の二

特定信用事業電子決済等代行業（第百二十一条の五の 二― 第百 二十 一条 の五 の九）

監督（第百二十二条―第百二十七条の七）

第七章の三
第八章
罰則（第百二十八条―第百三十四条）

指定紛争解決機関（第百二十一条の六―第百二十一条の九）

第九章

没収に関する手続等の特例（第百三十五条―第百三十七条）

第七章の四

第十章
附則

この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済

（この法律の目的）
第一条

の発展を期することを目的とする。

水産業協同組合（以下この章及び第七章から第九章までにおいて 「組 合」 とい う。 ）は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、

（組合の種類）
第二条

水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

（登記）
第九条
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（事業の種類）

漁業協同組合（以下この章及び第四章において 「組合」という。）は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
（略）

（略）

金融商品取引業者（同法第二条第

第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定

（略）

を行うことができない。

組合員に出資をさせない組合（以下この章において「非出資組合」という 。） は、 前項 の規定にかかわらず、同項第三号、第四号又は第十一号の事業

一～十六

第十一条
２
３
４

金融商品取引法第三十三条第 二項 第一 号、 第三号及び第四号に掲げる有価証券（前号に掲げる有価証券を除く。）

める 行為 を行 う事 業（ 前項 の規定により行う事業を除く。）を行うことができる。
一

九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第 一項 に規 定す る第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一条の十三第二項、第十五条の

九の三第二項及び第八十七条の三第一項第二号を除き、以下同じ。）の委 託を 受け て、 当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号か
ら第三号までに掲げる行為
（略）

（略）
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二

三
５・６

第一項第十一号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社（保険業法（平成七年法律第 百五 号） 第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下
（略）

７

次 の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。

同じ。）その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行（農林水産省令で定めるものに限る。）の事 業を 行う ことができる。
８
（略）

第一項第十一号及び第十二号 の事 業

一・二
三
（略）

（略）

は、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

遊漁船業を含む。以下この条において同じ。）を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程（以下「資源管理規程」という。）を定めようとする場合に

資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業（遊漁船業の適正化に関する法律（昭 和六 十三 年法 律第 九十九号）第二条第一項に規定する

前条第一項第一号の事業を行う組合は、一定の水面におい て水 産動 植物 の採 捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産

組合 員と 世帯 を同じくする者

９

２

第十一条の二

（資源管理規程）

10

３

第一項の認可（同項の変更の認可を含む。第七項において同じ。）を受けようとする組合は、第四十八条第一項第二号の規定による総会の議決の前に

、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。

前項の場合において、電磁的方法（電子情報処理組織 を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをい

資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法（昭和四十六年法律第六十号）第十三条第一項に規 定す る資 源管 理協 定又 は漁業法（昭和二十四年法律第二

（略）

４

う。第百一条第二項第九号を除き、以下同じ。）により議決権を行うことが定款で定 めら れているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規
５

程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、 当該 書面 による同意を得たものとみなす。
６

百六十七号）第八条第一項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則（以下この項において「漁業権行使規則等」と いう 。） が存 する 場合 にあつ
（ 略）

ては 、当 該資 源管 理協 定又 は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
７・８

第十一条第一項第四号又 は第 十一 号の 事業 を行う組合の出資（第十九条の二第二項の回転出資金を除く。）の総額は、政令で定める区分に

（出資の総額の最低限度）

（略）

応じ、政令で定める額以上でなければならない。

第十一条の三
２
（信用事業規程）
（略）

れらの事業に 附帯 する 事業 を含む。）並びに第十一条第三項から第五項までの事業をいう。第十一条の六第一項、第十一条の八、第十一条の十第二項、第

前項の信用事業規程には、信用事業（第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち第八十七条第 三項各号に掲げるもの（こ

第十一条の四
２

十一条の十四、第十七条の十四第 一項並びに第二項第一号及び第二号、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第五十条第三号の二、第五十四条の二

第一項、第二項、第四項及び第七 項、 第五 十八 条の 三第 一項及び第六項、第百二十一条の六第五項第二号、第百二十二条第二項、第百二十三条の二第一項

及び第三項、第百二十六条の二第十二号、第百二十六条の四、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一号並びに第百二十七条の三第五号において同じ。
（略）

）の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を 記載 し、 又は 記録 しなければならない。
３～５

（外国銀行代理事業に係る認可）

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行 おう とす ると きは 、当 該事業の委託を受ける旨の契約の

相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

第十一条の四の二
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組合は、第十一条第 十項 の規 定に より 貸付 けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付

（地方公共団体等に対する貸付けの最 高限 度）
第十一条の五

けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組 合の 組合 員に 対す る貸 付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなると

きは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対 する 貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければ
ならない。

（略）

（信用事業に係る経営の健全性の確保）

（略）

当該組合の子会社とみなす。

及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは 二以 上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、

三、第百条の四及び第百二十二条において同じ 。） をい う。以下同じ。）の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合

の規定により議決権を有するもの とみ なさ れる 株式についての議決権を含む。以下この条、第十七条の十五、第八十七条の三、第八十七条の四、第百条の

とができる事項の全部につ き議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項

前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権（総株主又は総出資者の議決権（株式会社にあつては、株主 総会 にお いて 決議 をするこ

第十一条の六
２

３

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯 金若 しく は定 期積金の受入れ、手形の割引又は

（名義貸しの禁止）
第十一条の七
為替 取引 の事 業を行わせてはならない。

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為（次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、

（信用事業に係る禁止行為）
第十一条の八

第四号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。
（略）

利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者（当該組合の子会社（第 十一 条の 六第二項に規定する子会社をいう。第十一条の十一第二項、第十

一・二
三

七条の十四、第十七条の十五、第三十四条第十一項第二号、第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項に おい て同 じ。）、当該組合を所属組合（第百

二十一条の二第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十三第一項において同じ。）とする特定信用事業代理業者（第 百二 十一条の二第三項に規定

す る特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十三第一項において同じ。）その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある 者を いう 。第 十一 条の十

二 にお いて 同じ 。） その 他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用
の供与を約する行為（利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。）
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四

（略）

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条 の二 第六 項か ら第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。）、同章第二

（特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用）
第十一条の九

節第一款（第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第 三十 七条 の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三

十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十 九条 第三 項た だし書、第四項、第六項及び第七項

並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号及び第四号を除く。）の規定は、第十一条第一 項第四号の事業を行う組合が

行う特定貯金等契約（特定貯金等（金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指 標に 係る 変動 によ りそ の元本

につ いて 損失 が生 ずる おそ れがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。）の受入れを内容とする契約をいう。

第百二十一条の五において 同じ。）の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と

、「金融商品取引業」とあるのは 「特 定貯 金等 契約の締結の事業」と、これらの規定（同法第三十九条第三項本文の規定を除く。）中「内閣府令」とある

のは「主務省令」と、これらの規定（同法第三 十四 条の 規定を除く。）中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条

中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為（ 第二 条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。）を行うことを内容とする契約」とある

のは「水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約」 と、 同法 第三 十七 条の 三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほ

か、貯金者及び定期積金の積金者（以下この項において「貯金者等」という。）の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契

約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十 九条 第一 項第 一号 中「有価証券の売買その他の取引（買戻

価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。）又はデリバティブ取引（以 下こ の条において「有価証券売買取引等

」という。）」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券 等」 とい う。）」とあるのは

「特 定貯 金等 契約」と、「顧客（信託会社等（信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金 融機 関を いう 。以下

同じ。）が、 信託 契約 に基 づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。

以下この条において同じ。）」と あるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二

号中「有価証券売買取引等」とあ るの は「 特定 貯金 等契 約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「

追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」と

あるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるの は「 追加 する ため 、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取

引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるもの とし て内 閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第

四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三 条の 四」とあるのは「第三十七条の三（第一項の書面の交

付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。）、第三十七条の四及び第三十七 条の 六」 と読 み替 えるものとするほか、必要な技術的
読替えは、政令で定める。
（貯 金者 等に 対す る情 報の提供等）
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（略）

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ（特定貯金等の受入れを除く。）に関し、貯金者及び定期積金の積

は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき 情報 の提 供を 行わ なけ ればならない。

金者（以下この項及び第百二十一条の五の二第二項第二号において「貯金者等」という。）の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又

第十一条の十

２

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応 じ、 当該 各号 に定 める 措置を講じなければならない。

（指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等）

指定信用事業等紛争解決機関（第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条にお いて 同じ 。） が存 在す る場合

一の 指定 信用 事業 等紛 争解決機関との間で信用事業等（第百二十一条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。）に係る手

続実施基本契約（同条第一項第 八号 に規 定す る手 続実 施基本契約をいう。第三項並びに第十五条の九の二第一項第一号及び第三項において同じ。）を締
結する措置
（略）

利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続（裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年法律第百五十一号）第二条第

前項において、次の各号に掲げる用 語の 意義 は、 当該 各号に定めるところによる。
（略）

二

一

第十一条の十の二

２
一
紛争解決措置

三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第十五条の九の二第二項第二号において同じ。）により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定め

二

（略）

る措置
３

第百二十一条の八第一項において準

その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

第百二十一条の六第一項の規定によ

る 指定 信用 事業 等紛 争解 決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき

く。）

項の規定による指定が第百二十一条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定によ り取 り消 されたとき（前号に掲げる場合を除

において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の 一の 指定 信用 事業等紛争解決機関の第百二十一条の六第一

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、 同号 の一 の指 定信 用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条の八第一項

規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置 を講 ずる ため に必 要な 期間 として主務大臣が定める期間

十五条の九の二第四項第一号及び第二号において同じ。）の 廃止の認可又は第百二十一条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の

用する銀行法第五十二条の八十三第一項 の規 定に よる 紛争解決等業務（第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第

第一項第 一号 に掲 げる 場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一

４

二

三
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第十一条第一項第 四号 の事 業を 行う 組合 の同一人（当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。）

（同一人に対する信用の供与等）

前二項の規定は、次に掲げる信 用の 供与等については、適用しない。

国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返 済及 び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で
定める信用の供与等

信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する 信用 の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつ

前 各項 に定 める もの のほ か、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算

又はその子会 社等 の実 質的 に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

の適 用を 免れ る目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の 供与 等は 、当 該組合

いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第一項の組合又は その 子会 社等 が同項本文又は第二項前段の規定

たときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。

二

一

ならない。この場合においては、 前項 ただ し書 の規定を準用する。

当該組合及び当該子会社等 の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額（以下この条において「合算信用供与等限度額」という。）を超えては

とい う。 ）を 有す る場 合に は、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、

前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者（以下この条において「子会社等」

むを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度 額を 超え るこ ととなる場合その他政令で定めるや

超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割（法人が他 の法 人と 共同してする新設分割をいう。）若しくは吸収分

）の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗 じて 得た額（以下この条において「信用供与等限度額」という。）を

に対する信用の供与等（信用の供与又は出資（信用の供与又は 出資 に相 当す るも のを 含む。）として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。

第十一条の十一

２

３

４
５

６

信用供与等限度額の計算方法その 他第 一項 及び 第二 項の 規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行 う組 合は 、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又

（特定関係者との間の取引等）
第十一条の十二

は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを 得な い理由がある場合において、行政庁の承認を受けたと
（略）

きは、この限りでない。
一・二

（信 用事 業の 利用 者等 の利益の保護のための体制整備）
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第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が

前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有し てい る者 その 他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者の

関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するた めの 体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

令で定める事業又は業務に限る。）に係る利用者又は顧客の利 益が 不当 に害 され るこ とのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に

行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務（同項第三号又は第四号の事業、第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省

第十一条の十三

２

うち、銀行、金融商品取引業者（金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第十 五条 の九 の三 第二項において同じ。）、保険会社
その他政令で定める金融業を行う者をいう。

第 十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

（会 計の 区分 経理 ）
第十一 条の 十四
（寄託物の保管期間）
組合が倉荷証券を発行した寄 託物 の保 管期 間は 、寄託の日から六箇月以内とする。

前項の寄託物の保管期間は、六箇月を限度として、これを更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員

第十四条
２

組合が、第十一条第一項第十一号の事業を行おうとするときは、共済事業（同号の事業（こ の事 業に 附帯 する事業を含む。）及び同条第七

の利用に支障がない場合に限る。
（共済規程）
第十五条の二

項の 事業 をい う。以下同じ。）の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省 令で 定め る事 項を共
（ 略）

済規程で定め 、行 政庁 の認 可を受けなければならない。
２・３

（共済事業に係る経営の健全性の基準）

主務大臣は、第十一条第一項第十一号 の事 業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経

営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金（以下「 共済 金等 」という。）の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基

第十五条の三

（略）

準その他の基準を定めることができる。
一・二

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した 共済 契約 者（ 以下この条に

（共済契約の申込みの撤回等）
第十五条の四
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おいて「申込者等」という。）は、次 に掲 げる 場合 を除 き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除（以下この条において「申込みの撤回等」と
いう。）を行うことができる。
（略）

（略）

２

前項前段の電磁的方法（第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法 を除 く。 ）に より第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当

一～五
３
（略）

該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がさ れた 時に 当該 申込者等に到達したものとみなす。
４～
（共 済契 約の 締結 等に 関す る禁止行為）

第十 一条第一項第十一号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、 次に 掲げ

る行為（第十五条の七に規定する 特定 共済 契約 の締結に関しては、第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第四号に掲

第十五 条の 五

共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又 は共 済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為

げる行為を除く。）をしてはならない。
一
（略）

それがあるものとして農林水産省令で定める行為

前三号に定めるもののほか、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者（以下「共済契約者等」という。）の保護に欠けるお

二・三
四

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店 に委託してはならない。

（特定共済契約の締結の代理等の委託の禁止）
第十五条の六

金融商品取引法第三章第一節第五款（第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。）、同章第二

（特定共済契約の締結に関する金 融商品取引法の準用）
第十五条の七

節第一款（第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三

十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第七 号及 び第 八号 、第 三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並

びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。）及び第四十五条（第三号及び 第四 号を 除く。）の規定は、第十一条第一項第十一号の事業を行う組合が

行う特定共済契約（金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相 場そ の他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ（当

該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が 締結 され るこ とに より当該利用者の取得することとな

る共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。）がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。）の締結について準用する。この場合

において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済 契約 の締 結の 事業 」と 、これ

らの 規定 （同 法第 三十 九条第三項本文の規定を除く。）中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定（同法第三十四条の規定を除 く。）
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10

中「金融商品取引行為」とあるのは「 特定 共済 契約 の締 結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為（第二条第八

項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。）を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約」と、同法

第三十七条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に 掲げ る事 項そ の他 水産 業協同組合法第十五条の五第一号に規定する共済契約の契約条項のう

ち重要な事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引（ 買戻 価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で

定める取引を除く。）又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券売買取引等」とい う。 ）」 とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証

券又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券等」という。）」とあるのは「特定共済契約」 と、 「顧 客（ 信託会社等（信託会社又は金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。）が、信託契約に基づいて信託を する者の計算において、有価

証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。）」とあるの は「 利用 者」 と、 「損 失」と

ある のは 「損 失（ 当該 特定 共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取

得する共済金等（水産業協 同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。）の合計額を上回る場合における当該共済掛金の

合計額から当該共済金等の合計額 を控 除し た金 額をいう。以下この条において同じ。）」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済

契約によらないで」と、同項第二号中「有価証 券売 買取 引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「

追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約 によ らないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結

」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加する ため 、」 とあ るの は「 追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項

中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となる

もの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第 四項 及び 第四 十三 条の四」とあるのは「第三十七条の三（

第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。）及び第三十七条の四」 と読 み替えるものとするほか、必要な技
術的読替えは、政令で定める。

第十 一条 第一 項第十一号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契

（共済代理店 が加 えた 損害 の賠償責任）
第十五 条の 八
（略）

約者に加えた損害を賠償する責め に任 ずる 。
２～４

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、この法律及 び他 の法 律に 定め るもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済

（共済事業の適切な運営を確保するための措置）
第十五条の九

事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正 な取 扱い 、そ の共 済事業を第三者に委託する場合にお
ける当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
（指 定共 済事 業等 紛争 解決機関との契約締結義務等）
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一

（略）

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

続実施基本契約を締結する措置

一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等（第 百二 十一 条の 六第 五項 第三 号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。）に係る手

指定共済事業等紛争解決機関（第百二十一条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。）が存在する場合

第十五条の九の二

二
（略）

第百二 十一 条の 九第 一項 にお いて準

その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間 として農林水産大臣が定める期間

第百二十一条の六第一項の規定によ

る指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき

除く。）

一項の規定による指定が第百二十一条の九第一項において準用する同法第 三百 八条 の二 十四第一項の規定により取り消されたとき（前号に掲げる場合を

において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定 によ り認 可さ れたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第百二十一条の六第

第一項第一号に掲げる場合に 該当 して いた 場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条の九第一項

十四第一項の規定による指定の 取消 しの 時に 、同 号に 定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百二十一条の九第一項において準用する同法第三百八条の二

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適 用し ない 。

２・３
４
一

二

三

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの 者が行う事業又は業務（同

（共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備）

（略）

講じなければならない。

ころにより、当該事業又は業務に 関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を

号の事業その 他の 農林 水産 省令で定める事業又は業務に限る。）に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めると

第十五条の九の三

２

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度 末に おい て、 共済 契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産

（責任準備金）
第十五条の十

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払 義務 が発 生し たものその他

省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
（支払備金）
第十五条の十一
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これに準ずるものとして農林水産省令 で定 める もの があ る場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定める
ところにより、支払備金を積み立てなければならない。
（価格変動準備金）

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、毎事業年度末 にお いて 、そ の所有する資産で第十五条の十四の規定により共済事業に係る

前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失（売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損 をい う。 ）の 額が 特定資産

てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

う。）があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部 又は一部の金額について積立

ものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省 令で 定め る資 産（次項において「特定資産」とい

第十五条の十二

２

の売買等による利益（売買 、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。）の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場
合を除いては、取り崩してはなら ない 。た だし 、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、契約者割戻し（共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用する

（契約者割戻し）

（略）

ればならない。

る場合において、その分配をいう。以下同じ。）を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするため の基 準と して 農林 水産省令で定める基準に従い、行わなけ

ことによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めてい

第十五条の十三

２

第十一条第一項第十一号の事業を行 う組 合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応す

第 十一 条第 一項第十一号の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

（会計の区分 経理 ）
第十五 条の 十四
（特別勘定）

（略）

る財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定（次項において「特 別勘 定」 という。）を設けなければならない。

第十五条の十五
２

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の財産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものと して区分された会計に属するもの

（財産の運用方法の制限）
第十五条の十六

は、 農林 水産 省令 で定 める方法によるほか、これを運用してはならない。
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第十一条第一項第十一号の事業を行う組 合（農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。）は、理事会（第三十四条の二第三項の

（共済計理人の選任等）

（略）

定めるものに関与させなければならない。

組合にあつては、経営管理委員会）において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方 法そ の他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で

第十五条の十七

２

共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し 、そ の結 果を 記載 した意見

（共済計理人の職務）
第十五条の十八

農林水産省令で定める共済契 約に 係る 責任 準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。

書を理事会に提出しなけれ ばならない。
一

共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。

契約者割戻しが公正かつ衡平に行われてい るか どう か。

行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて 説明 を求 め、 その 他そ の職務に属する事項について意見を求めることができる。

二
２

前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で 定め る。

その他農林水産省令で定める事項

３

三

４

がい

行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、 その解任を命ずることがで

（共済計理人の解任）
きる。

第十五条の十九

第十一条第一項第十四号 の団 体協 約は 、書 面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

（団体協約の効力）
（略）

第十六条
２

（契約条件の変更の申出）

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には

がい

前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共 済契 約者 等の 保護のため契

）を行う旨の申出をすることができる。

、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約（変更対象外契約を除く。）について共済金額の削減その他の契約条項の変更（以下「契約条件の変更」という。

第十七条の二

２
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（略）

約条件の変更がやむを得ない旨及びそ の理 由を 、書 面を もつて示さなければならない。
３・４
（契約条件の変更の限度）
（略）

を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。

契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契 約者等の保護の見地から第十一条第一項第十一号の事業

第十七条の四
２

（契 約条 件の 変更 の議 決）

第十 一条第一項第十一号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十七条の二第三項の規定による承認を得 た後 、契

前項の議決には、第五十条の規 定を 準用する。

約条件の変更につき、総会の議決 を経 なけ れば ならない。

第十七 条の 五
２

第一項の議決を行う場合には、同項 の組 合は 、第 四十 七条の六第一項又は第二項の通知において、総会の目的である事項のほか、契約条件の変更がや

（略）

において、その内容を示さなければならない。

第一項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者 割戻 しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知

、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。

むを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務 及び 財産 の状 況の 予測 、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項

３

４
５
（契約条件の 変更 等に つい ての仮議決）

前条 第一 項の 議決又はこれとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る議決は、同条（前条第二項において準用

前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を 承認 した 場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたも

決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会 を招 集し なけ れば ならない。

前項の規定により仮にした議決 （以 下こ の条 にお いて「仮議決」という。）があつた場合においては、組合員（准組合員を除く。）に対し、当該仮議

する場合を含む。）の規定にかか わら ず、 出席 した 組合 員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

第十七 条の 六
２
３
のとみなす。

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合の理事は、第十七条の五第一項の議決を行うべき日の二週間前 から第十七条の十三第一項の規定

（契約条件の変更に係る書類の備付け等）
第十七条の七

によ る公 告の 日ま で、 契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等 以外の
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債権者に対する債務の取扱いに関する 事項 、経 営責 任に 関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつ

てはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記

（略）

録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものと して 農林 水産 省令 で定 めるものをいう。以下同じ。）を各事務所に備えて置かなければなら
ない。
２・３
（契約条件の変更に係る承認）

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、第十七条の五第一項の議決があつた場合（第十七条の六第三項の規定により第十七条の五

が当該組合の共済事業の継続のた めに 必要 なも のであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはな

行 政庁 は、 当該 組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十七条の五第一項の議決に係る契約条 件の 変更

第一 項の 議決 があ つた もの とみなされる場合を含む。）には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。

第十七条の十一
２
らない。
（契約条件の変更の通知及び異議申立て等）

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、 前条 第一 項の 承認 があ つた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の

五第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る 共済 契約 者（ 以下 この条において「変更対象契約者」とい

第十七条の十二

（略）

う。）に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
２～５

第 十一 条第 一項第十一号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める

（契約条件の 変更 の公 告等 ）

（略）

事項を公告しなければならない。 契約 条件 の変 更を しな いこととなつたときも、同様とする。

第十七 条の 十三
２

第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合は 、次 に掲 げる 業務 を専ら営む国内の会社（第一号に掲げる業務を営む会社のうち

（子会社の範囲等）
第十七条の十四

、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令 で定 める もの （第 四項において「組合等」という。）

の行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第三項において「子

会社対象会社」という。）を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は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 会社を
子会 社と して はな らな い。
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２

二

一

次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号又は第十一号の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は

（略）

第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては同条第一項第十一号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令（次項第三号に
掲げる組合にあつては、農林水産省令）で定めるもの

（略）

第十一条第一項第四号及び第十一号の事業を併せ行う組合

前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、 それ ぞれ 当該 各号に定める事業をいう。
一

共済事業

信用事業又は共済事業

二
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合（第一号に掲げる組合を除く。）
（略）

三
３・４

第十一条第一項第 四号 若しくは第十一号の事業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社（特定事業（前条第二項に規定する特定事業

（議決権の取得等の制限）
第十七条の十五

をいう。以下この項において同じ。）に相当する事業を行い、 又は 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会社をいう。

以下この条において同じ。）である国内の会社（従属業務又は前条 第一 項第 二号 に掲 げる 業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。）の議決

権については、合算して、その基準議決権数（当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下こ
の条において同じ。）を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
（略）

第十一条の六第三項の規定は、前各項の場合において第一項の組合又はその子会社が取得し、又は保有 する 議決 権に ついて準用する。

２～６
７
（組合員たる 資格 ）
（略 ）

組合の地区が市町村又は特別区の区域をこえるものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組 合員たる資格を有する者を特定の

あつては、三十日から九十日まで）の間で定款で定める日数をこえるものに限ることができる。

一項第一号又は前項の規定により組合員たる資格を有する者を漁業を営む者であつてその営む日数が 一年 を通 じて 九十 日から百二十日まで（内水面組合に

組合（河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者を主たる構成 員と する 組合 を除 く。次項において同じ。）は、定款の定めるところにより、第

人は、組合の組合員たる資格を有する。

くはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しく は養 殖を する 日数 が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える個

る構成員とする組合（以下「内水面組合」という。）にあつては、前項第一号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み、若し

漁業法第八条第三項に規定する内水面において漁業を営み、若しくはこれに従事し、又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主た

第十八 条
２

３

４

種類 の漁 業を 営む 者に 限ることができる。
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５
一
（略）

前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者

組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。
一の二～三

当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業（第十一条の二第一項 に規 定する遊漁船業をいう。）を営む者であつて、その常時使用する

（略）

従業者の数が五十人以下であるもの

三の二
四
（出資）
（略）
（略）

前 項の 規定 によ り組合員に出資をさせる組合（以下本章において「出資組合」という。）の組合員は、出資一口以上を有しなければならない 。

第十九条
２

組合員は、出資の払込について 、相 殺をもつて出資組合に対抗することができない。

３・４
５
（回転出資金）

出資組合は、前条の規定による出資のほか、定款 の定 める とこ ろに より 、組合員に対し組合の事業を利用した割合に応じて配当した剰余金

組合員は、前項の規定による出資（以下「回転出資金」という。）の払込みについて、相殺を もつ て出 資組合に対抗することができない。

の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。

第十九条の二
２

組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有し ない 。

（議 決権 及び 選挙権）

組 合員 は、 定款 で定 める ところにより、第四十七条の六第一項又は第二項（これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定

第二十 一条
２

によりあらかじめ通知のあつた事 項に つき 、書 面又 は代 理人をもつて議決権又は選挙権（以下「議決権等」という。）を行うことができる。この場合には

、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員（准組合員を除く。）でなければ、代理人となることができない。
（略）

会社法第三百十条（第一項及び第五項を除く。）の規定は代 理人 によ る議決権等の行使について、同法第三百十一条（第二項を除く。）の規定は書面

３～６
７

による議決権等の行使について、同法第三百十二条（第三項を除く。）の規定は電磁的方法によ る議 決権の行使について準用する。この場合において、同

法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第二項」と、同条第三項中 「第 一項 」と ある のは「水産業協同組合法第二十一条

第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、同条第七項第二号並びに同法第三百十一

条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九 条第 三項 」と ある のは 「水産
業協 同組 合法 第四 十七 条の六第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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（専用契約）

組合は、定款の定めるところにより、二年を 超えない期間を限り、組合員が当該組合の事業の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員と締結

前項の契約の締結は、組合員の任意とし、組合は、その締結を拒んだこと を理 由と して 、その組合員が組合の事業を利用することを拒んではならない。

することができる。

第二十四条
２

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の

（加入制限の禁止）
第二十五条
組合 員が 加入 の際 に附 され たよりも困難な条件を附してはならない。

出資組合の組合員は、 いつ でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないとき

（任意脱退）
第二十六条

３

２

第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第二十条第一 項及 び第二項の規定は、適用しない。

前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。た だし 、そ の期 間は 、一 年を超えてはならない。

非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

は、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりそ の持 分を譲り受けるべきことを、請求することができる。

４

（略）

（法定脱退）

（略）

一～三

（略）

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ればならない。

除 名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合には、組合 は、 その 総会 の会 日か ら七

第二十七条
２

３
（脱退者の持分の払戻し）

出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したとき は、 定款 の定 める ところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求するこ

前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。

とができる。

第二十八条
２

（脱 退者 の払 込義 務）
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事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、そ

の事業年度内に第二十七条第一項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。

第二十八条の二

第二十七条第一項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する 債務 を完 済す るまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することがで

（持分払戻しの停止）
第三十条
きる。
（出資口数の減少）
（略）

前 項の 場合 には 、第二十八条から第二十九条までの規定を準用する。

第三十一条
２

理事は、組合員名簿を 作成 し、 各組 合員 について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員

（組合員名簿の備付け及び閲覧等）
第三十一条の二

名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しな くて もよ い。
（略）
（略）

払込済出資額（回転出資金に係る額を除く。以下同じ。）及びその払込みの年月日

一～三
四
２・３

（略）

左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。

（規 約で 定め うる事項）
第三十 三条
一～五

（定款その他の書類の備付け及び閲覧等）

理事は、定款等（定款、規約、信用 事業 規程及び共済規程をいう。以下同じ。）を各事務所に備えて置かなければならない。規則等（漁

業法第八条第一項の漁業権行使規則（以下単に「漁業権行使規則」という。）、 同項 の入 漁権行使規則（以下単に「入漁権行使規則」という。）及び同法

第三十三条の二

第百二十九条第一項の遊漁規則（以下単に「遊漁規則」という。）、資源管理規程並びに沿岸漁 場整 備開発法（昭和四十九年法律第四十九号）第八条第二

項の育成水面の区域（以下単に「育成水面」という。）及び同項の育成水面利用規則（以下単に「育 成水 面利 用規 則」 という。）をいう。以下この条にお
（略）

いて同じ。）を定めたときも、同様とする。
２～４
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（役員）
組合は、役員として理 事及 び監 事を 置か なけ ればならない。

（略）

第三十四条
２～

三

二

一

（略）

経営管理委員の定数は五人以上とし、当該定数の少なくとも 四分 の三 は、 准組 合員 以外の組合員（法人にあつては、その役員）でなければならない。

ただし、設立当時の経営管理委員の定数の少なくとも四分の三は、組合員（准組合員を除く。） たる 資格 を有 する 者であつて設立の同意を申し出たもの（
法人にあつては、その役員）でなければならない。
経営管理委員を置く組合の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。

前項の組合の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、第三十八条第一項の経営管理委員会が選任する。

（略）

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

第十一条第一項第四号又は第 十一 号の 事業

前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者 は、 それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。

（略）

前 条第十項の規定は、第三項の組合には、適用しない。
（役員の資格）

一
二

第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事（第三十四条の二第三項の組合を代表する理事 を除く。）並びに当該組合の常務

（役員等の兼職又は兼業の制限）
第三十四条の五

２

第三十四条の四

５

４

３

２

第三十四条の二

（経営管理委員）

の互選をもつて常勤の監事を定め なけ れば なら ない。

第十一条第一項第四号又は第十 一号 の事 業を 行う 組合 （その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。）は、監事

当該 組合 の理 事又 は参 事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

執行役 若し くは 使用 人で なかつたこと。

その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、 その職務を行うべき社員）、

当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。

は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。

第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合（その行う信用事業又は共済事業の規模 が政 令で 定め る基 準に達しない組合を除く。）にあつて

10

に従 事す る役 員（ 第三 十四条の二第三項の組合の理事及び経営管理委員を除く。）及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を 営んで
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11
12

２
３

（略）

はならない。ただし、行政庁の認可を 受け たと きは 、こ の限りでない。

（略）

第三十四条の二第三項の組合の理事は、他の組合若し くは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。

４・５

（略）

（役員の任期）

の議決によつて、その」とあるの は「 設立 委員 が当該役員の」とする。

合 併に よる 設立 の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「 創立 総会

中の 最終 の事 業年 度に 関す る通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期

第三十五条
２
３

（理事会の職務等）
２
（略）

理事会は、すべての理事で組織する。

（略）

３

第三十四条の二第三項の組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する に当 たつ ては、第三十八条第一項の経営管理委員会が決

第三十六条

４
定するところに従わなければならない。
（理事会の議 決等 ）

理 事会 の議 決は 、議決に加わることができる理事の過半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上）が出席し、そ

前項の議決について特別の利害 関係 を有 する 理事 は、議決に加わることができない。

の過半数（これを上回る割合を定 款で 定め た場 合に あつ ては、その割合以上）をもつて行う。

第三十 七条
２

理事会の議決に参加した理事であつて第三項の議事録に異議 をと どめ ないものは、その議決に賛成したものと推定する。

（略）

５
（略）

３・４
６

第三十四条の二第三項の組合は、経営管理委員会を置かなければならない。

（経営管理委員会の職務等）
経営管理委員会は、すべての経営管理委員で組織する。

第三十八条
２
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（略）

経営管理委員会は、総会の日か ら七 日前 まで に、 前項 の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明す

３～７
８
（略）

る機会を与えなければならない。
９・

理事は、理事会（第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員 会。 以下 この 項及 び次 項において同じ。）の日から十年

（理事会の議事録の備付け及び閲覧等）
第三十九条
（略）

間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
２～６
（理事及び経営管理委員の忠実義 務等 ）

理事（第三十四条 の二 第三項の組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。）は、法令、法令に基づいてする行政庁の

組合との利益が相反する行為をすることができる。この場合には、民法第百八条の規定は、適用 しな い。

理事は、理事会（第三十四条の二第三項の組合にあつては、 経営 管理 委員 会） の承 認を受けた場合に限り、組合と契約する契約をし、又は当該理事と

い。

処分、定款等及び総会（同条第三項の組合にあつては、総会及 び経 営管理委員会）の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならな

第三十九条の二

２

（代表理事）

組合は、理事会（第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会）の議決により、理事の中から組 合を代表する理事（以下「

２

代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

（ 略）

代表理事」と いう 。） を定 めなければならない。

第三十九条の三

３

会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十 一条 第一 項及び第四項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項

（理事及び経営管理委員に関する会社法の準用）

（略）

読替えは、政令で定める。

「取締役」とあるのは「理事（水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、経営管理 委員 ）」 と読 み替 えるものとするほか、必要な技術的

の規定は理事について準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復す るこ とができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中

第三十九条の四

２
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10

（監事）
第三十九条の五

監事は、理事（第 三十 四条 の二 第三 項の 組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。）の職務の執行を監査する。この

（略）

場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、 監査 報告 を作 成し なけ ればならない。
２

監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると 認め ると き、 又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事

第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十 一条 第三 項及 び第 四項、第

管理委員会に報告しなければならない。

第三十四条の二第三項の組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をする おそ れが ある と認 める ときは、遅滞なく、その旨を経営

実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会（第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会 及び 経営 管理 委員会）に報告しなければならない。

３
４
５

三百八十三条第一項本文、 第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第二項（第一

号及び第二号に係る部分に限る。 ）、 第三 百八 十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十三条第

一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事 （水 産業 協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、経営管理委員）」と、同法第三百四十五条第

三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協 同組 合法第四十七条の五第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会

社」とあるのは「子法人等（水産業協同組合法第百二十二条第二項 に規 定す る子 法人 等を いう。）」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」と

あるのは「理事会（水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会及び経営管理委員会）」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「

理事（水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事又は経営管理委員）」と 、同 項及 び同 条第 三項中「取締役会」とあるのは「理事会

（水産業協同組合法第三十四条の二第三項の組合にあっては、理事会又は経営管理委員会）」と、同法第三百八十 四条 中「取締役」とあるのは「理事又は

経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、 同法 第三 百八十六条第一項中

「第 三百 四十 九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一 号中 「取 締役 （取締

役」とあるの は「 理事 若し くは経営管理委員（理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「

第三百四十九条第四項」とあるの は「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委
員」と読み替えるものとするほか 、必 要な 技術 的読 替え は、政令で定める。

（略）

（役員の組合に対する損害賠償責任等）
第三十九条の六

前項の責任の原因となつた行為が理事会（第三十四条の二第三項の組 合に あつ ては 、理 事会又は経営管理委員会）の議決に基づき行われたときは、そ

前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一 号に掲げる額から第二号に掲げる

（略）

２
３

の議決に賛成した理事（同条第三項の組合にあつては、理事又は経営管理委員）は、その行為をした もの とみ なす 。
４

額を 控除 して 得た 額を 限度として、総会の議決によつて免除することができる。
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５
６
７

（略）
（略）

前項の場合には、理事（第三十 四条 の二 第三 項の 組合 にあつては、経営管理委員）は、前項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

一・二
一～三

理事（第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委 員） は、 第一 項の責任の免除（理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。）に関する議
案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。

第四項の議決があつた場合において、組合が当該議決後に同項の役員に対し退職慰労金その他 の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、
（略）

総会の承認を受けなければならない。
８～

（略）

（決算関係書類の作成、備 付け及び閲覧等）

理事は、農林水産省令で定める とこ ろにより、事業年度ごとに、非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあ

第四十条
２

つては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借 対照 表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示す

ために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに 事業 報告 並び にこ れら の附属明細書を作成しなければならない。
（略）

理事（第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員）は、通常総会の招集の通知に際して、 農林 水産 省令 で定めるところにより、組合員に

ては、理事会（第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事会及び経営管理委員会）の承認を受けなければなら ない 。

前項の規定により監事の監査（第四十一条の二第一項に規定する特定組合にあつて は、 監事の監査及び同項の全国連合会の監査）を受けたものについ

３～５
６
７

対し 前項 の承 認を受けたもの（監事の監査報告（第四十一条の二第一項に規定する特定組合にあつては、監事の監査報告及び同項の全 国連 合会 の監 査報告
（ 略）

）を含む。以 下こ の条 にお いて「決算関係書類」という。）を提供しなければならない。
８～

（事業別損益を明らかにした書面の作成等）
（略）

前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は 電磁 的記 録については、あらかじめ、理事会（第三十四条の二第三項の組合にあつては、

第四十一条
２

理事会及び経営管理委員会）の承認を受けなければならない。

第十一条第一項第四号の事業を行う組合（政令で定める規模に達しない組合を除く。以下この条及び次 条において「特定組合」という。

（特定組合の監査）
第四十一条の二

）は 、第 四十 条第 二項 の規定により作成したものについて、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、第八十七条第八項に規定する全国 連合会
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10
13

（以下この条及び次条において単に「 全国 連合 会」 とい う。）の監査を受けなければならない。この場合において、監査を行う全国連合会は、主務省令で
２

全国連合会は、第一項の監査について任務を怠つたときは、 特定 組合 に対 し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

特定組合の監事は、全国連合会に対して、その監査報 告につき説明を求めることができる。

定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
３

全国連合会が第一項の監査に関する職務を行うについて悪意又は重大な過 失が あつ たと きは、全国連合会は、これによつて第三者に生じた損害を賠償

第三十九条の五 第二 項並 びに会社法第三百八十一条第三項及び第四項、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第

の者は、連帯債務者とする 。

全国連合会が特定組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、特定組合の役員も当該損害を賠償する 責任 を負 うと きは 、これら

会が当該記載又は記録をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

全国連合会が、監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録を した とき も、 前項 と同 様とする。ただし、当該全国連合

する責任を負う。

４
５
６
７

七編第二章第二節（第八百四十七条第二項、第 八百 四十 七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項か

ら第十一項まで、第八百五十条第四項、第八百五十一条並びに 第八 百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。）の規定は第一項の全国連合会について、

同法第四百三十九条の規定は特定組合について準用する。この場合 にお いて 、同 法第 三百 八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等（

水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。）」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」

と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項に規定する書類」とあるのは「水産業 協同 組合 法第 四十 条第二項の規定により作成したもの」と

、同法第四百三十九条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十 条第 六項の承認を受けた貸借対照表、損

益計算書その他漁業協同組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの」と、 「法 務省 令」とあるのは「主

務省 令」 と、 「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるの は「 主務 省令 」と読
み替えるもの とす るほ か、 必要な技術的読替えは、政令で定める。

特定組合以外の組 合は 、定 款で 定め るところにより、第四十条第二項の規定により作成したものについて全国連合会の監査を受けること

（特定組合以外の組合の監査）
第四十一条の三

ができる。この場合においては、当該組合を特定組合とみなし て、 同条 第六 項及 び第七項並びに前条の規定を適用する。
（役員の改選又は解任の請求）

組合員（准組合員を除く。）は、総組合員（准組合員を除く。）の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。

第三十四条の二第三項の組合にあつては、組合員（准組合員を除く。）は、総組合員（准組合員を除く。）の五分の一以上 の連 署を もつ て、その代表

る。

次項において同じ。）以上の連署をもつて、その代表者から役員（第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く。）の改選を請求することができ

第四十二条

２
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３
４

（略）

者から理事の解任を請求することがで きる 。

第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任 の理由を記載した書面を理事（第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員。以下こ
（略）

の条において同じ。）に提出してこれをしなければならない。
５

第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は総会の日から七日前までに、当該請求 に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総

７

第四十七条の三第二項及び第四十七条の四第二項の規定は、第五項の場合について準用する。

（略）

会において弁明する機会を与えなければならない。

６

８

定款で定めた役員 の員 数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員（次条第一項の一時理事

（役員に欠員を生じた場合の措置 ）
第四十二条の二

又は監事の職務を行うべき者を含む。）が就任するまで、なお 役員 としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数
が欠けた場合についても、同様とする。

役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、 組合 員そ の他の利害関係人の請求があつたときは、行政

（行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集）

（ 略）

第 四十七条の六及び第四十七条の七の規定は、前項の総会の招集について準用する。

）を 選挙 し、 若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ若しくは選任させることができる。

庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員（第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事を除く 。以 下こ の項において同じ。

第四十三条

２
３

（役員の責任を追及する訴えに関する会社法の準用）

会社法第七編第二章第二節（第八百四十 七条 第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び

第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第 一項 第二 号及び第三号を除く。）の規定は、役員の責任を追及する訴え

第四十四条

について準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」と ある のは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項

中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二 項、 第二 百八 十六 条の二第二項、第四百二十四条（

第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務

に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の六第 三項 」と 読み 替え るも のと
する ほか 、必 要な 技術 的読替えは、政令で定める。
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（参事及び会計主任の選任等）
参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の議決によりこ れを 決す る。

（略）

２
（略）

第四十五条
３

組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業（当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又

（競争関係にある者の役員等への就任禁止）
第四十七条

は共 済水 産業 協同 組合 連合 会の行う事業を除く。以下この条において「競合事業」という。）を営み、又は競合事業に従事する者（当該競合事業を営む法

人その他の団体の役員及び 職員を含む。）は、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になることができない。

通常総会は、定款で定 める とこ ろに より 、毎事業年度一回招集しなければならない。

（通常総会の招集）
第四十七条の二

臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつで も招 集することができる。

（臨時総会の招集）
第四十七条の三

組合員（准組合員を除く。）が総組合員（准組合員を除く。）の五分の一（これを下回る割合 を定 款で 定めた場合にあつては、その割合）以上の同意

（ 略）

２

を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事（第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委 員。 第四 項において同じ。）

に提 出し て、 総会の招集を請求したときは、理事会（同条第三項の組合にあつては、経営管理委員会）は、その請求のあつた日から二 十日 以内 に臨 時総会
３

前項前段の電磁的方法（第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。）により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理

を招集すべき こと を決 定し なければならない。
４

事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
（総会招集者）
（略）

総会は、理事（第三十四条の二第三項の組合にあつては 、経 営管 理委 員。 次項において同じ。）が招集する。

２

第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは 、理 事は 、総 会を 招集 しなければならない。

第四十七条の四
３

（総 会の 招集 の決 定）

- 96 -

（略）

前項各号に掲げる事項の決定は 、前 条第 二項 （第 四十 二条第八項において準用する場合を含む。）の規定により監事が総会を招集するときを除き、理

第四十七条の五
２

事会（経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会 ）の 議決 によ らな けれ ばならない。

総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、組合員に 対して書面をもつてその通知を発しなければならない。

（総会の招集の通知等）
（略）

第四十七条の六

条第一項第三号に掲げる事項を定 めた 場合 」と あるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条

会 社法 第三 百一 条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項中「第二 百九 十八

、定 款に 特別 の定 めが ある ときは、この限りでない。

総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、議決をすることができる。ただし

２・３
４
５

第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十 七条 の六 第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は

選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を 」と 、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の

六第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第 四号 に掲 げる 事項 を定 めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定

款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産

省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の 六第 二項 」と 、同 条第三項及び第四項中「第二百九十九条

第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の六第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と 読み 替えるものとするほか、必要な技術
的読替えは、政令で定める。

組 合の 組合 員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所（その者が別に通知又は催告を受ける場所

（組合員に対 する 通知 ）
第四十 七条 の七
（略）

又は連絡先を組合に通知したとき は、 その 場所 又は 連絡 先）にあてればよい。
２

前二項の規定は、前条第一項の通知に際して組合 員に 書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用す

る。この場合において、前項中「到着したもの」とあるのは、「当該書面の交付 又は 当該 事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものと

３
する。

（略 ）

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

（総会の議決事項）
第四十八条
一～ 五
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六

財産目録、貸借対照表、損益計算 書、 剰余 金処 分案 、損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省
令で定めるもの並びに事業報告
育成水面の設定、変更及び廃止

（略）

十一
育成水面利用規則の制定、変更及び廃止

七～十
十二
（略）

共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては 、第 一項 の規 定に かか わらず、政令で定めるところによ

２～４
５
り、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。

総会の 議事 は、 この法律、定款又は規約に特別の定ある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決

（総会の議事）
第四十九条
（略）

するところによる。
２・３

次の事項は、総組合員（准組合員を除く。）の半数（これを上回る割合を定 款で 定めた場合にあつては、その割合）以上が出席し、その議決権

（特別決議事項）
第五十条
（略）

の三分の二（これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上の多数による議決を必要とする。
一～六

総会 にお いて その延期又は続行について議決があつた場合には、第四十七条の五及び第四十七条の六の規定は、適用しない。

（延期又は続 行の 議決 ）
第五十 条の 三

（総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用）

会社法第八百三十条、第八百三十一条、 第八 百三十四条（第十六号及び第十七号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一項、第八百三十

六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条 の規 定は 、総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えにつ

第五十一条

いて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等（当該各号の株主総会 等が 創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株

主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役）」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、 監事 又は 清算 人」 と、「株主（当該決議が創立総会の

決議である場合にあっては、設立時株主）又は取締役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「組合員又は理事、経営管理委員」と、「第三百四十六条第一項（第四百七十九条第四項」とあ るの は「 水産 業協 同組 合法第

四十 二条 の二 （同 法第 七十七条」と、同項及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替え るもの
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組合は、漁業法第十四条第二項若しくは第六項 の規 定に より 適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権（同法第七条の特定

とするほか、必要な技術的読替えは、 政令 で定 める 。
（総会の部会）

（略）

総 会の 部会 は、 その部会の設けられる前項の地元地区又は関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員（准組合員を除く。）で組織す る。

権限 をそ の部 会に 行わ せる ことができる。

八号から第十号までに掲げる事項（同項第九号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止 に限 る。 ）に つい ての 総会の

条に規定する関係地区（当該組合の地区である区域に限る。）ごとに総会の部会を設け、当該特定区画漁業権又は共同漁業権 に関し、第四十八条第一項第

は、総会の議決を経て、当該特定区画漁業権に係る同法第十一条に規定する地元地区（当該組合の地区で ある 区域 に限 る。）又は当該共同漁業権に係る同

区画漁業権をいう。以下この条において同じ。）又は共同漁業権（同法第六条第二項の共同漁業 権を いう 。以下この条において同じ。）を有しているとき

第五十一条の二

２

一
漁業権行使規則の制定、変更及び廃止

特定区画漁業権若しくは共同漁業権又はこれらに関する物権の 設定 、得 喪又 は変 更

第二十一条、第四十七条の三から第四十七条の六まで、第五十条の二から前条まで 並び に第百二十五条第一項及び第三項の規定は、総会の部会につい

二

三分の二（これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、 その 割合）以上の多数による議決を必要とする。

次の事項は、総会の部会を組織 する 組合員の総数の半数（これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合）以上が出席し、その議決権の

３～５
６

７

て準用する。この場合において、第二十一条第一項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権 」と 、同条第二項中「第四十七条の六第

一項又は第二項（これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。）」とあるのは「第五十一条の二第七項に おい て準 用する第四十七条の

六第 一項 又は 第二項」と、「議決権又は選挙権（以下「議決権等」という。）」とあるのは「議決権」と、同条第四項及び第七項中「 議決 権等 」と あるの

は「議決権」 と、 第四 十七 条の三第二項中「組合員（准組合員を除く。）が総組合員（准組合員を除く。）」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が

当該部会を組織する組合員の総数 」と、第百二十五条第一項中「組合員（第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九

十八条第二号又は第百条の五第三 号若 しく は第 四号 の規 定による会員を除く。）が総組合員（第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若

しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の五第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。）」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部

会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは 「方 法」 と、 「議 決又は選挙若しくは当選決定」とあり、及び「議決又は選挙若しくは当選

」とあるのは「議決」と、「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは「決議」と 読み 替え るものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
（総代会）
（略）

（略）

第五十二条

総代会（次項の総代会を除く。）においては、前項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第五十条第二号、第三号の二 若し くは 第四 号の事項につ

２～６
７
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８
９

河川において水産動植物の採捕 又は 養殖 をす る者 を主 たる構成員とする組合の総代会においては、第六項の規定にかかわらず、総代を選挙し、又は第

いて議決することができない。
五十条第二号若しくは第三号の二の事項について議決すること がで きな い。

総代会において既に議決した事項については、総代会の議決 の日 から 三箇 月以内に開催された総会において、更にこれについて議決することができる。
この場合総会において総代会と異なる議決をしたときは、以後その議決によるものとする。
（出資一口の金額の減少）

出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、組合の債権

二

一
（略）

前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として農林水 産省 令で定めるもの

（略）

三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、するこ とを 要し ない 。

前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告 を、 官報 のほ か、 第百 二十一条第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第

三

知れている債権者には、各別にこ れを 催告 しな ければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。

出 資組 合は 、前 項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権 者以 外の

者の 閲覧 に供 する ため 、こ れらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。

第五十三条
２

３

（信用事業の譲渡又は譲受け）

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を 行う他の組合、第八十七条

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、信用事業実施組合の信用事業（第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一

加工業協同組合連合会（以下この 条及び次条において「信用事業実施組合」という。）に譲り渡すことができる。

第一項第四号 の事 業を 行う 漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産

第五十四条の二

２
（略）

項において準用する第十一条の四第二項に規定する信用事業を含む。次条において同じ。）の全部又は一部を譲り受けることができる。
３～７

第十一条第一項第四号の事業を行う組合が信用事業実施組合の信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が当該譲

（総会の議決を経ない信用事業の譲受け）
第五十四条の三

受けを行う組合の純資産の額として農林水産省令で定める方法により算定される額の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割

合）を超えないときの前条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会（第三十四条の二 第三 項の 組合 にあ つて は、経
営管 理委 員会 ）」 とす る。
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２

３

前項に規定する組合が同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合には、当該譲受けを約した日から二週間以

内に、当該譲受けに係る契約の相手方である信用事業実施組合の名称及び住所並びに同項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲
受けをする旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない 。

第一項に規定する組合の総組合員（准組合員を除く。）の六 分の 一以 上の 組合員（准組合員を除く。）が前項の規定による公告又は通知の日から二週

間以内に当該組合に対し書面をもつて信用事業の全部又は一部の譲受けに反対の意思の通知を行 つた とき は、第一項の規定により総会の議決を経ないで信
用事業の全部又は一部の譲受けを行うことはできない。

第十一条第一項第十一号の事業を行う組合が共済契約の全部又は一部を移転するとき（その一部を移転する場 合に あつ ては 、包 括移転を

（共済事業の譲渡等）
第五十四条の四
（略）

行うときに限る。）は、共 済事業を行う他の組合又は共済水産業協同組合連合会に対し、契約をもつてしなければならない。

第五十四条の二第七項の規定は 、第 四十八条第一項第五号の規定による議決を経てその共済事業の全部を譲渡した組合及びその共済契約の全部を移転

２・３
４
した組合について準用する。

組合（非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業 を行 わないものを除く。第七項及び次条において同じ。）は、定款

（準備金及び繰越金）

出 資組 合は 、次 に掲 げる 金額を資本準備金として積み立てなければならない。

出資一口の金額の減少により 減少 した 出資 の額 が、 持分の払戻しとして当該出資組合の組合員に支払つた金額及び損失のてん補に充てた金額を超える
ときは、その超過額

合併によつて消滅した組合から承継した財産の価額が、当 該組 合か ら承 継し た債務の額及び当該組合の組合員に支払つた金額並びに合併後存続する出
資組合の増加した出資の額又は合併によつて設立した出資組合の出資の額を超えるときは、そ の超 過額

前項第二号の超過額のうち、合併によつて消滅した組合の利益準備金 その 他当 該組 合が 合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、

利益準備金をもつて損失のてん補に充ててもなお不足する場合でなければ、資本準備金をもつてこれに充てることはできな い。

第一項の利益準備金及び第三項の資本準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、これを取り崩してはならな い。

続する出資組合又は合併によつて設立した出資組合の利益準備金に繰り入れなければならない。

同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。この場合においては、そ の利 益準 備金 の額 に相当する金額は、これを合併後存

二

一

、出資総額） を下 つて はな らない。

前項の定款で定める利益準備金の額は、出資組合にあつては、出資総額の二分の一（第十一条第一項第四号又は第十一号の 事業を行う組合にあつては

備金として積み立てなければならない。

で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一（第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組 合に あつては、五分の一）以上を利益準

第五十五条

２
３

４

５
６
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７

組合は、第十一条第一項第二号及び第十三号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければなら
ない。
（回転出資金による損失のてん補及びその払戻し）
出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充てることができ る。

ら起算して五年を経過した時にこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議 決をしたとき又は組合員が脱

出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充て た剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日か

第五十七条の二
２

第 十一 条の 十一、第十一条の十四、第十五条の十から第十五条の十六まで及び第五十四条の五から前条までに定めるもののほか、組合が

退したときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。
（財務基準）
第五十七条の三

、その組合員との間の財務関係を明らかにし、 組合 員の 利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければな
らない事項は、政令で定める。

（略）

（組合の持分取得の禁止）

（略）

る。

出資組合は、第二十六条第一項の規定により組合員の持分を譲り受ける場合には、前項の規定 にか かわ らず、当該組合員の持分を取得することができ

第五十八条
２
３

第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるも

（業務及び財産の状況に関する説 明書類の縦覧）
第五十八条の三

のを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所（主として信用事業又は共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を
（略）

除く。以下この条において同じ。）に備え置き、公衆の縦覧に 供し なけ れば なら ない。
２～６
（創立総会）
（略）

（略）

２

定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければな らな い。

第六十二条
３
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４

創立総会の議事は、組合員（准 組合 員を 除く 。） たる 資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が自

（略）

第二十一条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五 十条 の二 から 第五十条の四までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百

ら出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。

５
６

三十一条、第八百三十四条（第十六号及び第十七号に係る部分に限る。）、第八百三十五条第一 項、 第八 百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、

第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取消しの 訴え につ いて 準用する。この場合において、第五

十条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第五十条の三中「第四十七条の五及び第四十七条の六」とあ るのは「第六十二条第一項及

び第二項」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等、」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人、」と、 「設 立時 取締 役又 は設 立時監

査役 」と あり 、及 び「 設立 時取締役（設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又

はそれ以外の設立時取締役 ）又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるの

は「理事、経営管理委員、」と、 「設 立時 取締 役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要
な技術的読替えは、政令で定める。
（認可の期間）

第六十三条第一項の認可の申請があつたときは、行 政庁 は、 申請 書を 受領 した日から二箇月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を

（略）

発しなければならない。

第六十五条
２～５

出 資組 合の 理事 は、 前項 の規定による引渡を受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込をさせなければならない。

設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。

（理 事へ の事 務引渡）
２

現物出資者は、第一回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて

第六十 六条
３

第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。

組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をするこ とに 因つ て成 立す る。

（成立の時期）
第六十七条

（略）

（解散事由）
解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第六十八条
２
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５

４

３

組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なく その旨を行政庁に届け出なければならない。

第一項の事由に因る外、組合は 、組 合員 （准 組合 員を 除く。）が二十人（業種別組合にあつては、十五人）未満になつたことに因つて解散する。

前項の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条（第二号を除く。）及び第六十五条の規定を準用する。

（合併の手続）

組合が合併しようとするときは、総会の議決を経て、政令で定める事項を定めた合併 契約を締結しなければならない。

合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第六十九条
２

前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあ

口の金額の減少の内容」とあるの は、 「合 併を する旨」と読み替えるものとする。

第 五十 三条 並び に第五十四条第一項及び第二項の規定は、出資組合の合併について準用する。この場合において、第五十三条第二項第一号中 「出 資一

つて は同 項、 第六 十四 条及 び第六十五条の規定を準用する。

３
４

合併によつて消滅する組合の総組合員（准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。）の数が合併後存続する組合の総組合員

（総会の議決を経ない合併）
第六十九条の二

の数の五分の一（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つては、その割合。以下この項において同じ。）を超えない場合であつ

て、かつ、合併によつて消滅する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 組合 の最 終の 貸借対照表により現存する資産の額の五

分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中 「総 会」とあるのは、「総会又は理事会

合 併後存続する組合が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条 第一 項の 合併 契約 を締 結し

前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければ ならない。

（第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会）」とする。
２

合併後存続する組合の総組合員 の六 分の 一以 上の 組合員（准組合員を除く。）が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し

し、又は組合員に通知しなければ なら ない 。

た日から二週間以内に、合併によ つて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う旨を公告

３

４

書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項 の規 定に より 総会 の議決を経ないで合併を行うことはできない。

次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第六十九条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し

（合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等）
第六十九条の三

合併によつて消滅する組合

第六十九条第一項の総会の日の二週間前の日から合併の登記の日まで

、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
一

合併 後存 続す る組 合

第六十九条第一項の総会（前条第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会（第三十四 条の二

二
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三
（略）

合併によつて設立する組合

合併の登記の日から六箇月間

第三項の組合にあつては、経営管理委員会））の日の二週間 前の 日から合併の登記の日後六箇月を経過する日まで
２・３
（合併をやめることの請求）
（略）

組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を 受け るお それ があ ると きは、当該組合員は、当該組合に

第六十九条の四
２

対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第六十九条の二第一項の規定により総会の議決を経ないで合 併を 行う 場合 （同 条第 四項の
通知 があ つた 場合 を除 く。 ）は、この限りでない。
（合併による設立に必要な行為）

合併によつて組合を設立 する には、各組合の総会において組合員（准組合員を除く。）の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、

第一項の規定による設立委員の選任には、第五十条の規定を準用する。

の規定を準用する。

前項の規定による役員のうち、理事の選任については、第三十四条第十項本文の規定を、経営管理委員の選任については、第三十四条の二第二項本文

役員（合併によつて設立する組合が第三十四条の二第三項の組 合で あるときは、理事を除く。）を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

第七十条
２
３
（合併の時期）

組合の合併は、合併後存続する組合又は合併に因つて成立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第百 七条に規定する登記をする

ことに因つて その 効力 を生 ずる。

第七十一条

合併後存続する組合又 は合 併に 因つ て設 立した組合は、合併に因つて消滅した組合の権利義務（当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許

（合併による権利義務の承継）
第七十二条

可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。）を承 継す る。

（略）

（合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等）

（略）

理事は、合併の登記の日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置 かな けれ ばな らな い。

第七十二条の二
２
３・４
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（略）

（清算事務）

第三十四条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認 を求める場合には、あらかじめ、非出資組合にあつては財産目録及び財産処分の方法、出資組合

第七十五条
２

にあつては財産目録、貸借対照表及び財産処分の方法について経営管理委員会の承認 を受 けなければならない。

（略）

（決算報告）

（ 略）

い。

第三十四条の二第三項の組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならな

第七十六条
２
３

会社法第四百七十五条（第 三号 に係 る部 分を 除く。）、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について

（清算に関する会社法等の準用）
第七十七条

、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条 の四 、第 三十 四条 の五 第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項

及び第六項、第三十九条（第二項を除く。）、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項から第三項ま

で、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項（第一号に係る部分に限る。）及び 第十 項、 第四 十条 （第一項及び第十項を除く。）、第四十

二条の二、第四十七条、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第五十 条の 二並びに第五十条の四第二項から第

四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一 項（ 第一 号に係る部分に限る。

）及 び第 二項 （第一号及び第二号に係る部分に限る。）、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項（各号 列記 以外 の部 分に限

る。）、第四 百八 十三 条第 四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節

（第八百四十七条第二項、第八百 四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、

第八百五十一条並びに第八百五十 三条 第一 項第 二号 及び 第三号を除く。）、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項（第一号及び第

二号に係る部分に限る。）、第八百七十一条、第八百七十二条（第四号に係る部分に限る。）、第八百七十四条（第一号及び第四号に係る部分に限る。）

、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人 につ いて 準用 する 。この場合において、第三十九条の六第十項中「役員」とあるのは「役員

又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「 貸借 対照 表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産

及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの並びに」とあ るの は「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」

とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるの は「 清算 結了 の登 記の時までの間」と、同法第三百八

十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲

げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同 法第 四百 七十 九条 第二 項各号

列記 以外 の部 分中 「次 に掲げる株主」とあるのは「総組合員（准組合員を除く。）の五分の一（これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、 その割
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合）以上の同意を得た組合員（准組合 員を 除く 。） 」と 、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第

七十四条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八

十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項に おい て準 用す る場 合を 含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能

額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及 び第 四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条

において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替 えは 、政 令で定める。

漁業生産組合（以下本章において「組合」という。）は、漁業及びこれに附帯する事業を行うことができる。

（事業の種類）
第七十八条

理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の議決に従わなければ

組 合の 業務 は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

（組合の業務の決定）
第八十三条の二
（組合の代表）
第八十三条の三
ならない。

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

（理事の代表権の制限）
第八十三条の四

理 事は 、定 款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

（理事の代理 行為 の委 任）
第八十 三条 の五

理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。

組合が理事と契約するときは、監事が組 合を 代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

（理事と組合との契約等）
第八十四条
（通常総会）
第八十四条の三
（臨時総会）
第八十四条の四
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組合と特定の組合員との関係について議 決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

（議決権のない場合）
第八十四条の五

組合は、損失をてん補し、第八十六条第二項において準用する第五十五条第一項の利 益準備金及び同条第三項の資本準備金を控除した後でな

（剰余金の配当）

（略）

ければ、剰余金の配当をしてはならない。

第八十五条
２

解 散し た組 合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

（清算中の組合の能力）
第八十五条の二

第八十六条第四項において準用する第七十四条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれが

（裁判所による清算人の選任）
第八十五条の三

あるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で 、清 算人 を解 任することができる。

（清算人の解任）
第八十五条の四
（清算人の職 務及 び権 限）
一

債権の取立て及び債務の弁済

現務の結了

清 算人 は、 次に掲げる職務を行う。

二
残余財産の引渡し

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の 行為 をす ることができる。

三

第八十 五条 の五

２

清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債 権者 に対 し、 一定 の期 間内にその債権の申出をすべき旨

（債権の申出の催告等）

（略）

の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

第八十五条の六
２～４
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前条第一項の期間の経過後に申出をした 債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対し

（期間経過後の債権の申出）
第八十五条の七
てのみ、請求をすることができる。

清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたと きは 、清 算人 は、 直ち に破産手続開始の申立てをし、そ

（清算中の組合についての破産手続の開始）
第八十五条の八

清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任 務を 終了 した もの とする。

の旨を公告しなければならない。
２

前 項に 規定 する 場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は 、こ れを
第一項の規定による公告は、官 報に 掲載してする。

取り戻すことができる。

３
４
（裁判所による監督）
２

組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託するこ とが でき る。

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する 。

３

行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第八十五条の九

４

清 算が 結了 したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。

（清算結了の 届出 ）
第八十 五条 の十

組合の解散及び清算の監督並びに 清算 人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄）
第八十五条の十一

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

（不服申立ての制限）
第八十五条の十二

裁判所は、第八十五条の三の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬 の額 を定 める ことができる。

（裁判所の選任する清算人の報酬）
第八十五条の十三

- 109 -

この場合においては、裁判所は、当該 清算 人及 び監 事の 陳述を聴かなければならない。
（検査役の選任）

裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要 な調 査を させ るため、検査役を選任することができる。

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合につい て準 用す る。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「

第八十五条の十四
２
組合及び検査役」と読み替えるものとする。
（準用規定）

第七十九条から第八十二条の二までに規定するもののほか、第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一 条第 一項 本文 及び 第二項か

第二十一条第一項本文、第四十九条第二項及び第三項、第五十条の三 、第 五十 条の 四、 第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項から第五項

める。

「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の三第二項中「理 事会 」と ある のは 「理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定

分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「理事会の議決」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは

あるのは「理事は、その全員が」 と、 第四 十条 第七 項中 「前項の承認を受けた」とあるのは「第二項の規定により作成した」と、第四十二条第一項中「五

理について準用する。この場合に おいて、第三十四条第二項中「五人」とあるのは「三人」と、同条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」と

第五十五条第 一項 から 第六 項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、組合の管

から 第四 項ま で、第四十九条、第五十条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五 、第 五十 四条 の六、

第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四第一項及び第二項、第四十七条の五第一項、第四十七条の六、第四十 七条 の七 、第四十八条第一項

第六項を除く。）、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二前段、第四十三条第一項及び第 二項 、第四十五条から第四十七条まで、

で、第九項及び第十項、第三十四条の三、第三十四条の五第五項、第三十五条、第三十九条の二 第一 項、 第三 十九 条の六（第二項を除く。）、第四十条（

第八十三条から第八十五条までに規定するもののほか、第三 十三 条、 第三 十三 条の 二、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項ま

替えは、政令で定める。

一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認 めら れるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読

二十八条の二及び第三十条中「第二十七条第一 項の 規定 により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第三十一条第一項中「事業を休止したとき、事業の

いて、第二十六条第二項中「非出 資組 合の 組合 員」とあるのは「組合員」と、第二十八条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第

ら第七項まで、第二十三条 、第二十六条第二項及び第三項並びに第二十七条から第三十一条までの規定は、組合の組合員について準用する。この場合にお

第八十六条

２

３

まで並びに第六十三条から第六十七条までの規定は、組合の設立について準用する。この場合におい て、 第五 十条 の三 中「第四十七条の五及び第四十七条

の六」とあるのは「第八十六条第三項において準用する第六十二条第一項及び第二項」と、第五十九条中「二十人（第十八条第四項の規定により組合員た

る資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合（以下「業種別組合」という。）にあつては、十五人）」とあり、 及び 第六 十一 条第 二項 中「二

十人 （業 種別 組合 にあ つては、十五人）」とあるのは「七人」と、第六十二条第五項中「議決権」とあるのは「議決権（組合と特定の者との関係に ついて
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４

第八十五条の二から前条までに 規定 する もの のほ か、 第六十八条、第六十九条、第六十九条の三、第六十九条の四第一項及び第二項本文、第七十条か

議決をする場合には、その者の議決権 を除 く。 ）」 と読 み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

ら第七十四条まで、第七十五条第一項並びに第七十六条第一項 並び に会 社法 第五 百二 条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合におい

て、第六十八条第四項中「二十人（業種別組合にあつては、十五人）」とあるのは「 七人 」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項中「理

事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と読み替えるものとす るほ か、 必要な技術的読替えは、政令で定める。

漁業協同組合連合会（以下この章において「連合会」という。）は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

（事業の種類）
第八十七条
（略 ）
（略）

会員の監査及び指導

一～ 九
十
十一～十六
（略）

第一項第十号に規定する会員の監査 の事 業を 行う 連合 会であつて、全国の区域を地区とし、かつ、同項第四号の事業を行う連合会を会員とするもの（

次条において「全国連合会」という。）は、同項第十号に規定する 会員 の監 査の 事業 のほ か、第四十一条の二第一項（第九十二条第三項、第九十六条第三

連合会は、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業（第四項第三号 及び 第四号の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合

項及び第百条第三項において準用する場合を含む。）に規定する特定組合の監査の事業を行うものとする。

（略）
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２～７
８

９

会が行う第三項各号に掲げる事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。）を利用させることができる。ただ し、 第四項第二号から第十号まで及び第

十二号、第五項並びに前項の事業並びに第一項第三号又は第四号の事業を行う連合会が行う第三項各号に掲げる事業に係る場 合を 除き 、一事業年度におい

て所 属員 及び 他の連合会の所属員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において所属員及び他の連合会の所属員の 利用 する 事業 の分量

（略）

第一項第十二号の事業

一～四
（監査事業）
第八十七条の二

とい う。 ）を 行お うと するときは、監査の要領及びその実施の方法並びに監査事業に従事する者の服務に関する事項を監査規程で定め、行政庁の認 可を受

連合会は、前条第一項第十号に規定する会員の監査又は同条第八項に規定する特定組合の監査の事業（ 以下この条において「監査事業」

けをすることができる。

連合会は、第九項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度 において、定款で定めるところにより、次に掲げる資金の貸付

所属員と世帯を同じくする者

次の各号に掲げる事業の利用に関する前 項た だし 書の 規定の適用については、当該各号に定める者を所属員とみなす。

の総額を超え ては なら ない 。

三

一・二

10
11

２
３

監査事業を行う連合会は、水産 業協 同組 合の 業務 及び 会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するもので

けなければならない。これを変更し、 又は 廃止 しよ うと するときも、同様とする。
ある役員又は職員を当該事業に従事させなければならない。

全国連合会は、その行う特定組合の監査に関し公認会計士又 は監 査法 人が 公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第二条第一項又は第二項の業務
を行う旨の契約を、公認会計士又は監査法人と締結しなければならない。

第八十七条第一項第四号の事業を行う連合会は、次に掲げる会社（国内の会社に限る。第四項において「子会社対象会社」という。）以

（子会社の範囲等）
第八十七条の三

（略）

（略）

外の 会社 を子 会社 （第 九十 二条第一項において準用する第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。）としてはなら
ない。
２

第十七条の十四第三項の規定は、第 一項 の連 合会 につ いて準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十七条の三第一項

一～七
３
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」と、「子会社対象会社」とあるのは「同項に規定する子会社対象 会社 」と 、「 取得 」と あるのは「取得、同項の連合会又はその子会社による同項第六号

又は第六号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得」と、同項ただし書中「当該事由」とあるのは「当該事由（当該連合会又はその子会社による同項第六
（略）

号又は第六号の二に掲げる会社の株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由を除く。）」 と読 み替 える もの とする。
４～

（略）

第 十七 条の 十五 第二 項か ら第七項までの規定は、前項の連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十七条

の四第一項」と、「特定事業会社 であ る国 内の 会社 の議 決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社（同項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。

）の議決権をその基準議決権数（同項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。）」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第八十七条の

四第一項」と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは 「国 内の 会社 」と 、同項第一号中「当該組合が」とあるのは「当該連合会が第八十七条の三

第四項の認可を受けて同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は」 と、 「又 は」とあるのは「若しくは」と、「その」とあるのは「その子会

社とした日又はその」と、同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一 項」 と、「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「

国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第八十七条の四第一項及び同条第二項におい て準 用す る第 十七 条の十五第二項から前項まで」と、
（略）

「第一項」とあるのは「第八十七条の四第一項」と読み替えるものとする。
３・４

２

第八十 七条の四

（議 決権 の取 得等の制限）

10

（略）

（解散事由）
解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効 力を生じない。

第九十一条
２

次条の規定による権利義務の承継があつたこと。

前項の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四 条（ 第二 号を 除く。）及び第六十五条の規定を準用する。

次条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。

３
一

会員が一人になつた連合会は、第一項の事由によるほか、次の事由により 解散 する 。
二

次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第六十九条第二項の認可の申請がなかつたこと。

連合会は、会員がいなくなつたこと又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届 け出 なけ れば なら ない。

三

４

５
（準用規定）

第八十七条及び第八十 七条 の二に規定するもののほか、第十一条の二から第十一条の十三まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規

第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第

て準用する。

第八十八条及び第八十九条に規定するもののほか、第十九条 から 第二 十条まで及び第二十二条から第三十一条の二までの規定は、連合会の会員につい

のとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第八十七条第一項第十四号」と読み替えるも

「第八十七条第十一項」と、「組 合員 及び 他の 組合 の組 合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七

第六項まで」と、第十一条の四の 二中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第四項第七号の二」と、第十一条の五中「第十一条第十項」とあるのは

項第三号及び 第四 号」 と、 「第八十七条第三項各号」とあるのは「同条第三項各号」と、「第十一条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から

行わ ない 組合 にあつては、千万円）」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるの は「 第八 十七 条第一

第四章において「准組合員」という。）を除く。）の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第 十一 条第 一項第四号の事業を

一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第十一条の三第二項中「一億円（組合員（第十八条第五 項の 規定による組合員（以下この章及び

、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一 条の 十一 第一 項及 び第十一条の十三第一項中「第十一条第

条の三第一項及び第十一条の十二中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあり、並びに第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項

合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二 以上 」と ある のは 「会 員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員の全て」と、第十一

定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第 十一 条の二第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組

第九十二条

２
３

九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第

五十四条の三まで並びに第五十四条の五から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合におい て、 第三 十二 条第 一項 、第四

十条 第一 項及 び第 二項 並びに第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」 と、第

- 113 -

三十四条第三項、第三十四条の四第二 項第 二号 、第 三十 四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三

第一項中「第十一条第一項第四号」とあり、並びに第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに

第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号 」と ある のは 「第 八十 七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一

人（第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合 会に あつては、選挙権一個）」と、同条第十項及び第三十四条の二第

二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員（准会員、准組合員及びこれらを構成する 者を 除く 。）」と、「組合員（准組合員を除く。）たる資

格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員（准会員を除く。）たる資格を有す る者 であ つて 設立の同意を申し出たもの又はこれ

を直接若しくは間接に構成する者（准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。）」と、第三十四条第十一項及び第十 二項中「組合（その行う信用

事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。）」とあるのは「連合会」と、同条第十一項第一号中「 組合 員又 は当 該組 合の 組合員

たる 法人 」と ある のは 「会 員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合（政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会（」と、第

四十七条中「（当該組合の 組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く 。

」とあるのは「（当該連合会の所 属員 たる 組合 及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五

十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若し くは 第七 号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「

事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の二の規定による 権利 義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるの
４

前二条に規定するもののほか、第六十九条から第七十七条までの規定は、連合会の 解散 及び清算について準用する。この場合において、第六十九条第

（略）

は「第八十七条第一項第二号及び第十三号」と読み替えるものとす るほ か、 必要 な技 術的 読替えは、政令で定める。
５

三項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第七十条第二項におい て準 用する第三十四条第十項本文及び第

三十四条の二第二項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員（准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く 。） 」と 、第七十四条中「及

び破 産手 続開 始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第九十一条第四項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか 、必 要な 技術 的読替
えは、政令で 定め る。

組合員は、第九十 六条 第二 項で 準用 する第二十七条第一項各号に掲げる事由によるほか、次条及び第九十五条の四の規定による公正取引

（公正取引委員会の排除措置命令 によ る脱 退）
第九十五条の二

委員会の確定した排除措置命令によつて脱退する。

第九十三条に規定するもののほか、第十一条の三から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規

（準用規定）
第九十六条

定は組合の共済契約に係る契約条件の変更について、第十七条の十四及び第十七条の十五の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、

第十一条の三第一項、第十一条の十二及び第十七条の十四第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九 十三 条第 一項 第二 号又 は第六

号の 二」 と、 第十 一条 の三第二項、第十一条の四第一項、第十一条の四の二、第十一条の六第一項、第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条 の十第
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２

３

４

一項、第十一条の十の二第一項、第十 一条 の十 一第 一項 、第十一条の十三第一項、第十一条の十四及び第十七条の十四第二項第二号中「第十一条第一項第

四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び

第二号」と、「同項第五号」とあるのは「同項第三号」と、「 第十 一条 第三 項か ら第 五項まで」とあるのは「第九十三条第二項から第四項まで」と、第十

一条の四の二中「同条第三項第七号の二」とあるのは「同条第二項第七号の二」と、 第十 一条の五中「第十一条第十項」とあるのは「第九十三条第九項」

と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十一条の十三第一項中「同項 第三 号又 は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」

と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の 二第 一項 、第 十五条の三、第十五条の四第一項、

第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項、第十五条の九、第十五条の九の二第一項、第十五条の九の三第一 項、第十五条の十、第十五条

の十一、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十四、第十五条の十五第一項、第十五条の十六、第十五 条の 十七 第一 項、 第十 七条の

二第 一項 、第 十七 条の 四第 二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第一項、第十七条の十二第一項、第十七条の十三第一項及び

第十七条の十四第二項第三 号中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十五条の二第一項中「同条第七項」とある

のは「同条第六項」と、第十六条 第一 項中 「第 十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の十四第一項第二号中「第十

一条第一項第三号、第四号又は第十一号」とあ るの は「 第九十三条第一項第一号、第二号又は第六号の二」と、「同条第一項第三号又は第四号」とあるの

は「同条第一項第一号又は第二号」と、「同条第一項第十一号 」と あるのは「同条第一項第六号の二」と、同条第二項第一号中「第十一条第一項第四号及

び第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号及び第六号の二 」と 、第 十七 条の 十五 第一項中「第十一条第一項第四号若しくは第十一号」とあるのは

第九十四条から前条までに規定するもののほか、第十九条第三項から第五項まで、 第十 九条の二、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第

「第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

七項まで、第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項及び第四項並びに第二十七条から第三十一条の二ま での 規定は、組合の組合員について準用
する。

第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条から第三十四条まで、第三十四条の三、第三十四条の四（第一項第五号 を除く。）、第三十四条の

五第一項、第 二項 及び 第五 項、第三十五条、第三十六条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十九条の五（第四

項を除く。）、第三十九条の六か ら第四十一条の三まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の三まで、第四十

七条の四第一項及び第二項、第四 十七 条の 五か ら第 五十 一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この

場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第二号、第三十四条の五第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並び

に第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるの は「 第九 十三 条第 一項第二号」と、第三十四条第十一項及び第十二項、第三十四条の四第二

項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一 条第 一項 第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二号又は

第六号の二」と、第四十七条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合 連合 会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と、第

四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号若しくは第七号」とあるの は「 第九 十三 条第 一項第三号若しくは第五号」と、第

五十四条の四第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十

三号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
（略）
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５

第六十八条から第七十四条の二まで、第七十五条第一項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十七条の規定は、組合の解散及び清算について準用

する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人（業種別組合にあつては、十五人）」とあるのは「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第

一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第二 号又 は第 六号 の二 」と 、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四（第
一項第五号を除く。）」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令 で定 める。

水産加工業協同組合連合会（以下この章において「連合会」という。）は、次の事業 の全 部又 は一 部を 行う ことができる。

（事業の種類）
第九十七条
（略）

会員 の監 査及 び指 導

一～六
七
（略）

（略）

八～十一
２～９
（準用規定）

第九十七条に規定するもののほか、第十一条の三から第十一条の十三まで、第十二条から第十五条まで、第十六条並びに第八十七条の二第一項及

第九十八条及び第九十八条の二に規定するもののほか、第十九条第三項から第五項まで、第十九条の二、第二十条、第二十 二条 から 第二 十五条まで、

第百条第三項」と、「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは 、政 令で 定め る。

四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同項中「第九十二条第三項」とあるのは「

号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の三第一項中「第九十二条第一項」とあ るの は「 第百 条第 一項」と、同条第二項第二号及び第

第七号に規定する会員の監査」と、第八十七条の三第一項並びに第二項第一号、第五号及び第六 号並 びに第八十七条の四第一項中「第八十七条第一項第四

十号」と、第八十七条の二第一項中「前条第一項第十号に規定する会員の監査又 は同 条第 八項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第九十七条第一項

中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第 五号 」と 、第 十六 条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第

の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十一条の十三第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と、第十二条第一項

から第五項まで」とあるのは「同 条第 三項 から 第五 項ま で」と、第十一条の五中「第十一条第十項」とあるのは「第九十七条第九項」と、「組合員及び他

第一号及び第二号」と、「同項第 五号の事業のうち第八十七条第三項各号」とあるのは「同項第三号の事業のうち同条第二項各号」と、「第十一条第三項

わない組合に あつ ては 、千 万円）」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項

四章 にお いて 「准組合員」という。）を除く。）の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一 項第 四号 の事 業を行

項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の三第二項中「一億円（組合員（第十八条第五項の規定によ る組 合員 （以下この章及び第

第十一条の七から第十一条の九まで、第十一条の十第一項、第十一条の十の二第一項、第十一条の十一第一項及び 第十 一条の十三第一項中「第十一条第一

の三第一項及び第十一条の十二中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあり、並びに第十一 条の 四第 一項 、第 十一条の四の二、第十一条の六第一項、

び第二項の規定は連合会の事業について、第八十七条の三及び第八十七条の四の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条

第百条

２
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第三十二条第一項、第三項及び 第四 項、 第三 十三 条、 第三十三条の二、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第

第二十六条第一項及び第四項、第二十 七条 から 第三 十一 条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合会の会員について準用する。

（略）

３

九項から第十二項まで、第三十四条の三、第三十四条の四（第 一項 第五 号を 除く 。） 、第三十四条の五第一項、第二項及び第五項、第三十五条、第三十六

条第一項から第三項まで、第三十七条、第三十九条から第三十九条の四まで、第三十 九条 の五（第四項を除く。）、第三十九条の六から第四十一条の三ま

で、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二から第四十七条の三まで、第 四十 七条 の四第一項及び第二項、第四十七条の五から第四

十七条の七まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第 五十 四条 の三 まで並びに第五十四条の五から第五

十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第三十四条の四第二項第 二号、第三十四条の五第一項

、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項並びに第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあり 、並 びに 第三 十四 条第 十一項

及び 第十 二項 、第 三十 四条 の四第二項第一号、第五十五条第一項及び第二項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とある

のは「第九十七条第一項第 二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人（第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定に

よりその会員に対して二個以上の 選挙 権を 与え る連合会にあつては、選挙権一個）」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員（准

会員及びこれを構成する者を除く。）」と、「 組合 員（ 准組合員を除く。）たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員（

准会員を除く。）たる資格を有する者であつて設立の同意を申 し出 たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者（准会員及びこれを構成する者を除く。

）」と、同条第十一項及び第十二項中「組合（その行う信用事業又 は共 済事 業の 規模 が政 令で定める基準に達しない組合を除く。）」とあるのは「連合会

」と、同条第十一項第一号中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合（政令で定める規

模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会（」と、第四十七条中「（当該組合の組合員の 営み 、又 は従 事す る漁業及び当該組合の所属する漁業協同

組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「（当該連合会の所属員の営む水産加 工業 並びに当該連合会の所属員たる組合

及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中 「第 十一 条第一項第五号若し

くは 第七 号」 とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百 条第 五項 にお いて準

用する第九十 一条 の二 の規 定による権利義務の承継」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十七条第一項第九
４

第六十九条から第七十四条の二 まで 、第 七十 五条 第一項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条並びに第九十一条の二の規定は、連

号」と読み替えるものとするほか 、必要な技術的読替えは、政令で定める。
５

合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第 六十 九条 第三 項中 「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第

二号」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員 以外 の組 合員」とあるのは「所属員（准会員及びこれを構成する者を除く。

）」と、第七十四条中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百 条第 五項において準用する第九十一条第四項の規定に基づ

く同項第一号に掲げる事由」と、第七十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四（第 一項 第五 号を 除く 。）」と、第九十一条の二第一項中

「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
（子 会社 の範 囲等 ）
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（略）

（略）

２

第十一条の六第三項の規定は、前項の場合において連 合会又はその子会社が有する議決権について準用する。

第百条の三
３
（略）

（略）

えるものとする。

同項各号」とあり、及び同条第七項中「第一項各号」とあるのは「 同条 第一 項各 号」 と、 同条第八項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替

五項中「又はその子会社」とあるのは「又はその子会社（第百 条の 三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。）」と、同条第六項中「

項及び第七項中「第四項」とあるのは「第百条 の三 第六 項」と、同条第五項から第八項までの規定中「第一項の連合会」とあるのは「連合会」と、同条第

第八十七条の三 第五 項か ら第八項までの規定は、認可対象会社について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあり、並びに同条第六

により合併の認可を受ける 場合を除き、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。

並び に第 百三 十条 第一 項第 四十七号及び第四十八号において同じ。）としようとするときは、第百条の八第五項において準用する第六十九条第二項の規定

「認可対象会社」という。）を子会社（第二項に規定する子会社をいう。第八項、次条、第百条の五第四号ロ、第百二十六条 の二 第九 号か ら第 十一 号まで

のを専ら営む会社（従属業務を営む会社にあつては、主として当該連合会の行う事業のためにその業務を営んでいる会社に限 る。）を除く。次項において

の条及び次条第一項において同じ。）又は関連業務（第四項第二号に掲げる関連業務をいう。同条第一項 にお いて 同じ 。）のうち農林水産省令で定めるも

連合会は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第四号まで又は第六 号に 掲げ る会 社（従属業務（第四項第一号に掲げる従属業務をいう。以下こ

４・５
６

７

８
（議決権の取得等の制限）
（略）

第 十七条の十五第二項から第七項までの規定は、連合会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあ るの は「 第百 条の 四第 一項

第百条の四
２

」と、「同項の組合又はその子会 社」とあるのは「連合会又はその子会社（第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。）」と

、「特定事業会社である国内の会 社の 議決 権を その 基準 議決権数」とあるのは「国内の会社（第百条の四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この条

において同じ。）の議決権をその基準議決権数（同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。）」と、同条第三項から第七項までの規

定中「第一項の組合」とあるのは「連合会」と、同条第三項か ら第 六項 まで の規 定中「特定事業会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同

条第四項中「同項」とあるのは「第百条の四第一項」と、同項第一号中「第五十 四条 の二 第三項」とあるのは「第百条の三第六項」と、「同条第二項に規

定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき（主務省令で定める場合に限る。）」とある のは 「同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき」

と、「その信用事業の全部又は一部の譲受けを」とあるのは「その子会社と」と、同条第七項中「前 各項 」と ある のは 「第百条の四第一項及び同条第二項
（略）

において準用する第十七条の十五第二項から前項まで」と読み替えるものとする。
３・４
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一
当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合

当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組 合、 漁業 協同 組合 連合 会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は連合会

連合会の会員たる資格 を有 する 者は 、次 に掲 げる者であつて定款で定めるものとする。

（会員たる資格）

二

当該連合会の地区内に住所を有し、かつ、法律に基づいて設立された協同組合であつて、前 二号 の者 の事業と同種の事業を行うもの

第百条の五

三

連 合会 の子 会社 であ る第百条の三第一項第一号から第三号までに掲げる会社

第 一号及び前号に掲げる者

第一号の者が主たる出資者又は構成員となつている法人（次に掲げる者を除く。）
イ

四
ロ

会員は 、各 一個 の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、前条第三号及び第四号の規定による会員（以下この章において「准

（議決権及び選挙権）

会員の議決権及び選挙権については 、第 八十 九条 第二 項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「組合」とあるのは「漁業協

会員」という。）は、議決権及び選挙権を有し ない 。

第百条の六
２

同組合又は水産加工業協同組合」と、「連合会である場合」とある のは 「漁 業協 同組 合連 合会、水産加工業協同組合連合会又は連合会である場合」と読み

連合会を設立するには、二以上の漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加 工業 協同 組合 、水産加工業協同組合連合会又は

替えるものとする。
（発起人）
第百条の七
連合 会が 発起 人となることを必要とする。

第百条の二に規定するもののほか、第十一条の三、第十一条の十二、第十五条の二から第十五条の十三まで及び第十五条の十五から第十五条

（準用規定）
第百条の八

の十九までの規定は連合会の事業について、第十七条の二から第十七条の十三までの規定は連合会の共済契約に係る契約条件の変更について準用する。こ

の場合において、第十一条の三第一項及び第十一条の十二中「 第十 一条 第一 項第 四号又は第十一号」とあり、並びに第十五条の二第一項、第十五条の三、

第十五条の四第一項、第十五条の五から第十五条の七まで、第十五条の八第一項 、第 十五 条の九、第十五条の九の二第一項、第十五条の九の三第一項、第

十五条の十、第十五条の十一、第十五条の十二第一項、第十五条の十三第一項、第十五条の十五 第一 項、第十五条の十六、第十五条の十七第一項、第十七

条の二第一項、第十七条の四第二項、第十七条の五第一項、第十七条の七第一項、第十七条の十一第 一項 、第 十七 条の 十二第一項及び第十七条の十三第一

項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第十一条の三第二項中「一億円（組合員（第十八条第五項の規定による組合

員（以下この章及び第四章において「准組合員」という。）を除く。）の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に 該当 する 組合 又は 第十 一条第

一項 第四 号の 事業 を行 わない組合にあつては、千万円）」とあるのは「十億円」と、第十一条の十二中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と 、第十
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２
３

４

５

五条の二第一項中「同条第七項」とあ るの は「 同条 第二 項」と、第十五条の十二第一項中「資産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして

区分された会計に属するもの」とあるのは「資産」と、第十五条の十六中「財産で第十五条の十四の規定により共済事業に係るものとして区分された会計
に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとするほ か、 必要 な技 術的 読替 えは、政令で定める。

第百条の五及び第百条の六に規定するもののほか、第十九条 第三 項か ら第 五項まで、第十九条の二、第二十条、第二十二条から第二十五条まで、第二

十六条第一項及び第四項、第二十七条から第三十一条の二まで並びに第九十五条の規定は、連合 会の 会員 について準用する。

第三十二条第一項、第三項及び第四項、第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第一項、第 二項、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項か

ら第十二項まで、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四（第一項第五号及び第二項第二号を除く。）、第三十四 条の五第三項から第五項まで

、第三十五条から第四十条まで、第四十二条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の五、第五十 四条 の六 、第 五十 五条 第一項

から 第六 項ま で並 びに 第五 十六条から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第六項中「一人」と

あるのは「一人（第百条の 六第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙

権一個）」と、同条第十項及び第 三十 四条 の二 第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員（准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第

八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条 第二 号の 規定による会員及びこれらを構成する者を除く。）」と、「組合員（准組合員を除く。）たる資格

を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「 会員 （准会員を除く。）たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを

直接若しくは間接に構成する者（准会員、第十八条第五項の規定に よる 組合 員、 第八 十八 条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員

及びこれらを構成する者を除く。）」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合（その行う信用事業

又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。）」とあるのは「連合会」と、 同条 第十 一項 第一 号中「組合の組合員又は当該組合の組合

員」とあるのは「連合会の会員」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子会社（第百条の三第二項に規定する 子会 社をいう。第三十九条第五項及び第

五十八条の二第二項において同じ。）」と、第三十四条の四第二項第一号及び第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四 号又 は第 十一号」とあるのは

「第 百条 の二 第一項第一号」と、第四十七条中「（当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合 連合 会又 は共 済水産

業協同組合連 合会 の行 う事 業を除く。」とあるのは「（当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属す

る連合会の行う事業を除く。」と 、第五十五条第一項中「十分の一（第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、五分の一）」とあ

るのは「五分の一」と、同条第二 項中 「出 資総 額の 二分 の一（第十一条第一項第四号又は第十一号の事業を行う組合にあつては、出資総額）」とあるのは

「出資総額」と、第五十八条の三第一項、第二項、第四項及び第五項中「主務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技

前条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二ま での 規定 は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「

術的読替えは、政令で定める。

二十人（業種別組合にあつては、十五人）」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二 十一 条第一項、第四十九条第二項及び第三項並びに第五十

条の二から第五十条の四まで」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項、第五十条の二から第五十 条の 四ま で並 びに 第百条の六第一項」と読み替えるも

第六十八条から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条 第四項中「二十人（業種別組合に

のとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

あつ ては 、十 五人 ）未 満」とあるのは「一人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号又は第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一 号」と
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、第七十条第二項において準用する第 三十 四条 第十 項本 文及び第三十四条の二第二項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員（准会員、第十

八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。）」と、第七

十七条中「第三十四条の四」とあるのは「第三十四条の四（第 一項 第五 号及 び第 二項 第二号を除く。）」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替
えは、政令で定める。

組合は、組合員又は会員（以下「組合員」と総称する。）に出資をさせない組合にあつ ては 、設 立の 認可 があ つた日（第六十五条第二項及び第

（設立の登記）

八

七

六

五

四

三

二

一

前号の公 告の 方法 が電 子公告（公告の方法のうち、電磁的方法（会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。）により不特定多数の者が公

公告 の方 法

代表権を有する者の氏名、住所及び資格

存立の時期を定めたときは、その時期

出資組合にあつては、出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済 出資 額の 総額

事務所の所在場所

地区

名称

事業

設立の登記にお いて は、 次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、漁業生産組合の設立登記には、第三号の事項を掲げなくてもよい。

らない。

下「 出資 組合 」と いう 。） にあつては、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければな

五項（第九十二条第四項において準用する場合を含む。）の場合にあつては、設立の認可に関する証明のあつた日）から、組 合員 に出 資を させ る組 合（以

第百一条

２

九

告すべき内容である情報の提供を受ける こと がで きる 状態に置く措置であつて同条第三十四号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。）であると

第百二十一条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

八号イに規定するもの

電子公告により公告すべき内容である情報について不特 定多 数の 者が その 提供 を受 けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十

きは、次に掲げる事項
イ
ロ

（設立登記事項の変更の登記）

前条第二項各号に掲げる事項中に変更を生じたときは、二週間以内に、主たる事務所の 所在 地に おい て変 更の 登記をしなければならない。

前条第二項第五号に掲げる事項中出資の総口数及び払込済出資額の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、 毎事業年度末日現在により、事業

第百二条
２

年度 終了 後四 週間 以内 に、主たる事務所の所在地においてこれをすることができる。
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組合が主たる事務所を他の登記所の管轄区域内 に移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第百

（他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記）
第百三条
一条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

組合（漁業生産組合を除く。）の代表理事又は漁業生産組合の理事の職務の執行を停止 し、 若し くは その 職務 を代行する者を選任する仮処分命

（理事の職務執行停止等の登記）
第百四条

令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなけ れば なら ない 。

組合が参 事を 選任 したときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなけれ

（参事の登記）
第百五条

ばならない。その登記した事項の変更及び参事 の代 理権 の消滅についても同様である。
（解散の登記）

組合が解散したときは、合併、破産手続開始の決定、 第九 十一 条第 四項 第一 号に掲げる事由及び第百条第五項において準用する第九十一条第四

項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由による解散の場合を除いては、二週間以内に、主たる 事務 所の 所在 地に おいて解散の登記をしなければならない。

第百六条

（合併の場合の登記）

組合が合併又は第九十一条の二（第百条第五項において準用する場合を含む。）の規定による権利義務の承継（以下 この条、第百十四条第四項

、第百十六条 第二 項及 び第 三項並びに第百三十条第一項第三十六号において単に「承継」という。）をするときは、合併又は承継の認可のあつた日から二

第百七条

週間以内に、主たる事務所の所在 地において、合併又は承継後存続する組合については変更の登記、合併又は承継によつて消滅する組合については解散の

削除

登記、合併によつて成立する組合 につ いて は第 百一 条第 二項に規定する登記をしなければならない。
第百八条

組合の清算が結了したときは、第七十六条第一項（第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第

（清算結了の登記）
第百九条

五項において準用する場合を含む。）の承認の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において清算結了の登記をしなければならない。
（従 たる 事務 所の 所在 地における登記）
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次の各号に掲げる場合（当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。）には、

一
組合の成立後に従たる事務所を設けた場合

組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合

主たる事 務所 の所 在地 にお ける 設立の登記をした日から二週間以内

二

一

従た る事 務所 （そ の所 在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。）の所在場所

主たる事務所の所在場所

名称

前 項各 号に 掲げ る事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

三

区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記し なけ れば なら ない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄

従たる事務所を設けた日から三週間 以内

二

当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。

第百十条

２

３

組合が従たる事務所を他の 登記 所の 管轄 区域 内に移転したときは、旧所在地（主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場

（他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の 移転 の登 記）
第百十一条

合を除く。）においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地（ 主た る事 務所 の所 在地 を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条に

おいて同じ。）においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄

区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項 を登 記す れば 足り る。
（従たる事務所における変更の登記等）

第百七条及び第百九条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地 においても、これらの規定

に規定する登 記を しな けれ ばならない。ただし、第百七条に規定する変更の登記は、第百十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するも

第百十二条
のとする。
（管轄登記所及び登記簿）

組合の登記については、その事務所の所 在地 を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所と

各登記所に、漁業協同組合登記簿、漁業生産組合登記簿、漁業協同組 合連 合会 登記 簿、 水産加工業協同組合登記簿、水産加工業協同組合連合会登記簿

してこれを掌る。

第百十三条
２

及び共済水産業協同組合連合会登記簿を備える。

会社法第九百三十七条第一項（第一号イに係る部分に限る。）の規定は、組合（漁業生産組合を除く。）の設立の 無効 の訴 えに 係る請求を認

（裁判による登記の嘱託）
第百十四条
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２
３

４

会社法第九百三十七条第一項（ 第一 号ニ に係 る部 分に 限る。）の規定は、組合（漁業生産組合を除く。）の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る

容する判決が確定した場合について準 用す る。
請求を認容する判決が確定した場合について準用する。

会社法第九百三十七条第一項（第一号トに係る部分に限る。 ）の 規定 は、 組合（漁業協同組合及び漁業生産組合を除く。）の総会若しくは創立総会又

は漁業協同組合の総会、総会の部会若しくは創立総会の議決の不存在若しくは無効の確認又は取 消し の訴 えに係る請求を認容する判決が確定した場合につ

会社法第九百三十七条第三項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）及び第四項の規定は、 組合 の合 併又 は承 継の 無効の訴えに係る請求を認容する

いて準用する。
判決が確定した場合について準用する。

組合の 設立 の登 記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資総口数及び出資の第一回の払

（設立の登記の申請）

、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。）において準用する第五十 三条 第二 項の 規定 による公告及び催告（同条第三項の規定

合併による出資組合の設立の登記の申請書には、前二項の書 面の ほか 、第 六十 九条 第四項（第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項

内に合併によつて消滅する組合の主たる事務所があるときは、この 限り でな い。

合併による組合の設立の登記の申請 書に は、 合併 によ つて消滅する組合の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、当該登記所の管轄区域

込みのあつたことを証する書面を添付しなけれ ばな らな い。

第百十五条
２
３

により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これ らの 方法による公告。次条第二項におい

て同じ。）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託を した こと 又は合併をしてもそ
の債 権者 を害 するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
（事務所新設、移転及び設立の登 記事項変更の登記の申請）

組合の事務所の新設又は事務所の移転その他第百一条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更

前条第二項の規定は、組合の合併又は承継による変更の登記について準用する。

ければならない。

しくは信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をし、若しくは合併若しくは承継をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しな

て準用する場合を含む。）の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者のあると きは 、こ れに 対し 、弁済し、若しくは担保を供し、若

百条の八第五項において準用する場合を含む。）、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九 十六 条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項におい

第八十六条第四項、第九十一条の二第二項（第百条第五項において準用する場合 を含 む。 ）、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第

出資一口の金額の減少又は出資組合の合併若しく は承 継による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、第五十三条第二項（第六十九条第四項（

を証する書面を添付しなければならない。

第百十六条
２

３
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（解散の登記の申請）

第百六条の規定による組合の解散の登記の申 請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。

行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、当 該行 政庁 の嘱 託に因つてこれをする。

第百十七条
２

組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第七十六条第一項（第八十六条第四項 、第 九十 二条 第五 項、 第九十六条第五項、第百条第五項

（清算結了の登記の申請）
第百十八条

及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。）の規定により決算報告の承認を得たことを証する書面を添付しなけれ ばな らな い。

登記す べき 事項 であつて行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。ただし、第六十五条第二項及び

（登記の期間の計算）
第百十九条

第五項（第八十六条第三項、第九十二条第四項 、第 九十 六条第四項、第百条第四項及び第百条の八第四項において準用する場合を含む。）の場合には、認
可に関する証明書の到達した時から登記の期間を起算する。

商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第二条から第五条まで、第 七条 から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十

（商業登記法の準用）
第百二十条

四条（第十五号及び第十六号を除く。）、第二十五条から第二十七条まで、第四十五条、第四十七条第一項、第四 十八 条から第五十三条まで、第七十一条

第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合の登記に つい て準 用する。この場合に

おい て、 同法 第二十五条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」 とあ るの は「 行政庁

」と、同法第 四十 八条 第二 項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百十条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし

書中「会社法第四百七十八条第一 項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの（同法」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条本文（同法

第八十六条第四項、第九十二条第 五項 、第 九十 六条 第五 項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。）の規定により清算人とな

つたもの（同法第七十七条（同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。）において準

用する会社法」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあ るの は「 合併 若し くは水産業協同組合法第九十一条の二第一項（同法第百条第五項において

準用する場合を含む。）の規定による権利義務の承継（以下単に「承継」という 。） によ る」と、「合併をした」とあるのは「合併若しくは承継をした」

と、「吸収合併により」とあるのは「合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「 合併 による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸

収合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは 、政 令で 定め る。

組合は、公告の方法として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。

（公告の方法等）
第百二十一条
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２

３

４

５

組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。ただし、第十一条第一項第四号若し

くは第十一号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行
一
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

官報に掲載する方法

う組合にあつては、第二号又は第三号に掲げる方法のいずれか を定 款で 定め なけ れば ならない。
二
電子公告

組合が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方 法と する 旨を 定め れば 足りる。この場合においては、事

三

故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二 号に 掲げ る方 法の いず れかを
定め るこ とが でき る。

当該期間を経過する日

組 合が 当該 組合 の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に 定め る日
公告に定める期間内に異議を述べることが でき る旨 の公告

までの間、継続して公告をしなけ れば なら ない 。
一
前号に掲げる公告以外の公告

当該公告の開始後一箇月を 経過 する日

二

会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定

は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第九百四十条第三項中「前二

項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条第四項」と、同法第九百四十一条中「この法律 」と ある のは 「水 産業協同組合法」と読み替えるものとす

特定信用事業代理業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。

るほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
（許 可）

三

二

一

為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

貯金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理 又は 媒介

資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介

特定信用事業代理業者（第一項の許可を受けて特定信用事業代理業（前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。）を行う者をいう。以下

四

号の事業を行う組合のために次に 掲げ る行 為の いず れか を行う事業をいう。

前 項に 規定 する 「特 定信 用事業代理業」とは、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二

第百二 十一条の二
２

３

同じ。）は、所属組合（特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の資金の貸付け、貯金若し

くは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引を行う第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項 第二 号又 は第 九十 七条 第一項

第二 号の 事業 を行 う組 合をいう。以下同じ。）の委託を受け、又は所属組合の委託を受けた特定信用事業代理業者の再委託を受ける場合でなければ 、特定
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（略）

信用事業代理業を行つてはならない。
（適用除外）

（略）

令で定める。

消し、又は期限を付して銀行代理 業の 全部 若し くは」とあるのは「期限を付して特定信用事業代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政

おいて、準用銀行法第五十 二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り

で、 第五 十三 条第 四項 及び 第五十六条（第十一号に係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定を適用する。この場合に

まで、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五まで、第五十二条の四十九から第五十二条の五十六まで、第五十二条の五 十八 から 第五 十二 条の 六十ま

項の規定、次条第一項において準用する銀行法（以下「準用銀行法」という。）第五十二条の三十六第三項、第五十二条の三 十九から第五十二条の四十一

一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）、前条第三項、第百二十一条 の五 、第 百二 十二条第二項及び第百二十七条第二

銀行等が前項の規定により特定信用事業代理業を行う場合においては、当 該銀 行等 を特 定信用事業代理業者とみなして、第十一条の八（第九十二条第

第百二十一条の三
２

３

（略）

（特定信用事業代理業に関する銀行法の準用）

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「 内閣 府令 」とあるのは「主務省令」と、「第五十二条の

第百二十一条の四
２

三十六第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の二第一項」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代 理行 為」 と、「特定預金等契

約」 とあ るの は「水産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業 代理 業再 委託 者」と

、「銀行代理 業再 受託 者」 とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」と、銀行法第五十二条の三十七第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組

合法第百二十一条の二第一項」と 、同法第五十二条の四十三及び第五十二条の四十四第一項第二号中「第二条第十四項各号」とあるのは「水産業協同組合

法第百二十一条の二第二項各号」 と、 同条 第二 項中 「第 二条第十四項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の二第二項第二号」と、同条第

三項中「第五十二条の四十五の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五」と、同法第五十二条の五十一第一項中「第二十条第一項及び第二項

並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書類 又は 当該 所属 銀行 を子会社とする銀行持株会社が第五十二条の二十八第一項及び第五十二条

の二十九第一項」とあるのは「水産業協同組合法第五十八条の三第一項及び第二 項（ これ らの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条
第三項において準用する場合を含む。）」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは 、政 令で定める。

金融商品取引法第三章第二節第一款（第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号 、第三十七条の二、第三十七条の

（特定信用事業代理業に関する金融商品取引法の準用）
第百二十一条の五

三第 一項 第二 号及 び第 六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項、第三十七条の七、第三十 八条第
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一号、第二号、第七号及び第八号、第 三十 八条 の二 、第 三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを

除く。）の規定は、特定信用事業代理業者が行う特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品

取引業」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の九に規定す る特 定貯 金等 契約 の締 結の代理又は媒介の事業」と、「金融商品取引行為」とあるのは「水

産業協同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約の締結」と、これらの規定（ 同法 第三十七条の六第三項及び第三十九条第三項本文の規定を除く。

）中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定（同法第三十七条の六第三項の規定 を除 く。 ）中「金融商品取引契約」とあるのは「水産業協

同組合法第十一条の九に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとす ると き」 とあ るのは「の締結の代理又は媒介を行

うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、貯金者及び定期積金の積金者（以下この項において「 貯金者等」という。）の保護

に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行 わな けれ ばな らな い」 と、同

項第 一号 中「 金融 商品 取引 業者等」とあるのは「特定信用事業代理業者（水産業協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者をい

う。）の所属組合（同項に 規定する所属組合をいう。）」と、同法第三十七条の六第三項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特

定貯金等契約（水産業協同組合法 第十 一条 の九 に規定する特定貯金等契約をいう。第三十九条において同じ。）の解除に伴い組合（同法第二条に規定する

組合をいう。）に損害賠償その他の金銭の支払 をし た場 合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融

商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価（次項において「 対価 」という。）の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」

とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その 他の 金銭 の支 払を 、解 除をした者に対し、」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価

証券の売買その他の取引（買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。）又はデリバティブ取引（以下この条

において「有価証券売買取引等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価 証券 又は デリ バテ ィブ取引（以下この条において「有価証

券等」という。）」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客（信託会社等（信託会社又は金融機関の信託業務の 兼営 等に関する法律第一条第一項の認可

を受けた金融機関をいう。以下同じ。）が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバテ ィブ 取引 を行う場合にあつて

は、 当該 信託 をする者を含む。以下この条において同じ。）」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、 当該 特定 貯金 等契約

によらないで 」と 、同 項第 二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「

追加するため」とあるのは「追加 するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の

締結」と、「有価証券等」とある のは 「特 定貯 金等 契約 」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同

条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「
原因となるもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的 読替 えは 、政 令で 定める。
（登録）

特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

組合 （第 十一 条第 一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下 この章

号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。）のい ずれ かを 行う 営業 をい う。

前項の「特定信用事業電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為（第一号に規定する貯金者に よる 特定 の者 に対 する 定期的な支払を目的として行う同

第百二十一条の五の二
２
一
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二

において同じ。）に貯金の口座を開設している貯金者の委託 （二 以上の段階にわたる委託を含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により

、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組 合に 対す る指 図（ 当該 指図の内容のみを含む。）の伝達（当該指図の内容のみの伝達に
あつては、主務省令で定める方法によるものに限る。）を受け、これを当該組合に対して伝達すること。

組合に貯金又は定期積金の口座を開設している貯金者等の委託（二以上の段階に わた る委託を含む。）を受けて、電子情報処理組織を使用する方法に

より、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること（他の者を介する方法に より 提供すること及び当該情報を加工し
た情報を提供することを含む。）。
（組合との契約締結義務等）

特定信用事業電子決済等代行業者（前条第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業（同条第 二項 に規 定す る特 定信用事

前項の契約には、次に掲げる事項を 定め なけ れば なら ない。

特定信用事業電子決済等代行業の業務（当該組合に係るものに 限る 。次 号に おい て同 じ。）に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害につ

当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得 した 利用 者に 関す る情報の適正な取扱い及び安全管理のた

いての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

めに行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該組合が行うことができる措置に 関す る事 項
その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項

組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号 に掲げる事項を、主務省令
で定めるとこ ろに より 、イ ンターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

三

二

一

済等代行業を営まなければならない。

）を行う前に、それぞれ当該各号 の組 合と の間 で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該組合に係る特定信用事業電子決

業電子決済等代行業をいう 。以下同じ。）を営む者をいう。以下同じ。）は、同条第二項各号に掲げる行為（同項に規定する主務省令で定める行為を除く 。

第百二十一条の五の三

２

３

（組合による基準の作成等）

組合は、前 条第 一項 の契 約を 締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定め

組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つて

利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定め る事 項が含まれるものとする。

前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特 定信 用事 業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する

るところにより、インターネットの利用その他の方法により公 表し なけ れば なら ない。

第百二十一条の五の四
２
３
はならない。

（農 林中 央金 庫と 契約 を締結する場合の特例）
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特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、

農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約（農林中央金庫の会員である組合のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用

第百二十一条の五の五

事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決 済等 代行 業を 営む こと について同意をしている組合に係るものに限る。）を締結した場合に
は、第百二十一条の五の三第一項の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約 を締 結することを要しない。

主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業 者が 設立 した 一般 社団 法人であつて、次に掲げる要件を

（認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定）
第百二十一条の五の六

三

二

一

認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知 識及 び能 力並びに財産的基礎を有すること。

認定業務を適正かつ確実に行 うに 必要 な業 務の実施の方法を定めていること。

特定信用事業電子決済 等代行業者を社員（次条及び第百二十九条の八第五号において「協会員」という。）に含む旨の定款の定めがあること。

特定 信用 事業 電子 決済 等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。

備える者を、その申請により、次条に規定する業務（第三号及び第四号において「認定業務」という。）を行う者として認定 する こと がで きる 。

四
（認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の業務）

認定特定信用事業電子決済等代行事業者 協会 （前 条の 規定 によ る認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。）は、次に掲げる

協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵 守さ せるための協会員に対する指導、勧

業務を行うものとする。

第百二十一条の五の七
一
告 その 他の 業務

協会 員の 営む特定信用事業電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益の 保護 を図 るた めに必

六

五

四

三

特定信用事業電子決済等代行業の利用者に対する広報

協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関する利用 者か らの 苦情 の処 理

特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供

協会員のこの法律若しくはこ の法 律に 基づ く命 令若 しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

協会員の営む特定信用事業電 子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定

要な指導、勧告その他の業務

七

前各号に掲げるもののほか、特定信用事業電子決済等代行業の健全な発展及び特定信用事業 電子 決済等代行業の利用者の保護に資する業務

二

八

第百二十一条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等 代行業者（以下「電子決済等代行

（電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業）
第百二十一条の五の八

業者 」と いう 。） は、 特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。
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（略）

電子決済等代行業者が第一項の 規定 によ り特 定信 用事 業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等

２～５

から

までの」とあるのは「
又は

（2）

の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「

（3）

の」と、同項第二号ロ

中「前号ハ

（4）

から

（1）

又は

（2）

に」と、同号ハ

（9）

に」と、 同号 ニ

（8）

まで」とあるのは「前号ハ

（9）

中「、農業

（9）

中「 農業協

（8）

又は

（3）

」と

（9）

」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「水産

（8）
（2）

６

代行業者とみなして、第百二十一条の五の三から前条までの規 定並 びに 次条 第一 項に おいて準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第

五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、 第五 十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五

十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで 、第 五十 三条第五項並びに第五十六条（第十四号及び第十

六号から第十八号までに係る部分に限る。）の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定並びに農林中 央金 庫法 第九 十五条の五の五及び第九十五条の五

の六の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次 の各号のいずれか」とあるの

は「第三号」と、「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「 若し くは 一部 」と ある のは「
又は 一部 」と する ほか 、必 要な技術的読替えは、政令で定める。
（特定信用事業電子決済等代行業 に関 する 銀行 法の準用）
（略）

前項の場合において、同項に規定す る規 定（ 銀行 法第 五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。）中「内閣総理大臣」とあ

第百二十一条の五の九
２

までの」とあるのは「

（8）

ま で」 とあ るの は「 前号 ニ

（7）

五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二 十一 条の 五の 二第 一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又

は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一 の二 」と あるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、

同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名 簿」 と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員

（水産業協同組合法第百二十一条の五の六第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。）でない」と 、「 会員 と」 とあ るのは「協会員と」と、同法第五十

二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の六第二号」と、「この法律若しくはこの

法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるの は「 水産 業協 同組 合法 第百二

十一 条の 五の 七第 三号 」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「水産業協 同組合
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るのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、 「電 子決 済等 代行 業者 登録簿」とあるのは「水産業協同組合特定信用事業電子決済等代

行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」

又は

（3）

とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四 第一 項中 「第 五十 二条の六十一の二」とあるのは「水産業

協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは 「
から

（1）

協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式 会社 商工 組合中央金庫法に相
当す る」 とあ るのは「に相当する」と、「

から

（1）

同組合法、水 産業 協同 組合 法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあ
中「前号ニ

（8）

るのは「水産業協同組合法」と、 「
、同号ロ

（1）

業協同組合法第百二十一条の五の二第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第

（5）

法第百二十一条の五の三第一項」と、 同法 第五 十六 条第 十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の

五の二第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の六」と読み替えるもの
とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
（紛争解決等業務を行う者の指定）
（略）

主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務 を行う者として、指定することができる。

一

第百二十一条の六

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第百二十一条の九第一項において準 用す る保 険業 法第 三百 八条の

役員のうちに、次のいずれかに該当する者 がな いこ と。

（略）

解決等業務に相当する業務に係 るも のと して 政令 で定 めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争

二

三
四
（略）

（略）

を経過しない 者

政令 で定 める 指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消 しの 日か ら五年

等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該 外国 にお いて 受けている当該

ている者を含む。以下このニにおいて同じ。）であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律 の規定による指定であつて紛争解決

ている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内 にそ の法 人の 役員 （外 国の法令上これと同様に取り扱われ

の二十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受け

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第百 二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条

イ～ハ
ニ

ホ
（略）

次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約（紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関（この項の規定による指定を受けた者をい

五～七
八

う。以下同じ。）と第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一 項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第

十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合との 間で 締結 され る契約をいう。以下この号及び次条において

同じ。）の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容（信用事業等に係るものについては第百二十 一条 の八 第一項において準用する銀行法第五

十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用する保 険業 法第三百八条の七第二項

各 号に掲げる事項を除く。）その他の業務規程の内容（信用事業等に係るものについては第百二十一条の八第一項において準用 する 銀行 法第 五十 二条の

六 十七 第三 項の 規定 によ りその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するた

めに必要な事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容と
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２

３

４
５

６

するものでなければならないこととされる事項並びに同条第 四項 各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。）について、

信用事業等に係るものにあつては異議（合理的な理由が付された もの に限 る。 以下 この 号において同じ。）を述べた第十一条第一項第四号、第八十七条

第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に

係るものにあつては異議を述べた第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は 第百 条の 二第 一項 第一号の事業を行う組合の数の当該事業
を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合となつたこと。

前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令 で定めるところにより、第十一条第一項第四号、第八十

七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規 程にあつては農林水産省令で

定めるところにより、第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合 に対 し、 業務 規程 の内 容を説

明し 、こ れに つい て異 議が ないかどうかの意見（異議がある場合には、その理由を含む。）を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければなら

主務大臣は、第 一項 の規 定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件（紛争解決手続（信用事業等又は共済事業等に

ない。

関する紛争で当事者が和解をすることができる もの につ いて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第五項第一号において同じ。）の業務に係る部分

に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、信用事業等に 係る 業務規程については第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十

七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業 等に 係る 業務 規程 につ いては第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百
（略）

八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。）に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（略）

第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が行う共済事 業及 び他 の法 律によ

指定紛争解決機関は、次に掲げる 事項 に関する業務規程を定めなければならない。

り行う事業のうち共済事業に関 連す る事 業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介

共済 事業 等

一・二
三
（ 略）
（業務規程）
（略）

当事者である加入組合又はその利用者（共済事業等（前条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。第八号及び第百二 十一 条の 九第 一項 にお いて同

を 行う組合をいう。次号において同じ。）が負担する負担金に関する事項

三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又は第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第 百条 の二第一項第一号の事業

紛争解決等業務に要する費用について加入組合（手続実施基本契約を締結した相手方である 第十 一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十

一～三

第百二十一条の七
四

五

じ。）に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の共済契約者等を含む。）から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当
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（略）

該料金に関する事項
六～八
（指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用）

銀行法第七章の六（第五十二条の六十二及び第五十二条の 六十 七第 一項 を除く。）及び第五十六条（第十九号に係る部分に限る。）の

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する

百三十一条第三号において同じ。）について準用する。

規定は、指定信用事業等紛争解決機関（指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業 等で ある もの をいう。第百二十七条第二項及び第

第百二十一条の八

２

規定 （銀 行法 第五 十二 条の 六十五第二項を除く。）中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定（同法第五十二条の六十七第二項第四

号を除く。）中「銀行業務 関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に規定する規定（同条第二項第一号を除く。）中「銀行業務関連苦情」

とあるのは「信用事業等関連苦情 」と 、同 法第 五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、「

次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けよう とす る紛 争解決等業務の種別（同項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。）及び次に掲げる事

項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解 決等 業務（水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をい

う。以下同じ。）」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」 とあ るの は「 水産 業協 同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前

条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」

と、同条第二項中「加入銀行（手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加 入組 合（ 水産 業協 同組合法第百二十一条の七第四号に規定

する加入組合」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約（同法第百二十一条の六第一項 第八 号に規定する手続実施基本契約をい

う。以下同じ。）その他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛争解決 機関 （水 産業協同組合法第百

二十 一条 の九 第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。）又は同法以外の法律 」と 、「 苦情 処理手

続」とあるの は「 苦情 処理 手続（同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。）」と、「紛争解決手続」とあるのは「

紛争解決手続（同条第三項に規定 する紛争解決手続をいう。以下同じ。）」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同

組合法第百二十一条の七第一号」 と、 同項 第一 号中 「銀 行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情（信用事業等（水産業協同組合法第百二十一条

の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。以下同じ。）に関する苦情をいう。以下同じ。）」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「

信用事業等関連紛争（信用事業等に関する紛争で当事者が和解 をす るこ とが でき るものをいう。以下同じ。）」と、同条第三項中「第一項第二号」とある

のは「水産業協同組合法第百二十一条の七第二号」と、「銀行から」とあるのは 「組 合（ 同法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八

十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行 う水 産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の

事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号において同 じ。 ）か ら」 と、 「当該銀行」とあるのは「当該組合

」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「水産業協

同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三 第三 項第 二号 中「 銀行 業務」

とあ るの は「 信用 事業 等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第 一項」
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と、同法第五十二条の七十九第一号中 「銀 行」 とあ るの は「組合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第

七号までに掲げる要件（」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は第五十二条の六十二

第一項第五号」とあるのは「又は同法第百二十一条の六第一項 第五 号」 と、 同法 第五 十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定

共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八 十四 第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業

協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」と ある のは 「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二

号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第 一項 」と 、同 条第二項第一号中「第五十二条の六

十二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」と あるのは「同法第百二十一条

の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法 第百 二十 一条 の六 第一 項」と
読み 替え るも のと する ほか 、必要な技術的読替えは、政令で定める。
（指定共済事業等紛争解決機関に 関す る保 険業 法の準用）
（略）

前項の場合において、同項に規定す る規 定中 「内 閣総 理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に

第百二十一条の九
２

規定する規定（保険業法第三百八条の五第二項を除く。）中「加入 保険 業関 係業 者」 とあ るのは「加入組合」と、「顧客」とあるのは「利用者」と、前項

に規定する規定（同法第三百八条の七第二項第四号を除く。）中「保険業務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定（同

条第二項第一号を除く。）中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同 法第 三百 八条 の三 第一項中「前条第一項」とあるのは「水

産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業 務の 種別（水産業協同組合法第百二十一

条の六第一項第四号イに規定する紛争解決等業務の種別をいう。）」と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争 解決 等業 務（水産業協同組合

法第 百二 十一 条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。）」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」と ある のは 「水 産業協

同組合法第百 二十 一条 の六 第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第三百八条

の五第一項中「この法律」とある のは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者（手続実施基本契約を締結した相手方である保険業関

係業者」とあるのは「加入組合（ 水産 業協 同組 合法 第百 二十一条の七第四号に規定する加入組合」と、「顧客（顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利

用者（利用者以外の同法第十五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約（同法第百二十

一条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以 下同 じ。 ）そ の他 の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指

定信用事業等紛争解決機関（水産業協同組合法第百二十一条の八第一項に規定す る指 定信 用事業等紛争解決機関をいう。第三百八条の二十三第三項におい

て同じ。）又は同法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続（同法第百二 十一 条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。

以下同じ。）」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続（同条第三項に規定する紛争解決手 続を いう 。以 下同 じ。）」と、同法第三百八条の七第

二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦

情（共済事業等（水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。以下同じ。）に関する苦情 をい う。 以下 同じ 。） 」と、

同項 第四 号中 「保 険業 務等関連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争（共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。 以下同
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じ。）」と、同条第三項中「第一項第 二号 」と ある のは 「水産業協同組合法第百二十一条の七第二号」と、「保険業関係業者から」とあるのは「組合（同

法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会

をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号において同じ 。） から 」と 、「 当該 保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項

第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中 「第 一項第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第

四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第 三項 第二 号中「保険業務等」とあるのは「共済事業等」と

、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条 の六 第一 項」 と、同法第三百八条の十九第一号中

「保険業関係業者」とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七 号までに掲げる要件（」とあ

るのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件（」と、「又は第三百八条の二第一項 第五 号」 とあ るの は「 又は同

法第 百二 十一 条の 六第 一項 第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業

協同組合法以外の法律」と 、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と

、同項第一号中「第三百八条の二 第一 項第 二号 」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一

項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一 条の 六第 一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第

百二十一条の六第一項第五号」と、「第三百八条の二第一項の 」と あるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条

の二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一 項」 と読 み替 える もの とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは 定款 、規 約、信用事業規程若しくは共済規程を守つてい

（報告の徴収）
第百二十二条

るかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状 況に 関す る資料であつて組合

第 十一 条の 六第 三項 の規 定は、前項の場合において組合（漁業生産組合を除く。）又はその子会社が有する議決権について準用する。

（略）

に関 する 行政 を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
４
（略）

２・３
５

（略）

（業務又は会計状況の検査）
（略）

第百二十三条
２

行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二

行政庁は、出資組合（漁業生産組合を除く。）の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として、帳簿検査その他の検 査を しな けれ ばならない。

況を検査することができる。

号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該組合の業務又は会計の状

３

４
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５・６

（略）

（行政庁の監督上の命令）

行政庁は、第十一条第一項第四号若しくは第 十一 号、 第八 十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十

号又は第百条の二第一項第一号の 事業 を行 う組 合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、当該組合の業務若しくは財産若し

行 政庁 は、 第十 一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第 一項 第二

て、 その 健全 な運 営を 確保 するための改善計画の提出を求め、又は提出された改善計画の変更を命ずることができる。

十七条第六項において同じ。）の財産の状況によつて必要があると認めるときは、当該信用事業又は共済事業に関し、措置を とる べき 事項 及び 期間 を定め

第一項第十七号、第四十五号及び第四十六号において同じ。）その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社を いう。以下この条及び第百二

は財産又は当該組合及びその子会社等（子会社（第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。第百二十 六条 の二 第三 号から第八号まで並びに第百三十条

七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、その信用事業又は共済 事業 の健 全な運営を確保するため、当該組合の業務若しく

第百二十三条の二

２

くは当該組合及びその子会社等の財産の状況又 は事 情の 変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程若しくは共

済規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一 部の 停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監
（略）

督上必要な命令をすることができる。
３・４
（法令等の違反に対する措置）

行 政庁は、組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもか かわ らず 、こ れに 従わ ない

（略）

（略）

２

第百二十四条
３

ときは、第十一条の四第一項（第 九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）又は第十五条の二第一項（第九十
六条第一項及び第百条の八第一項 にお いて 準用 する 場合 を含む。）の認可を取り消すことができる。

左の場合には、行政庁は、当該組合の解散を 命ず るこ とができる。

（行政庁による解散命令）

（略）

組合が法律の規定に基づいて行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。

第百二十四条の二
一
二～四

組合員（第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百 条の 五第 三号 若しくは第四

（決議、選挙又は当選の取消し）
第百二十五条
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号の規定による会員を除く。）が総組 合員 （第 十八 条第 五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の五

第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。）の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政

庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、 その 議決 又は 選挙 若し くは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選
（略）

の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは 、当 該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
２・３

行政庁は、第二十四条第一項（第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。

（専用契約の取消し）
第百二十六条

）の 規定 によ る契 約の 内容 が、公益に違反すると認めるときは、当該契約を取り消すことができる。
（行政庁への届出）

組合は、次の各 号の いずれかに該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第八十七条第一項第四号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が第八十七条の三第一項 第五 号か ら第 六号 の二まで（第百条第一項において準

社対象会社に該当しない子会社となつたとき。

第十一条第一項第四号若しくは第十一号又は第九十三条第一項第二号若しく は第 六号 の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会

事業の全部又は一部の譲渡をした場合を除く。）。

社でなくなつたとき（第五十四条の二第三項の規定による認 可を 受け て同 条第 一項 （第 九十六条第三項において準用する場合を含む。）に規定する信用

第十一条第一項第四号若しく は第 十一 号又 は第 九十 三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合の子会社対象会社に該当する子会社が子会

くは一部の譲受け又は合併をしようとす る場 合を 除く 。）。

る場合を含む。）の規定による 認可 を受 けて第五十四条の二第二項（第九十六条第三項において準用する場合を含む。）に規定する信用事業の全部若し

五十四条の二第三項 （第 九十六条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。）又は第六十九条第二項（第九十六条第五項において準用す

（ 第九 十六 条第 一項 において準用する場合を含む。）に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。）を子会社としようとす ると き（第

第十一条第一項第四号若しくは第十一号又は第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二の事業を行う組合が 子会 社対象会社（第十七条の十四第一項

が退任したとき。

第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済計理人を選任したとき、又は共済計理人

き。

第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又 は第 百条の二第一項第一号の事業を行う組合が共済代理店の設置又は廃止をしようとすると

第百二十六条の二
一
二
三

四

五
六

用 する場合を含む。）に掲げる会社（認可対象会社（第八十七条の三第四項（第百条第一項において準用する場合を含む。）に 規定 する 認可 対象 会社を

い う。 第八 号に おい て同 じ。）を除く。）を子会社としようとするとき（第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する第五十四条の二第三

項又は第九十二条第五項若しくは第百条第五項において準用する第六十九条第二項の規定による認可を受けて第九十二条第三項若しくは第百条第三項に
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（略）

おいて準用する第五十四条の二第二項に規定する信用事業の 全部 若しくは一部の譲受け又は合併をしようとする場合を除く。）。

共済水産業協同組合連合会が第百条の三第一項第四号又は 第五 号に 掲げ る会 社（ 認可対象会社（同条第六項に規定する認可対象会社をいう。第十一号

七・八
九

において同じ。）を除く。）を子会社としようとするとき（第百条の八第五項において準用す る第 六十 九条 第二 項の規定による認可を受けて合併をしよ
（略）

うとする場合を除く。）。
十～十二
（認可等の条件）

この法律の規定による認可、許可又は承認（次項において「認可等」という。）には、条件を付し、及びこ れを 変更 する こと ができる。

前 項の 条件 は、 認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

第百二十六条の三
２

この法律に定めるも のの ほか 、こ の法 律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令（信用事業又は

（農林水産省令等への委任）
第百二十六条の四
倉荷証券に関するものについては、主務省令）で定める。
（監督行政庁等）

この法律中「行政庁」とあるのは、第七十二条（第八十六条第四項、第九十二条第 五項 、第 九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八

第百二十二条及び第百二十三条に規定する行政庁の権限（前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを 除く 。） 並び に第百二十一

て「信用の供与等」という。）の額に関する第百二十三条第一項から第五項までの規定による検査に関する事項については、 内閣 総理 大臣 ）と する 。

第一項（第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）に規定する同一人に対する信用の供与等（第六項におい

及び第二号（これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用す る場 合を 含む 。） に掲げる基準並びに第十一条の十一

、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会及び指定信用事業等紛争解決機関にあつては、農 林水 産大臣及び内閣総理大臣（第十一条の六第一項第一号

第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合、特定信 用事 業代 理業者、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者

この法律（第八項に規定する規定を除く。）にお ける 主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、

合には、主務大臣及び都道府県知事）とする。

は共済事業に関する第百二十三条 第三 項の 規定 によ る検 査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、主務大臣が必要があると認める場

十七条第一項第四号、第九十三条 第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合の信用事業又

業協同組合連 合会 につ いて は主務大臣、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事（第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八

超え る区 域を 地区とする組合（漁業生産組合を除く。）並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合 連合 会及 び共 済水産

第五項において準用する場合を含む。）及び第九十一条の二第一項（第百条第五項において準用する場合を含む。）の場合を 除い ては 、都道府県の区域を

第百二十七条

２

３
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条の四において読み替えて準用する銀 行法 第五 十二 条の 五十三及び第五十二条の五十四第一項、第百二十一条の五の九において読み替えて準用する同法第

五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに第百二十一条の

八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項 及び 第二 項に 規定 する 主務大臣の権限は、前項ただし書の規定にかかわらず、農林水産大臣
（略）

及び内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
４～

一

（略）

（略）

農林水産大臣及び内 閣総 理大 臣は 、第 十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項

第百二十四条第三項の規定による第十一条の四第一項の認可の取消し
（略 ）

（略 ）

内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行

第百二十四条第三項の規定による第十一条の四第一項の認可の取消し

（略）

第九十一条第四項第二号（第百条第五項において準用する場合を含む。）に規定する不認可の処 分

（略）

第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）の規定による認可

第十一条の四第一項又は第三項（同項の規定にあつては、 信用 事業 規程 の廃 止に係る場合に限る。）（これらの規定を第九十二条第一項、第九十六条

う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

第百二十七条の三

（財務大臣への通知）

三

二

一

、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

連合会に限る。次条において同じ。）に対し次に掲げる処分をすることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ

第二号の事業を行う組合（都道府県の区域を超える区域を地区とす る組 合並 びに 都道 府県 の区域を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合

第百二十七条の二

（財務大臣への協議）

～

つて は、 金融 破綻 処理 制度 及び金融危機管理に係るものに限る。）は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。

たん

に関するものに限る。）は、農林水産省令・国土交通省令とし、第百二十三条の二第三項及び第百二十六条の二第十二号の主 務省 令（ 同号 の主 務省 令にあ

おいて準用する場合を含む。）において読み替えて準用する倉庫業法第十二条の主務省令並びに第百二十六条の二第十二号及 び前条の主務省令（倉荷証券

この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第十二条第四項（第九十二条第一項、第九十六条 第一 項及 び第百条第一項に

11
15

二・三
四
五
六
七
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12
13

第百二十八条

組合の役員がいかな る名 義を もつ てす るを 問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引の

ために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又 は百 万円 以下 の罰 金（ 第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、

第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の 二第 一項第一号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役
（略）

又は三百万円以下の罰金）に処する。
２・３

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十 一条 の七 （第 九十 二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯

第百二十八条の二
一

第十一条の九（第九十二条第 一項 、第 九十 六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）、第十五条の七（第九十六条第一項及び第百

金若しくは定期積金の受入れ、 手形 の割 引又 は為 替取 引の事業を行わせた者

六

五

四

三

不正の手段により第百二十一条の五の二第一項の登録を受けた者

第百二十一条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者

（略）

不正の手段により第百二十一条の二第一項の許可を受けた者

第百二十一条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで特 定信 用事 業代 理業 を行 つた者

二

条の八第一項において準用する場合を含む。）又は第百二十 一条 の五 にお いて準用する金融商品取引法（以下「準用金融商品取引法」という。）第三十

七

第百 二十 一条の五の八第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者

九条第一項の規定に違反した者

八

次の 各号 のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

（略）

第百二 十八 条の 三
一

準用銀行法第五十二条の五十六第一項又は第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の

き。

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しくは第百二十一条の九第一項において準 用す る保 険業 法第 三百 八条の

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の 罰金 に処 し、 又は これ を併科する。

第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の 二十 八第 二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したと

全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

二
三

一

第百二十八条の四

三第一項の規定による指定申請書又は第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項若しくは第百二十一条の九第一項にお
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二
三
四

五

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九又は第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の九の規定に

いて準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定によりこ れに 添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者
違反した者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しく は第 百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二
十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項若しくは 第百 二十 一条 の九第一項において準用する保険業

法 第三 百八条の二十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出 をし 、又 はこ れらの

規定に よる 当該 職員 の質 問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百 二十 一条 の八 第一 項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十

第五十八条の二 第一 項若しくは第二項（これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項に

二第一項の規定による命令に違 反し た者
第百二十八条の五

おいて準用する場合を含む。）、準用銀行法第五十二条の五十 第一 項又は第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三

の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又 はこ れら の書 類に 記載 すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類

の提出をした者は、五十万円以下の罰金（第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の

二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合、特定信用事業 代理 業者 又は 特定 信用事業電子決済等代行業者に係る書類

（略 ）

て 提出 した 者

お いて準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべ き書 類に 虚偽 の記 載をし

準用銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれ に添 付す べき 書類 又は第百二十一条の五の九第一項に

方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者

載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公 衆の 縦覧 に供 し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的

きる状態に置く措置として主務省令若しくは農林水産省令で定めるものをとらず、又は これらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記

二条の五十一第二項の規定に違反してこれらの規定に規定す る電 磁的 記録 に記 録さ れた 情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることがで

条の三第四項（第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百 条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。）若しくは準用銀行法第五十

場合を含む。）若しくは準用銀行法第五 十二 条の 五十 一第一項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第五十八

第五十八 条の 三第 一項 若しくは第二項（これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金）に処する。

一

第百二十八条の六

二

三
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四
五

準用銀行法第五十二条の五十三若 しく は第 百二 十一 条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定
による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは 資料 の提 出を した 者

準用銀行法第五十二条の五十四第一項若しくは第百二十一 条の 五の 九第 一項 にお いて準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項

の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規 定に よる 検査 を拒 み、妨げ、若しくは忌避した者

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金（第十一条第一項第四号 若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、第九十三

条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはそ の子法人等、信用事業受託者

第百二十九条

（略 ）

又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金）に処する。
一・ 二

次の 各号 のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の四第

益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者

五十二条の四十五（第一号に係る部分に限る。）の規定の違反があつた場 合に おい て、 利用者以外の者（組合又は特定信用事業代理業者を含む。）の利

第十一条の八（第一号に係る部分に限り、 第九 十二 条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）又は準用銀行法第

第百二十九条の二
一

二

（略 ）

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し 、又 はこ れを 併科する。

第十五条 の五 （第 九十 六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反して第十五条の五第一号から第三号までに掲げ

第百二十九条の三
一

第十五条の七（第九十六条第 一項 及び 第百 条の 八第 一項において準用する場合を含む。）において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項（第

る行為をした者

二
三

二号及び第六号を除く。）の規定に違反して、書面を交付せ ず、 若し くは 同項 に規 定す る事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付し

被調査組合の役員若しくは参事その他の使用人又はこ れら の者 であ つた 者が第十七条の九第一項（第九十六条第一項及び第百条の八第

た者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により 当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第百二十九条の五

一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による報告をせず、若しくは 虚偽 の報 告を し、 又は第十七条の九第一項の規定によ

第十七条の十（第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）又は第百二十一条 の五 の九 第一 項において準

る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の六
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次の各号のいずれかに該当する者は、 六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

用する銀行法第五十二条の六十一の二 十五 の規 定に 違反 した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の七
（略）

第十一条の九（第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場 合を 含む 。）若しくは第百二十一条の五において準用する

一・二
三

金融商品取引法第三十七条の三第一項（第二号及び第六号を除く。）の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に 規定 する 事項を記載しない書

面 若し くは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当 該事 項を 欠い た提供
（略 ）

若しく は虚 偽の 事項 の提 供をした者
四

第百二十一条の五の九 第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽

の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定によ る当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査

五

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項若しくは第百二十一条の

を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百二十九条の七の二

九第一項において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項又は第 百二 十一 条の 九第一項において準用する保険業

成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の七の三

法第 三百 八条 の二十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金 に処 する 。
次の 各号 のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

準用銀行法第五十二条の三十九第二項若しくは第五十二条の五十二、第百二 十一 条の 五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第

、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者

号において同じ。）に同項に規定する電子公告調査に関し法 務省 令で 定め るも のを 記載 せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし

第百二十一条第五項において 準用 する 会社 法第 九百 五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等（同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この

第百二 十九 条の 八
一

二

三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項、第百二十一条の八第一項において準用する同法第五十二条の 七十 八第 一項、第五十二条の七十九若しくは

第五十二条の八十三第二項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八 条の 十九若しくは第三百八条
（略）

の 二十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第百 二十 一条 の五 の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子 決済等

三・四
五
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六
七

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の

代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使 用し た者
八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若し くは 第五十二条の八十四第三項若しくは第百二十一条の九第一項にお

法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この 項に おい て同 じ。 ）の 代表者又は法人若しくは人の代理

いて準用する保険業法第三百八条の二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、 又は 虚偽の通知をした者

（略）

第百二十八条の五

五十万円 以下 の罰 金刑 （第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第

六号の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一 項第 一号 の事 業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者に

五十万円以下の罰金刑（第十一条第一項第四号 若し くは 第十 一号 、第 八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号

あつては、二億円以下の罰金刑）
第百二十九条

の二、第九十七条第一項第二号若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合若しくはそ の子 法人 等、 信用 事業 受託者又は共済代理店にあつては、
（略）

二億円以下の罰金刑）
（略）

五・六

四

三

一・二

該各 号に 定め る罰 金刑 を、 その人に対して各本条の罰金刑を科する。

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰す るほ か、 その 法人 に対 して当

第百二十九条の九

２

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

第百二十一条第五項において 準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第百二 十九条の十
一

正当な理由がないのに、第百 二十 一条 第五 項に おい て準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は同法第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒

次の場合には、組合の役員若しくは清算人、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者（特定信

に違反した者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二 条の 七十 六又 は第 百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定

んだ者

二
三

第百三十条

用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員

、執行役、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人）又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会 の理 事、 監事 若し くは 清算人
は、 五十 万円 以下 の過 料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
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一

第十一条第八項ただし書、第八十七条第九項ただし書、第九十三条第七項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第三項ただし書の規定

（略）

一 項及 び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）、第四十八条第四項（第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六 条第 三項 、第 百条第

第十一条の四第四項（第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合 を含 む。 ）、 第十五条の二第三項（第九十六条第

項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。

第十一条の四第一項（第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項に おい て準用する場合を含む。）又は第十一条の十四（第九十六条第一

に違反したとき。

二
三
四

三項及 び第 百条 の八 第三 項において準用する場合を含む。）、第六十八条第五項（第八十六条第四項、第九十六条第五項及び第百条の八第五項において

準用する場合を含む。）、第九十一条第五項（第百条第五項において準用する場合を含む。）、第百二十一条の三第三項若しくは第百二十一条の五の八

第二項の規定、準用銀行法第五 十二 条の 三十 九第 一項 若しくは第五十三条第四項の規定、第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二

第十一条の四の二（第九十二条第一項 、第 九十 六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）の規定による行政庁の認可を受けな

条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規 定若しくは第百二十六条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四の二

第十一条の五（第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百 条第 一項 にお いて 準用 する場合を含む。）の規定に違反したとき。

いで第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三 条第 二項 第七 号の二又は第九十七条第三項第七号の二の事業を行つたとき。
五

第十五条の二第一項若しくは第十五条の十から第十五条の十二まで（これらの規定を第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を

第十五条の十九若しくは第十 七条の三（これらの規定を第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）又は第百二十三条の

者を共済計理人に選任したとき 。

又は第十五条の十七 第二 項（第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）の農林水産省令で定める要件に該当する者でない

第十五条の十七第一項（第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、共 済計 理人 の選任手続をせず、

条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。

含む。）、第十五条の十四（第九十六条第一項において準用する場合を含む。）又は第十五条の十五若しくは第十五条の十六（これらの規定を第九十六

六

七

八

第十七条第四項の規定に違反したとき。

二第一項若しくは第二項の規定による命令（改善計画の提出 を求めることを含む。）に違反したとき。
九

第十七条の六第二項、第十七条の十二第一項又は第十七条 の十 三第 二項 （こ れらの規定を第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場

十一

第十七条の七第一項（第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。 ）の 規定 、第 二十 一条第七項（第五十一条の二第七項

第十七条の六第二項（第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含 む。 ）の規定に違反して総会を招集しなかつたとき。

合を含む。）の規定に違反して通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。

十

十二

、 第八十六条第一項、第八十九条第三項（第九十八条の二第二項及び第百条の六第二項において準用する場合を含む。）及び第 九十 六条 第二 項に おいて

準 用す る場 合を 含む 。次 号において同じ。）において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第

三十一条の二第二項（第七十七条（第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。以下この
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項において同じ。）、第八十二条の二第二項、第九十二条第 二項 、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。

）、第三十三条の二第一項（第七十七条、第八十六条第二項、第 九十 二条 第三 項、 第九 十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用

する場合を含む。）、第三十九条第一項（第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場

合を含む。）若しくは第二項（第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百 条の 八第 三項 にお いて準用する場合を含む。）、第四十条

第九項（第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八 第三 項において準用する場合を含む。）

若しくは第十項（第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において 準用 する 場合を含む。）、第

五 十条 の四第二項若しくは第三項（これらの規定を第五十一条の二第七項、第六十二条第六項（第九十二条第四項、第九十六条第四 項、 第百 条第 四項及

び第百 条の 八第 四項 にお いて準用する場合を含む。次号及び第三十五号において同じ。）、第七十七条、第八十六条第二項及び第三項、第九十二条第三

項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百条の八第三項において準用する場合を含む。）、第五十三条第一項（第五十四条の二第六項（第九十二

条第三項、第九十六条第三項及 び第 百条 第三 項に おい て準用する場合を含む。第三十六号において同じ。）、第五十四条の四第三項（第九十六条第三項

において準用する場合を含む。第三十六号において同 じ。）、第六十九条第四項（第八十六条第四項、第九十一条の二第二項（第百条第五項において準

用する場合を含む。以下この項において同じ。）、第九十二 条第 五項 、第 九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を

含む。）、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第 百条 第三 項及 び第百条の八第三項において準用する場合を含む。）、第六十九

条の三第一項（第八十六条第四項、第九十一条の二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第 五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用す

る場合を含む。）若しくは第七十二条の二第二項（第八十六条第四項、第九十一条の二第二項 、第 九十 二条 第五 項、 第九十六条第五項、第百条第五項及

び第百条の八第五項において準用する場合を含む。）の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載

第十七条の七第二項（第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）の規定、第二十一条第 七項 にお いて準用する会社法

し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十三

第三百十条第七項、 第三 百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第三十一条の二第三項（第七十七条、第八十二条の二第二項、第九十二

条第二項、第九十六条第二項、 第百 条第 二項及び第百条の八第二項において準用する場合を含む。）、第三十三条の二第二項（第七十七条、第八十六条

第二項、第九十二条第三項、第九十六条 第三 項、 第百 条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。）、第三十九条第三項（第七十七条

、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び 第百条の八第三項において準用する場合を含む。）、第四十条第十一項（第七十七条、第八

十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百 条第 三項 及び 第百 条の 八第 三項において準用する場合を含む。）、第五十条の四第四項（第

五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第八十六条第二項及び第三項、 第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百

条の八第三項において準用する場合を含む。）、第六十九条の三第二項（第八十六条第四項、 第九 十一 条の 二第二項、第九十二条第五項、第九十六条第

五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。）若しくは第七十二条の二第三項 （第 八十 六条第四項、第九十一条の二第二項

、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。）の規定に違 反し て、正当な理由がないの

に 、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の 謄本 若し くは 抄本 の交付

第 十七 条の 十二 第一項若しくは第十七条の十三第一項（これらの規定を第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む 。）の

、 電磁 的記 録に 記録 され た事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
十四
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規定、第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第 一項 の規定若しくは第八十五条の六第一項若しくは第八十五条の八第一項の規定による公告

第十七条の十二第二項（第九十六条第一項及び第百条の 八第 一項 にお いて 準用 する場合を含む。）の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をした

を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十五

第十七条の十二第三項（第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を 含む 。） の規定に違反したとき。

とき。
十六

第十七条の十四第一項（第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ 。） の規 定に 違反して第十七条の十四第一項に規

定 する 子会社対象会社以外の第十七条の十五第一項（第九十六条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。）に規定 する 特定 事業 会社を

十七

第 十七 条の 十五 第一 項若しくは第二項ただし書（第八十七条の四第二項（第百条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。）、第九

子会社 とし たと き。
十八

十六条第一項及び第百条の四第 二項 にお いて 準用 する 場合を含む。）、第八十七条の四第一項（第百条第一項において準用する場合を含む。）又は第百

第十七条の十五第三項又は第五項（これ らの 規定 を第八十七条の四第二項、第九十六条第一項及び第百条の四第二項において準用する場合を含む。

条の四第一項の規定に違反したとき。
十九

第二十四条第二項（第九十二条第二項、第九十六条第二項、 第百 条第 二項 及び 第百 条の八第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反した

）の規定により付した条件に違反したとき。
二十
二十一

第二十七条第二項後段（第八十六条第一項、第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第 百条 の八第二項において準用する場合を

第二十五条（第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の八第二 項に おい て準 用す る場合を含む。）の規定に違反したとき。

とき。
二十二
二十 三

第三 十四 条第 十一 項（第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。以下この号にお

第三 十四条第三項（第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反し たと き。

含 む。 ）の 規定 に違 反したとき。
二十四

第三十四条第十二項（第 九十 二条 第三 項、 第九 十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。）に規定する常

いて同じ。）の規定に違反して第三十四 条第 十一 項に 規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
二十五

勤の監事を定める手続をしなかつたとき。

第三十四条の五第一項（第九十二条第三項、第九十六 条第 三項 及び 第百 条第三項において準用する場合を含む。）、第三項若しくは第四項（これ

らの規定を第九十二条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。）又は第五 項（ 第八 十六 条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第

二十六

第三十八条第八項（第九十二条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。 ）又 は第 四十 二条 第六項若しくは第四十六条第四項（

三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
二十七

こ れらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用す る場 合を 含む 。） の規定

第三 十九 条の 五第二項（第四十一条の二第七項（第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。第 三十二

に 違反 した とき 。
二十 八
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号及び第三項において同じ。）、第七十七条、第九十二条第 三項 、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。

）の規定又は第三十九条の五第五項（第九十二条第三項、第九十 六条 第三 項、 第百 条第 三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。次号及

第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定 によ る請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的

び第三項において同じ。）若しくは第七十七条において準用する会社法第三百八十四条の規定による調査を妨げたとき。
二十九
とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

第三十九条の六第五項（第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項 及び 第百 条の 八第三項において準用する場合を含

第四十条第一項（第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項に おい て準 用す る場 合を 含む。

む 。） の規定による開示をすることを怠つたとき。

三十
三十一

）、第五十四条の六第一項（第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含

む。）、第七十五条第一項（第 八十 六条 第四 項、 第九 十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含

む。）又は第七十六条第一項（第八十六条第四項、第 九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を

含む。）の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳 簿若 しく は決 算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録

第四十一条の二第七項において準用する会社法第三百九十 八条 第一 項又 は第 二項 の規定により意見を述べるに当たり、虚偽の陳述をし、又は事実

すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録 をし たと き。
三十二

第四十二条第五項（第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条 第三 項及 び第 百条 の八第三項において準用する場合を含む。

を隠したとき。
三十三

第四十七条の二（第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合 を含 む。 ）の規定、第四十七

）の規定に違反したとき。
三十四

条の三第二項若しく は第 四十七条の四第二項（これらの規定を第四十二条第八項（第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第

三項及び第百条の八第三項にお いて 準用 する場合を含む。）、第五十一条の二第七項、第七十七条、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条

第三項、第百条第三項及び第百条の八第 三項 にお いて 準用する場合を含む。）の規定、第四十七条の四第三項（第五十一条の二第七項、第七十七条、第

第五十条の二（第五十一条の二第七項、第六十二条第六項、第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第

九十二条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合 を含む。）の規定又は第八十四条の三の規定に違反したとき。
三十五

第五十三条若しくは第五十四条第二項（これらの規定を第八十六条第二 項、 第九 十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八

三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して正当な理由がないのに説明をし なかつたとき。
三十六

第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第五十四条の二第六項 にお いて 準用する第五十三条若しくは第五十

四条第二項の規定に違反して第五十四条の二第一項若しくは第二項（これらの規定を第九十二条第三項、第九十六条第三項 及び 第百条第三項において準

用 する場合を含む。）に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けをし、第五十四条の四第三項において準用 する 第五 十三 条若 しくは

第 五十 四条 第二 項の 規定 に違反して共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは共済事業に係る財産を移転し、第六十九条第四項（第八十六条第四

項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。）において準用する第五十三条若しくは
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第五十四条第二項の規定に違反して出資組合の合併をし、又 は第 九十一条の二第二項において準用する第六十九条第四項において準用する第五十三条若

第五十四条の二第七項（第五十四条の四第四項（第九 十六 条第 三項 にお いて 準用する場合を含む。）、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び

しくは第五十四条第二項の規定に違反して出資組合に係る承継を した とき 。
三十七

第五十四条の三第二項（第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項におい て準 用す る場合を含む。）又は第六十九条の二第三項（第

第百条第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。
三十八

九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。）の規定に違反し て、 公告 若しくは通知をする

第五十五条第一項から第六項まで（これらの規定を第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百 条第 三項 及び 第百 条の 八第三

こ とを 怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
三十九

項において準用する場合を含む。）、第五十五条第七項（第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。）、第

五十六条（第九十二条第三項、 第九 十六 条第 三項 、第 百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。）又は第八十五条の規定に違反し

第五十八条第一項（第八十六条第二項、 第九 十二 条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。

たとき。
四十

第七十七条において準用する会社法第四百八十四条第一項 の規 定又 は第 八十 五条 の八第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。

）の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを 受け たと き。
四十一

清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間又は第八十五条の六第一項の期間を不当に

第八 十七 条の 三第 一項（第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定に違反して第八十七条の三第一項に規定

第七 十七条又は第八十六条第四項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。

第七十七条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をし、又は第八十五条の 六第 一項の期間内に債権者に弁済をした

定めたとき。

四十二
四十三
四十 四

と き。
四十五

第八十七条の三第四項（ 第百 条第 一項 にお いて 準用する場合を含む。以下この号及び第五十四号において同じ。）の規定による行政庁の認可を受

する子会社対象会社以外の会社を子会社 とし たと き。
四十六

けないで第八十七条の三第四項に規定する認可対象会社を子 会社 とし たと き又 は同 条第 六項（第百条第一項において準用する場合を含む。）において準

用する第八十七条の三第四項の規定による行政庁の認可を受けないで同条第一項各号に 掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社（同条第四項に
四十七

第百条の三第六項の規定による行政庁の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子 会社 とし たと き又 は同条第七項において準用する第八

第百条の三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社 とし たとき。

規定する認可対象会社に限る。）に該当する子会社としたとき。
四十八

十 七条の三第六項において準用する同条第四項の規定による行政庁の認可を受けないで第百条の三第一項各号に掲げる会社を当 該各 号の うち 他の 号に掲

第百 二十 一条 第五項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

げ る会 社（ 同条 第六 項に 規定する認可対象会社に限る。）に該当する子会社としたとき。
四十 九
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２
３
４

五十
五十一

準用銀行法第五十二条の四十九若しくは第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の

準用銀行法第五十二条の四十三 の規 定に より 行う べき財産の管理を行わないとき。

準用銀行法第五十二条の五十五又は第百二十一条の五の九第一項において準 用す る銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一

作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
五十二
の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。

第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定 に違 反し て正 当な理由がないのに名簿の縦覧を拒

第百二十六条の三第一項の規定により付した条件（第十一条の四の二（第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第 百条 第一 項に おい て準 用する

ん だと き。

五十三
五十四

場合を含む。）、第八十七条の三第四項（同条第六項（第百条第一項及び第百条の三第七項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含
この法律の規定による登 記を する こと を怠つたとき。

む。）又は第百条の三第六項の 規定 によ る認 可に 係る ものに限る。）に違反したとき。
五十五

共済調査人が、第十七条の八第 二項 （第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）の期限までに調査の結果の報告をしな
いときも、前項と同様とする。

会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十九条の五第五項又は第四十一条の二第七項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調

漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の役員又は職員が、第八十七条 第一 項第十号若しくは第八項又は第九十七条第一項第七号に規定す

査を妨げたときも、第一項と同様とする。

る監査の事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下 の過 料に処する。その者が役員又は職員
でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。

（略）

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一

水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）（抄）

に違反してその名称又は商号中に指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機 関と 誤認 され るおそれのある文字を使用した者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二 条の 七十 七又 は第 百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定

代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者

第百二十一条の五の九第一項 にお いて 準用 する 銀行 法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等

三

二

第百三 十一条

○
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第二章
第 一節

水産資源の保護培養
水産動植物の採捕制限等

（水産動植物の採捕制限等に関する命令）
第四条 農林水産大臣又は都道府県知事は、 水産 資源の保護培養のために必要があると認めるときは、特定の種類の水産動 植物 であつて農
林水産省令若しくは規則で定めるものの採 捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若し くは規則で定め
るものにより営む漁業（水産 動植物の採捕に係るものに限る。）を禁止し、又はこれらの漁業につい て、農林水 産省令若しくは規則で定
めるとこ ろによ り、 農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならない こと とすることができる。
２ 農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のため に必要があると認めるときは、次に掲げる事項に関して、農林水産省令
又は規則を定めることができる。
一 水産動植物の採捕に関する制限又は禁止（前項 の規定により漁業を営むことを禁止すること及び農林水産大臣又は都道府県知 事の 許
可を受けなければならないこととすることを除く 。）
二 水産動植物の販売又 は所 持に関する制限又は禁止
三 漁具又は漁 船に関する制限又は禁止
四～六 （略）
３・４ （略）
５ 第二項の規定による農林水産省令又 は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船、漁具その他水産動植 物の 採捕の用に供さ
れる物及び同項第六号の水産動植物の 没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収 することが できない場合におけ
るその価額の追徴に関す る規定を設けることができる。
６ 農林水産大臣は、第一項及び第二項の農林水産省令を定めようとすると きは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
７ 都道府県知事は、第一項及び第二項の規則を定めようとす るときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
８ 都道府県知事は、第一項及び第二項の規則を 定めようとするときは、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第八十四 条第 一項（
海区漁業調整委員会の設置）に規定する海面に 係るものにあつては、関係海区漁業調整委員会の意見を、同法第八条第三項（ 内水面の定
義）に規定する内水面に係るもの にあつては、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
９ 農林水産 大臣は、第二項第四号又は第五号に掲げる事項に関する農林水産省令又 は規則であつて、河川法（昭和三十九年法律第百六十
七号） が適 用され、若しくは準用される河川（以下「河川」という。）又は砂 防法 （明治三十年法律第二十九号）第二条（指定土地）の
規定により国土交通大臣が指定した土地（以下「指定土地」という。 ）に係るものを定め又は認可しようとするときは、あらかじめ、国
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土交通 大臣に協議しなければならない。
農林水産大臣は、第二項第四号に掲げる事項に関する農林 水産省令又は規則を定め又は認可しようとするときは、あらかじめ、経済産
業大臣に協議しなければならない。

（漁法の制限）
第五条 爆発物を使用して 水産動植物を採捕してはならない。但し、海獣捕獲のためにする場合は 、この 限り でない。

、ひ
、さ せ 、 又 は 死 な せ る 有 毒 物 を 使 用 し て 、 水 産 動 植 物 を 採 捕 し て は な ら な い 。 但 し 、 農 林 水 産 大 臣 の 許 可 を 受 け て
第六条 水産動植物を ま
、調査研究のた め、 漁業法第百二十七条に規定する内水面において採捕する場合は、こ の限 りでない。

（許 可漁船 の定数）
第九条 農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要がある と認めるときは、漁業法第六十五条第一項又は第二項（漁業調整に関する命
令）及びこの法律の第四条第一項又は第二項の規定に基 づく 農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の
種類及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業 に従事することができる漁船の隻数の最高限度（以下「定数」という。）を定 めることが
できる。
２・３ （略 ）

水産動 物の輸入防 疫

（漁獲限度）
第十三条 農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると 認めるときは、漁業法第六十五条第一項又は第二項及びこの法律の第四
条第一項又は第二項の規定に基づく農林水産省令の規定によ り農 林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類又は漁獲物の種類及
び水域別に、当該漁業により漁獲すべき年間の数量 の最高限度（以下「漁獲限度」という。）を定め、関係業者又はその団体に対 し、こ
の限度を超えて漁獲しないよう措置す べきことを勧告することができる。
２ 農林水産大臣 は、前項の漁獲限度を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を 聴かなければならない。
第一節の二

（焼 却等の命令 ）
第十三条の四 農林水産大臣は、前条第二項の検査の結果、第 十三 条の二第一項の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつ
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10

保護水面

ている と認められるときは、当該水産動物又はその容器包装を所有し、又は管 理する者に対し、当該水産動物又はその容器包装、いけす
その他輸入防疫対象疾病の病原体が付着し、若しくは付着してい るおそれのある物品の焼却、埋却、消毒その他必要な措置をとるべきこ
とを命ずることができる。
第二節

（保護水面の指定）
第十五条 （略）
２ （略 ）
３ 都道府県知事は、第一項の規定により保護水面の指定をしよう とするときは、指定をしようとする保護水面が漁業法第八十四条第一項
に規定する海面に属する場合にあつては、当該保護水面につき定 められた海区に設置した海区漁業調整委員会の意見を、指定をしようと
する保護水面が同法第八条第三項に規定する内水面 に属する場合にあつては、内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならな い。
４～７ （略）

（保護水面の管理計画）
第十七条 都 道府県知事又は農林水産大臣は、第十五条第一項又は第四項の規定によ り保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理
計画を 定め なければならない。
２～３ （略）
４ 第十五条第三項、第五項及び第六項の規 定は 、第一項の保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する 。
５ 農林水産大臣は、水産動植物の 保護培養のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、その管 理する保護水面の管理計
画を変更すべきことを指示す るこ とができる。この場合には、第十五条第五項及び第六項の規定を準 用す る。

（工事の制限等）
第十 八条 保護水面の区域（河川、指定土地又は港湾法（昭和二十五年法律 第二百十八号）第二条第三項（港湾区域の定義）に規定する港
湾区域、同法第五十六条第一項（港湾区域の定めのない港湾）の規定 によ り都道府県知事が公告した水域若しくは排他的経済水域及び大
陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施 設の整備等に関する法律（平成二十二年法律第四十一号）第九条第一項（特
定離島港湾施設の存する港湾における水域の占 用の許可等）の規定により国土交通大臣が公告した水域（第五項において「港 湾区 域」と
総称する。）に係る部分を除く。 ）内 において、埋立て若しくはしゆんせつの工事又は水路、河川の流量 若しく は水 位の変更を来す工事
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削除
、く
、河 魚 類 の 保 護 培 養
さ

をしよ うとする者は、政令の定めるところにより、当該保護水面を管理する都 道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならな
い。
２ （略）
３ 国土交通大臣、都道府県知 事又 は市町村長は、河川若しくは指定土地に関する第一項に掲げる工事をし、 若し くはさせようとする場合
又はこれらの工事について河 川法第二十三条から第二十七条まで若しくは第二十九条（河川使用の許 可等） の規定による許可若しくは砂
防法第四条（指 定土地における一定行為の禁止、制限）の規定による制限に係る許可を しようとする場合において、当該工事が保護水面
の区域 内においてされるものであるときは、政令の定めるところにより、 あら かじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水
産大臣に協議しなければならない。
４ 砂利採取法（昭和四十三年法律第七 十四 号）第十六条第二号（採取計画の認可）に規定する河川管理者は、同条の採取 計画又は変更後
の採取計画に基づいて行う工事が第一 項に規定する工事に該当し、かつ、保護水面の区域内においてされるものであ る場 合において、当
該採取計画又は採取計画 の変 更について同条又は同法第二十条第一項（変更の認可）の規定によ る認可をし ようとするときは、政令の定
める ところ によ り、あらかじめ、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水 産大 臣に協議しなければならない。
５ 国土交通大臣若しくは港湾管理者（港湾法第二条第一項（ 港湾 管理者の定義）に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。）が港湾区域
内における第一項に規定する工事をしようとする場合又はこ れらの工事について港湾管理者が同法第三十七条第一項（港湾区域内の工事
の許可）の規定による許可をし、若しくは同条 第三項（港湾区域内の国等の工事についての特例）の規定による協議に応じ、 都道 府県知
事が同法第五十六条第一項の規定 によ る許可をし、若しくは同条第三項（港湾区域の定のない港湾への準 用）の規定 による協議に応じ、
港湾管理者が同法第五十 八条第二項（公有水面埋立法との関係）の規定により公有水面埋立 法（ 大正十年法律第五十七号）の規定による
都道 府県知 事（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九 第一項の指定都市の区域内にあつては、当該指定都市
の長）の職権を行い、若しくは国土交通大臣が排他的経済水域及び大 陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整
備等に関する法律第九条第一項の規定による許可をし、 若し くは同条第五項（特定離島港湾施設の存する港湾における国等の工事につ い
ての特例）の規定による協議に応じようと する 場合において、当該工事が保護水面の区域内においてされるものであるときは 、国土交通
大臣、港湾管理者又は都道府県知 事は、政令の定めるところにより、あらかじめ、当該保護水面を管理す る都道 府県知事又は農林水産大
臣に協議しなければ ならない。
６ （略）
第十九条
第三節
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、く
、河 魚 類 の 通 路 の 保 護 ）
（さ
、く
、く
、く
、河 魚 類 の 通 路 と な つ て い る 水 面 に 設 置 し た 工 作 物 の 所 有 者 又 は 占 有 者 は 、 さ
、河 魚 類 の さ
、上 を 妨 げ な い よ う に 、 そ の 工
第二十二条 さ
作物を管理しなければならない。
２・３ （略）

、く
、河 魚 類 の 通 路 を 害 す る 虞 が あ る と 認 め る と き は 、 水 面 の 一 定 区 域 内 に お け る 工 作 物 の 設 置 を 制 限 し 、 又
第二十三条 農林水産大臣は、 さ
は禁止することができる。
、く
、河 魚 類 の 通 路 又 は 当 該
２ 農林 水産大臣は、前項の規定による制限をしようとするときは、当該工作物 を設置しようとする者に対し、さ
、く
、河 魚 類 の 通 路 又 は 当 該 通 路 に 代 る べ き 施 設 を 設 置 す る こ と が 著 し く 困 難 で あ る と 認 め
通路に 代るべき施設を設置すべきこと、もし、さ
、く
、河 魚 類 又 は そ の 他 の 魚 類 の 繁 殖 に 必 要 な 施 設 を 設 置 し 、 又 は 方 法 を 講 ず べ き こ と を 命 ず る こ と
る場合においては、当該水面におけるさ
によつても、これをすることができる。
３ （略）

、く
、河 魚 類 の 通 路 を 害 す る と 認 め る と き は 、 そ の 所 有 者 又 は 占 有 者 に 対 し 、 除 害 工 事 を 命 ず る こ と
第二十四条 農林水産大臣 は、工作物がさ
ができる。
２ 前項の規定により除害工事を命ずるときは、次項の規定による補償 金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなけ
ればならない。
３ 農林水産大臣は、第一項の規定により除 害工 事を命じたときは、その工作物について権利を有する者に対し、相当の補償を しなければ
ならない。但し、第二十二条第二項の規定 による命令に違反した者に対し、第一項の規定により除害工事を命じた場合に おい ては、その
者に対しては、補償しない。
４・５ （略 ）
６ 前項の訴においては、国を被告とする。但し、第四項の場合に おい ては、申請者又は工作物について権利を有する者を被告とする。
７・８ （略）

（内水面におけるさけの採捕禁止）
第二十五条 漁業法第八条第三項に規定 する内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし、 漁業の免許を受けた
者又は同法第六十五条第一項若し くは 第二項及びこの法律の第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく 農林水 産省 令若しくは規則の規
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定によ り農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許又 は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

補助

水産動植物の種苗の確保

（略）

（公共の用に供しない水面）
第二十六条 公共の用に供しない水面であつて公 共の 用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第二十二条から 前条ま
での規定及びこれらに係る罰則を適用すること ができる。
第四節
第四章

雑則

第三十一条 国は、こ の法律の目的を達成するために、予算の範囲内において、次に掲げる費 用の一 部を 補助することができる。
一 （略）
二 溯 河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者（ 第二十四条第一項の規定による除害工事の命令を受けた者
を除く。）が、当該水面において、第二十三条第二項に規定する施設を 設置 し、又は改修するのに要する費用
三 （略）
第五章

罰則

（事務の区分）
第三十五条 第四条第 一項、第二項、第七項及び第八項並びに第三十条の規定により都道 府県 が処理 することとされている事務は、地方自
治法第二条第九 項第 一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六 章

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は 二百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による禁止に違反して漁業を営み、又は 同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだ者
二 第五条から第七条までの規定に違反した者
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第三十六条の二

第十三条の二第一項の許可を受けないで、同項の 輸入 をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の 懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の三第一項、第十三条の四又は第二十四条第一 項の規定による命令に違反した者
二 第十三条の三第二項若しくは第三項又は第 二十五条の規定に違反した者
三 第十八条第一項の許可を受け ない で、同項の工事をした者
四 第二十三条第一項又 は第二項の規定による制限又は禁止に違反した者

第三十六条から第三十七条までの罪 を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第三十八 条 第三十六条又は前条第二号（第二十五条に係る部分に限る。）の場 合において、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、漁船又
は漁具 その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができ る。 ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部
を没収することができないときは、その価額を追徴することがで きる。
第三十九条

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者 は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の五第一項の規定による 報告 をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し
た者
二 第二十三条 第三項の規定に違反した者
三 第 二十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報 告を した者

内水面漁業の振興に関する法律（平成二十六年法律第百三号）（抄）

第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の 代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、 第三十六条
から第三十七条まで又は前条の違反行為を した ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科す る。

○

（国 民の 理解 と関 心の 増進）
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国及び地方公共団体は、内水面漁業に対する国民の理解と関心を深めるよう、内水面漁業の意義に関する広報活動、川辺における自然体験活

動に対する支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、内水面水産資源の適切な管理に資するため、遊漁規則（漁業法（昭和二十四年法律第

第二十五条

二百六十七号）第百二十九条第一項の遊漁規則をいう。）等の遵守 に関 する 啓発 活動 その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
（漁業法の準用）

指定養殖業の許可に関しては、漁業法第三章（第五十二条から第五十五条まで、第五十 六条第一項第三号、第五十八条の二第一項ただし書及び

第五項、第五十九条第四号並びに第六十二条の二第二項を除く。）及び第百三十三条の規定を準用する。この場合において、 これらの規定中「指定漁業

第三十条

」とあるのは「指定養殖業」と、同法第五十八条第一項中「水産動植物の繁殖保護又は漁業調整」とあるのは「内水面水産資 源の 持続 的な 利用 の確 保又

は内 水面 漁業 の持 続的 かつ 健全な発展」と、「船舶の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数」とあるのは「指定養

殖業に係る水産動植物の総 量（以下単に「総量」という。）」と、同条第四項中「水産動植物の繁殖保護又は漁業調整」とあるのは「内水面水産資源の

持続的な利用の確保又は内水面漁 業の 持続 的か つ健全な発展」と、同法第五十八条の二第二項中「係る船舶の隻数」とあるのは「係る水産動植物の量の

合計」と、「公示した船舶の隻数」とあるのは 「公 示し た総量」と、同条第三項中「係る船舶の隻数」とあるのは「係る水産動植物の量の合計」と、「

公示した船舶の隻数」とあるのは「公示した総量」と、「次に 掲げ る」とあるのは「現に当該指定養殖業の許可を受けている者が当該指定養殖業の許可

の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場と同一の養 殖場 につ いて した 」と 、「次の順序に従つて」とあるのは「当該許可において定めら

れた水産動植物の量について」と、同条第四項中「係る船舶の隻数」とあるのは「係る水産動植物の量の合計」と、「公示した船舶の隻数」とあるのは

「公示した総量」と、同項第一号中「船舶（母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。第六項 にお いて 同じ 。） の申請者別隻数」とあるのは「水産動

植物の申請者別の量」と、同法第六十条第三項中「水産動植物の繁殖保護又は漁業調整」とあるのは「内水面水産 資源 の持続的な利用の確保又は内水面

漁業の持続的かつ健全な発展」と、同法第六十三条第一項中「第三十五条（休業の届出）、第三十七条第一項」とあるのは「 第三 十七 条第一項」と、「

「公 益上 必要 があると認めるときは、免許をするにあたり、」とあるのは「公益上必要があると認めるときは、」」とあるのは「「漁 業調 整そ の他 公益

上必要がある と認 める とき は、免許をするにあたり、」とあるのは「内水面水産資源の持続的な利用の確保、内水面漁業の持続的かつ健全な発展その他

公益上必要があると認めるときは 、」」と、「「漁業調整」とあるのは「水産動植物の繁殖保護、漁業調整」」とあるのは「「漁業調整」とあるのは「

内水面水産資源の持続的な利用の 確保 、内 水面 漁業 の持 続的かつ健全な発展」」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

内水面において漁業法第六条第五項に規 定す る共同漁業の免許を受けた者（以下この条において「共同漁業権者」という。）は、農林水産省

令で定めるところにより、当該免許に係る都道府県知事に対し、当該免許に係る 内水 面に おける内水面水産資源の回復、内水面における漁場環境の再生

第三十五条

その他内水面漁業の振興に関し必要な措置について協議を行うための協議会（以下この条におい て単 に「協議会」という。）を設置するよう申し出るこ

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

（略）

とができる。
２・３
第三十六条
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三

二

一

（略）

指定養殖業の許可に付けた制限又は条件に違反して指定養殖業 を営 んだ 者

許可養殖業者であって第三十条において準用する漁業法第六十一条の規定に違反した者

（略）

（略）

四
２・３

第三十条において準用する漁業法第六十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽 の届 出を した 者は 、十 万円以下の過料に処する。

海 洋生 物資 源の 保存及び管理に関する法律（平成八年法律第七十七号）

第四十条

○

この法律は、我が国の排他的経 済水 域等 にお ける 海洋生物資源について、その保存及び管理のための計画を策定し、並びに漁獲量及び漁獲努力量

（目的）
第一条

の管理のための所要の措置を講ずることにより、漁業法（昭和二十 四年 法律 第二 百六 十七 号）又は水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）に

よる措置等と相まって、排他的経済水域等における海洋生物資源の保存及び管理を図り、あわせて海洋法に関する国際連合条約の的確な実施を確保し、
もって漁業の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。
（定義等）

この法律において「排他的経済水域等」とは、我が国の排他的経済水域、領海及び内水（内水面を除く。）並びに大陸 棚（排他的経済水域及び大

こ の法 律に おい て「 漁獲 可能量」とは、排他的経済水域等において採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の数量の最高限度をいう。

陸棚に関する 法律 （平 成八 年法律第七十四号）第二条に規定する大陸棚をいう。）をいう。

第二条
２

この法律において「漁獲努力量」とは、海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業の量であって、採捕の種類別に操業日数その他の農林水産

に係る海域及び期間を定めて漁獲努力量による管理を行う場合の海洋生物資源の 種類 ごと の当該採捕の種類に係る年間の漁獲努力量の合計の最高限度を

この法律において「漁獲努力可能量」とは、排他 的経 済水域等において、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類

省令で定める指標によって示されるものをいう。

３
４

この法律において「特定海洋生物資源」とは、第一種特定海洋生物資源及び第二種特定海洋生物資源をいう。

いう。
５

この法律において「第一種特定海洋生物資源」とは、排他的経済水域等において、漁獲可能量 を決 定す るこ と等 によ り保存及び管理を行うことが適当

この法律において「第二種特定海洋生物資源」とは、排他的経済水域等において、漁獲努力可能量を決定すること等により 保存 及び 管理 を行うことが

である海洋生物資源であって、政令で定めるものをいう。

６
７
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８

農林水産大臣は、前二項の政令 の制 定又 は改 廃に 当た ってその立案をするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

適当である海洋生物資源であって、政 令で 定め るも のを いう 。

（基本計画）

農林水産大臣は、排他的経済水域等において海洋生物資源の保存及び 管理 を行 うた め、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画（以下「基

三

二

一

前号に掲げる漁獲可能量のう ち漁 業法 第五 十二条第一項に規定する指定漁業、同法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一

第一種特定海洋生物資 源ごとの漁獲可能量に関する事項

特定 海洋 生物 資源 ごと の動向に関する事項

海洋生物資源の保存及び管理に関する基本方針

五

第三号に掲げる漁獲可能量（第四号に掲げる数量及び政令で定める者が行う第一種特定海洋生物資源の採捕に係る数量を除く。）について、海面が

前号に掲げる数量について、操業区域別又は操業期間別の数量 を定 める 場合 にあ って は、その数量に関する事項

七

第二種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間 並び に漁 獲努力可能量に関

第四号に掲げる数量（第五号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。以下「大臣管理量」という。 ）に 関し実施すべき施策に関する事項

前号に掲 げる 漁獲 努力 可能量のうち指定漁業等の種類（漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る。）別に定める量（以下「大臣管理努

する事項
力量」という。）に関する事項
大臣管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

第八号に掲げる漁獲努力可能 量（ 大臣 管理 努力 量を 除く 。）について、都道府県別に定める量に関する事項

十一

その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

前項第三号及び第八号に掲げる事項は、最大持続生産量を実 現す るこ とができる水準に特定海洋生物資源を維持し又は回復させることを目的として、

十二

十

九

八

その区域内に存する都道府県（以下単に「都道府県」という。）別に定める数量に関する事項

六

指定漁業等」という。）の種類別に定める数量に関する事項

項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林 水産 大臣 の許可その他の処分を要する漁業その他農林水産省令で定める漁業（以下「

四

基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

本計画」という。）を定めるものとする。

第三条
２

３

農林水産大臣は、基本計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

同項第二号に掲げる事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし、特定海洋生物資源に係る 漁業 の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。
４

農林水産大臣は、第二項第六号に掲げる数量又は同項第十号に掲げる量を定めようとするとき は、 あら かじ め、 その 関係部分について関係する都道府
農林水産大臣は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

県の知事の意見を聴くものとし、当該数量又は量を定めたときは、遅滞なく、当該関係部分について関係する都道府県の知事 に通 知す るも のと する 。

５
６
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農林水産大臣は、特定海洋生物資源ごとの動向、特定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して、毎年少なくとも一回、基本計画に検討
農林水産大臣は、前項の検討を行うに当たっては、水 産政策審議会の意見を聴かなければならない。

を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
８
第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による基本計 画の 変更 につ いて準用する。

７

９

都道府県の知事は、基本計画に即して、前条第二項第六号に掲げる数量又は同項第十号に 掲げ る量 に関 し実 施す べき施策に関する都道府県の計画

（都道府県計画）

三

二

一

第二号に掲げる数量（前号に掲げる数量を定めた場合にあって は、その数量。第八条第二項において「第一種特定海洋生物資源知事管理量」という。

前号に掲げる数量について、第一種特定海 洋生 物資 源の 採捕の種類別、海域別又は期間別の数量を定める場合にあっては、その数量に関する事項

前条第二項第六号に掲げる数 量に 関す る事 項

海洋生物資源の保存及 び管理に関する方針

五

前号に掲げる量のうち第二種特定海洋生物資源の採捕の種類（漁獲努力量による管理の対象 とな る採 捕の 種類 であって指定漁業等以外のものに限る。

前条第二項第十号に掲げる量に関する事項

七

その 他海 洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

第二種特定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

都 道府 県の 知事 は、 都道 府県計画（第二項第二号及び第五号に掲げる事項を除く。第八項において同じ。）を定めようとするときは、関係海区漁業調

都 道府県の知事は、都道府県計画を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

八

）別に定める量（以下「第二種特定海洋生物資源知事管理努力量」という。）に関する事項

六

）に関し実施すべき施策に関する事項

四

都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

（以下「都道府県計画」という。）を定めるものとする。

第四条
２

３
４

都道府県の知事は、都道府県計 画を 定め たと きは 、遅滞なく、これを公表しなければならない。

整委員会の意見を聴かなければな らな い。
５

農林水産大臣は、基本計画の変更により都道府県 計画 が基本計画に適合しなくなったと認めるときは、当該都道府県計画に係る都道府県の知事に対し
都道府県の知事は、前項の規定により通知を受けたときは、都道府県 計画 を変 更し なけ ればならない。

、当該都道府県計画を変更すべき旨を通知しなければならない。

６
７

都道府県の知事は、前項の場合を除くほか、指定海洋生物資源（次条第一項の第一種指定海洋生物資源及び第二種指定海洋生物資源をいう。以下同じ。

都道府県の知事は、前項の検討を行うに当たっては、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

があると認めるときは、これを変更しなければならない。

）の動向、特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源に係る漁業の経営その他の事情を勘案して、毎年少なくとも一回、都道府県計画に検討を加え、必要

８

９
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第三項から第五項までの規定は、第七項又は第八項の規定に よる 都道府県計画の変更について準用する。

（指定海洋生物資源の保存及び管理）

都道府県の知事は、特定海洋生物資源でない海洋生物資 源の うち 、都 道府県の条例で定める海域（以下「指定海域」という。）において、都道府

二

一

前号に掲げる都道府県漁獲限度量について、第一種指定海洋生物資源の採捕の種類別、海域別又は期間別の数量を定める場合にあっては、その数量

第一種指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲限度量に関する事 項

指定海洋生物資源ごとの動向に関する事項

に関する事項

第二号に掲げる都道府県漁獲限度量（前号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。第八条第二項に おい て「第一種指定海洋生物資源知事
管 理量 」と いう 。） に関し実施すべき施策に関する事項

第二 種指 定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間 並び に都 道府 県漁
獲努力限度量に関する事項

前号に掲げる都道府県漁獲努 力限度量のうち第二種指定海洋生物資源の採捕の種類（当該都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に
限る。）別に定める量（以下「第二種指定海洋生物資源知事管理努力量」という。）に関する事項
第二種指定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべ き施策に関する事項

前項第二号及び第五号に掲げる事項は、最大持続 生産 量を実現することができる水準に指定海洋生物資源を維持し又は回復させることを目的として、

第一項の海域及び海洋生物資源を定める都道府県の条例は、都道府県 が当 該都 道府 県の 地先水面（排他的経済水域等に限る。第十七条第三項において

同項第一号に掲げる事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし、指定海洋 生物 資源 に係る漁業の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。

七

六

五

四

三

画において、次に掲げる事項を定めるものとす る。

より保存及び管理を行う海洋生物 資源 とし て都 道府県の条例で定める海洋生物資源（以下「第二種指定海洋生物資源」という。）について、都道府県計

理を行う場合の海洋生物資 源の種類ごとの当該採捕の種類に係る年間の都道府県漁獲努力量の合計の最高限度をいう。以下同じ。）を決定すること等に

係る もの を除 く。 ）の 量で あって、採捕の種類別に操業日数その他の都道府県の規則で定める指標によって示されるものをいう。以下同じ。）による管

類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間を定めて都道府県漁獲努力量（海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作 業（ 指定 漁業 等を 営む 者に

源（以下「第一種指定海洋生物資源」という。）又は都道府県漁獲努力限度量（指定海域において、海洋生物資源の種類ごと にその対象となる採捕の種

ごとの年間の数量の最高限度をいう。以下同じ。）を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物 資源 とし て都 道府県の条例で定める海洋生物資

県漁獲限度量（指定海域において、指定漁業等を営む者及び第三条第二項第六号の政令で定める 者以 外の 者が採捕することができる海洋生物資源の種類

第五条

２
３

同じ。）の全部又は一部の海域において都道府県漁獲限度量又は都道府県漁獲努力限度量を決定する こと 等に より 特定 の海洋生物資源の保存及び管理を

都道府県の知事は、都道府県計画（前条第一項に掲げる事項に限る。）の実施の効果が適切に確保されるようにするた め特 に必 要が あると認める

行う必要があると認める場合に定めることができる。
第六条
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10

ときは、農林水産大臣又は関係する都 道府 県の 知事 に対 し、 農林水産大臣又は関係する都道府県の知事が講ずべき措置について、必要な要請をすること
ができる。
（基本計画等の達成のための措置）

農林水産大臣は基本計画（第三条第二項第六号及び第十号に掲げる事 項を 除く 。） の達成を図るため、都道府県の知事は都道府県計画の達成を図

申請によらず、漁業権に制限又は 条件 を付 ける ことができる。この場合においては、同条第二項及び同法第三十七条第四項の規定を準用する。

都 道府 県の 知事 は、都道府県計画の達成を図るため漁業法第三十四条第四項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整 委員 会の

けれ ばな らな い。

若しくは第六十六条第一項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置そ の他 の必 要な 措置 を講 じな

くは第四項、第三十九条第一項（同法第六十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。）若しくは第五項、第六十 五条第一項若しくは第二項

るため、この法律の規定による措置のほか、漁業法第三十四条第一項（同法第六十三条第一項において読 み替 えて 準用 する場合を含む。）、第三項若し

第七条

２

（採捕の数量又は漁獲努力量等の公表）

農林水産大臣は、大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えるおそれがあると認めるとき、又は大臣管理努力量の対象となる漁

都道府県の知事は、第一種特定海洋生物資源知事管理量若しくは第一種指定海洋生物資源知事 管理 量（ 以下「知事管理量」と総称する。）の対象とな

とする。

獲努力量が当該大臣管理努力量を超えるおそれがあると認めるときは、当該採捕の数量又は漁獲努力量その他農林水産省令で定める事項を公表するもの

第八条

２

る採捕の数量が当該知事管理量を超えるおそれがあると認めるとき、又は第二種特定海洋生物資源知事管理努力量若しくは第 二種 指定 海洋生物資源知事

管理 努力 量（ 以下「知事管理努力量」と総称する。）の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超 える おそ れが ある

と認めるとき は、 当該 採捕 の数量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量その他農林水産省令で定める事項を公表するものとする。
（助言、指導又は勧告）

農林水産大臣は、前条第一 項の 規定 によ る公 表をした後において、大臣管理量の対象となる採捕の数量が当該大臣管理量を超えないようにするた

都道府県の知事は、前条第二項の規定による公表をした後において、知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えないようにするため

ることができる。

当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該大臣管理量 又は 大臣 管理努力量に係る採捕に関し、必要な助言、指導又は勧告をす

め必要があると認めるとき、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲 努力 量が 当該 大臣管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるときは、

第九条

２

必要があると認めるとき、又は知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えないようにするため必

要があると認めるときは、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該知事管理量又は知事管理努力 量に 係る 採捕 に関 し、 必要
な助 言、 指導 又は 勧告 をすることができる。
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（採捕の停止等）

農林水産大臣は、大臣管理量の対象となる採捕の 数量が当該大臣管理量を超えており、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認めるとき、又は

都道府県の知事は、知事管理量の対象となる採捕の数量が当該知事管理量を超えており、若し くは 超え るお それ が著 しく大きいと認めるとき、又は知

目的とする採捕の停止その他当該特定海洋生物資源の採捕に関し必要な命令をすることができる。

期間を定め、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該大臣管理量又 は大 臣管 理努力量に係る特定海洋生物資源をとることを

大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が当該大臣管理努力量を超えており、若しく は超 えるおそれが著しく大きいと認めるときは、農林水産省令で、

第十条

２

事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が当該知事管理努力量を超えており、若しくは超えるおそ れが 著し く大 きい と認 める

とき は、 都道 府県 の規 則で 、期間を定め、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者に対し、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る特

定海洋生物資源又は指定海 洋生物資源をとることを目的とする採捕の停止その他当該特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の採捕に関し必要な命令を
することができる。
（割当てによる採捕の制限）

農林水産大臣は指定漁業等について基本計画に基づき、都道府県の知事は漁業法第六十五条第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法第四

農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の割当てを行おうとするときは、少なくとも次に掲げる事項 を勘 案し て割 当ての基準を定め、これに従って

当てを当該大臣管理量又は知事管理量による管理の対象となる一年の期間の開始前に行うことができる。

条第一項において「知事許可漁業」という。）について都道府県計画に基づき、採捕を行う者別 に、 大臣 管理 量又 は知事管理量に係る漁獲量の限度の割

条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定又は漁業法第六十六条第一項の規定により都道府県の知事の許可その他の処分を要する漁業（第十八

第十一条

２

採捕を行 う者 が使 用す る船舶の隻数又は総トン数

割当 てを 行わ なければならない。
一

農林水産大臣は、前項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

採捕を行う者の採捕の状況

３

都道府県の知事は、第二項の基 準を 定め よう とす るときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

二
４

第一項の規定により漁獲量の限度の割当てを受け た者 は、当該割当てに係る海域においては、その受けた数量を超えて当該割当てに係る第一種特定海
洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行ってはならない。

５

（停泊命令）

農林水産大臣は、大臣管理量に係る採捕を行う者が第十条第一項の命令若しくは前条第 五項 の規 定に 違反 する 行為をし、かつ、当該行為を引き

続きするおそれがあると認めるとき、又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者が第十条第一項の命令に違反する行為をし、か つ、 当該 行為 を引 き続 きす

第十二条

るお それ があ ると 認め るときは、その採捕を行う者に対し、当該違反行為に使用した船舶につき、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を 命ず
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２

３
４

都道府県の知事は、知事管理量 に係 る採 捕を 行う 者が 第十条第二項の命令若しくは前条第五項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続き

ることができる。

するおそれがあると認めるとき、又は知事管理努力量に係る採捕を 行う 者が 第十 条第 二項の命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするお

それがあると認めるときは、その採捕を行う者に対し、当該違反行為に使用した船舶 につ き、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずるこ
とができる。

農林水産大臣又は都道府県の知事は、前二項の規定による命令をしようとするときは、行政手 続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定
による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

大臣管理 量又 は大 臣管理努力量に係る採捕を行う者は、当該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る特定海洋生物資源の保存及び管理に関する協

（協定の締結）

三

二

その他農 林水 産省 令で 定める事項

協定 に違 反した場合の措置

協定の有効期間

特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理の方法

協定の対象となる海域並びに特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源及びその採捕の種類

前二項の協定（以下単に「協定」という。）においては、次 に掲 げる 事項 を定 める ものとする。

四

一

管理に関する協定を締結し、当該協定が適当である旨の都道府県の 知事 の認 定を 受け るこ とができる。

知事管理量又は知事管理努力量に係 る採 捕を 行う 者は 、当該知事管理量又は知事管理努力量に係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び

定を締結し、当該協定が適当である旨の農林水 産大 臣の 認定 を受けることができる。

第十三条
２
３

五
（協定の認定等）

農林水産大臣又は都道府 県の 知事 は、 前条 第一項又は第二項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、これらの規定による認定をす

三

二

一

その他農林水産省令で定める基準

協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

協定の内容が不当に差別的でないこと。

協定の内容が大臣管理量、大臣管理努力量、知事管理量又は知事管理努力量 の管 理に 資すると認められるものであること。

前項に規定するもののほか、協定の認定（協定の変更の認定を含む。）及びその取消し並びに協定の廃止に関し必要 な事項は、政令で定める。

四

るものとする。

第十四条

２
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第十三条第一項又は第二 項の 認定 を受 けた 協定 （以下「認定協定」という。）に参加している者は、認定協定の対象となる海域において認定協

（協定への参加のあっせん）

規定に照らして相当であり、かつ、認定協定の内容からみてその者に対し参加を求めることが特に必要であると認めるときは 、あっせんをするものとす

農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の規定による申請があった場合において、認定協定 に参加していない者の認定協定への参加が前条第一項の

項の認定をした農林水産大臣又は都道府県の知事に対し、その者の承諾を得るために必要なあっ せん をす べきことを求めることができる。

のに対し認定協定を示して参加を求めた場合においてその参加を承諾しない者がある とき は、農林水産省令で定めるところにより、同条第一項又は第二

定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源につ いて 認定 協定 の対 象となる種類の採捕を行う者であって認定協定に参加していないも

第十五条

２
る。

認定協定 に参 加し ている者は、その数が認定協定の対象となる海域において認定協定の対象となる特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源につ

（漁業法等による措置）

前 項の 規定 は、 第一 項に 規定する申出に基づき農林水産大臣が漁業法第百三十六条の規定により同法第三十四条第四項の規定を適用しようとする場合

申請によらず 、漁 業権 に制 限又は条件を付けることができる。この場合においては、同条第二項及び同法第三十七条第四項の規定を準用する。

都道府県の知事は、第一項に規定する申出に基づき漁業法第三十四条第四項の規定を適用しようとするときは、同項に規定 する海区漁業調整委員会の

捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。

くは第四項、第六十五条第一項若しくは第二項若しくは第六十六条第一項又は水産資源保護法第四条第一項若しく は第 二項の規定による水産動植物の採

認めるときは、その申出の内容を勘案して、漁業法第三十四条第一項（同法第六十三条第一項に おい て読 み替 えて 準用する場合を含む。）、第三項若し

農林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の規定による申出 があ った 場合 にお いて 、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると

な措置を講ずべきことを求めることができる。

で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところによ り、農林水産大臣又は都道府県の知事に対し、認定協定の目的を達成するために必要

いて認定協定の対象となる種類の採捕を行う者 のす べて の数 の三分の二以上であって農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令

第十六条

２

３
４
について準用する。

指定漁業等を営む者であって農林水産省令で定めるも のは 、排 他的経済水域等において第一種特定海洋生物資源を採捕したときは、農林水産省

（採捕の数量又は漁獲努力量等の報告）

指定漁業等を営む者及び第三条第二項第六号の政令で定める者以外の者であって都道府県の規則で定めるものは、当 該都道府県の地先水面において第

により、漁獲努力量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

大臣管理努力量に係る採捕を行う者は、当該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業を行ったときは、農林水産省令で定めるところ

令で定めるところにより、採捕の数量その他採捕の状況に関し農林水産省令で定める事項を農林 水産 大臣に報告しなければならない。

第十七条
２
３

一種 特定 海洋 生物 資源 を採捕したとき、又は当該都道府県の指定海域において当該都道府県の第一種指定海洋生物資源を採捕したときは、都道府県 の規
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４

知事管理努力量に係る採捕を行 う者 は、 当該 知事 管理 努力量の対象となる漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量に係る漁ろう作業を行ったときは、都道

則で定めるところにより、採捕の数量 その 他採 捕の 状況 に関 し農林水産省令で定める事項を当該都道府県の知事に報告しなければならない。

府県の規則で定めるところにより、漁獲努力量又は都道府県漁獲努 力量 その 他採 捕の 状況に関し農林水産省令で定める事項を当該都道府県の知事に報告
しなければならない。

農林水産大臣は特定海洋生物資源の採捕を行う指定漁業等を営む者その他の関係者に対 し、 都道 府県 の知 事は 特定海洋生物資源又は当該都道府

（報告及び立入検査）

第一項の規定による立入検査の 権限 は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

前項の規定によ り立 入検 査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

の他の物件を検査させるこ とができる。

項に 関し 報告 を求 め、 又は その職員に、これらの者の漁場、船舶、事業場、事務所若しくは倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは漁獲物、帳簿、書類そ

県の指定海洋生物資源の採捕を行う知事許可漁業を営む者その他の関係者に対し、この法律の施行に必要な限度において、採 捕の 状況 その 他の 必要 な事

第十八条

２
３
（水産政策審議会による報告徴収等）

水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に 属さ せら れた 事項 を処 理するために必要があると認めるときは、特定海洋生物資源の採捕

を行う指定漁業等を営む者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な事項に関し報告を求 め、 又は その 委員 若しくはその事務に従事する者に漁場

第十九条

、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

この法律（第三条第五項（同条第九項において準用する場合を含む。）及び第六条を除く。）の規定により都道府県 が処 理す るこ とと され てい

（事 務の 区分 ）
第二十 条

る事務は、地方自治法（昭和二十 二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
（経過措置）

この法律の規定に基づき政令、農林水産 省令 又は都道府県の条例若しくは規則を制定し、又は改廃する場合においては、その政令、農林水産

省令又は都道府県の条例若しくは規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要 と判 断さ れる範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置

第二十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 する。

を含む。）を定めることができる。
（罰則）
第十 条第 一項 又は 第二項の命令に違反した者

第二十二条
一
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二
第十二条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

第十一条第五項の規定に違反した 者

前条第一号又は第二号の場合においては、犯人が所 有し 、又 は所 持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他海洋生物資源の採捕の用に供

三
第二十三条

される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部 を没 収す ることができないときは、その価額を追徴する
ことができる。

第十 七条 第一 項か ら第 四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一

第十八条第一項の規定 による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十四条
二

法人の代表者又は法人 若し くは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十二条又は前条の違反行為をした

臘虎膃肭獣猟獲取締法（明治四十五年法律第二十一号）（抄）

ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条 の罰金刑を科する。

第二十五条

○

漁業法第七十四条第一項ノ漁業監督官又ハ漁業監督吏員ハ同条ノ例ニ依リ本法ノ励行ニ関スル事務 ヲ掌 ル

定置漁業権若ハ区画漁業権 （漁 業法 （昭 和二 十四年法律第二百六十七号）第七条ニ規定スル特定区画漁業権ニシテ漁業協同組合又ハ漁業協同組合

漁 業財 団抵 当法 （大 正十 四年法律第九号）（抄）

第四条

○
第一条

連合会ノ有スルモノヲ除ク以下同ジ）ヲ有スル者、漁業ノ用ニ供ス ル登 記シ タル 船舶ヲ有スル者又ハ水産物ノ養殖場ヲ有スル者ハ之ニ付抵当権ノ目的ト

（略）

定置漁業権又ハ区画漁業権

漁業財団ハ左ニ掲クルモノニシテ同一人ニ属スルモノノ全部又ハ一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得

為ス為漁業財団ヲ設クルコトヲ得
第二条
一
二～八

②前項ノ権利（定置漁業権及区画漁業権ヲ除ク）ニシテ其ノ移転ニ付行政庁ノ許可又ハ認可ヲ要スルモノニ付テハ其ノ許可又ハ 認可 ヲ、 賃借 権ニ付テハ賃
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貸人ノ承諾ヲ得ルニ非サレハ之ヲ漁業 財団 ニ属 セシ ムル コトヲ得ス
③定置漁業権及区画漁業権ハ都道府 県知 事ノ 認可 ヲ得 ルニ 非ザレバ之ヲ漁業財団ニ属セシムルコトヲ得ズ

定置漁業権又ハ区画漁業権カ漁業財団ニ属スル場合ニ於テハ抵当権ハ 其ノ 漁場 ニ定 著シタル工作物ニ及フ

（略）

第三条
（略）

④

②・③

定置漁業権又ハ区画漁業権ニ付設定シタル漁業財団ヲ目的トスル抵当権ノ設定ハ都道府県知事ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

定置漁業権 又ハ 区画 漁業権ニ付漁業財団ヲ設定シタル場合ニ於テ其ノ漁業権ノ取消アリタルトキハ其ノ処分ヲ為シタル行政官庁ハ直ニ之ヲ抵当権

第三条ノ二
②（略）
第四条
者ニ通知スヘシ
②・③（略）

④定置漁業権又ハ区画漁業権ハ前項ノ期間内又ハ抵当権実行ノ終了ニ至ル迄抵当権実行ノ目的ノ範囲内ニ於テ仍存続スルモノト看做ス
⑤買受人ガ代金ヲ納付シタルトキハ漁業権ノ取消ハ其ノ効力ヲ生 セサ リシ モノ ト看 做ス

漁業法第七条ニ規定スル特定区画漁業権ニ付漁業財団ヲ設定シタル場合ニ於テ之ヲ漁業協同組合又 ハ漁 業協 同組 合連合会ニ譲渡セントスルトキハ

⑥前四項ノ規定ハ漁業調整、船舶ノ航行碇泊繋留、水底電線ノ敷設其ノ他公益上必要ア リト 認ムル場合ニ於ケル漁業権ノ取消ニ関シテハ之ヲ適用セス
第五条
漁業 権者 ハ抵 当権者ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
②抵当 権者ハ正当ノ事由ニ因ルニ非ザレバ前項ノ同意ヲ拒ムコトヲ得ズ
③第一 項ノ 譲渡 アリ タル トキ ハ抵当権ハ消滅ス

漁業財団ニ付テハ本法ニ規 定ス ルモ ノ及 罰則 ヲ除クノ外工場抵当法中工場財団ニ関スル規定ヲ準用ス但シ工場抵当法第十七条及第四十五条ノ規定

特別経理株式会社は、決定整備計画に定める資産の処分を行ふについては、工場抵当法第十三条第二項若しくは第 十四 条第 二項 の規定（鉱業

企業再建整備法（昭和二十一年法律第四十号）（抄）

船籍港ヲ以テ其ノ所在地ト看做ス

ノ準用ニ付テハ定置漁業権又ハ区画漁業権ハ其ノ漁場ニ最近キ沿岸 ノ属 スル 市町 村又ハ之ニ相当スル行政区画、漁業ノ用ニ供スル登記シタル船舶ハ其ノ

第六条

○
第二十八条

- 170 -

抵当法第三条及び漁業財団抵当法第六 条に おい て準 用す る場 合を含む。）、鉄道抵当法第四条若しくは第二十条の規定（明治四十二年法律第二十八号第

一条及び運河法第十三条において準用する明治四十二年法律第二十八号第一条において準用する場合を含む。）及び自動車交通事業法第四十四条の規定
にかかはらず、これを行ふことができる。
（略）

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（抄）

②～④

○

法律
（ 略）

事務

第一号法定受託事務（第二条関係）

（略）

この法律の規定 によ り都 道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

別表第一

漁業法（昭和二十四年法律第
一

第六十五条第一項、第二項 、第 七項及び第八項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとさ

二百六十七号）
れている事務

第六十七条第三項、第四項、第九項及び第十一項、第七十二条、第百三十四条第一項及び 第二 項、 同条 第四 項に お

いて準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並 びに 第百 三十 七条 の二 の

（ 略）

二

規定により都道府県が処理することとされている事務（第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条 第

一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同

条第 一項 若し くは第二項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処
（略）

第 四条 第一 項、 第二 項、 第七項及び第八項並びに第三十条の規定により都道府県が処理することとされている事務

分を要する漁 業に 関す るものに限る。）
水産資源保護法（昭和二十六
年法律第三百十三号）
一

（略）

第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から

この法律の規定により地方公共団体が処理す るこ とと されている事務のうち次に掲げるもの

（略）

イ

海岸法（昭和三十一年法律第
百一号）

第五項まで、第七項及び第八項、第十三条、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項

、 第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び

第 三項 、第 十九 条第 一項 、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、

同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、同条第四
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二

ロ

項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十 二条 第二項、同条第三項において準用する漁業法第

三十九条第七項から第十五項まで、第二十三条の三第一項、第二 項及 び第 四項 、第 二十 三条の五、第二十三条の

六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三

十五条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている 事務 （第 五条 第一

項から第五項まで、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五

項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二

十 三条 の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に
規定す る事 務に あつ ては 、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。）

第二 条第 一項 、第 二条 の三第四項（同条第七項において準用する場合を含む。）、第五条第二項から第五項ま

で、第十三条、第十四条の五第 一項 、第 十五 条、 第十 六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、

第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用 する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第

三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第 一項 から 第三 項まで、同条第四項において準用する

第十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項から第三項まで、 同条 第四 項に おいて準用する第十二条

の二第二項及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第 七項から第十五項

まで、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十 四条 第一 項及 び第

二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並び

に第三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務（第五条第二項から第五項まで、第十四条の

五 第一 項、 第十 五条 、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項にお

いて準用する第十二 条の 二第二項及び第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、

第三十条、第三十一条第一項、 第三 十五 条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する事務にあつては、海岸
保全施設に関する工事に係るものに限る 。）

他の法律及びこれに基づく政令の規定により、前号に規定する事務に関して都道府県又は市町村が処理することと

この法律（第三条第五項（同条第九項において準 用す る場 合を含む。）及び第六条を除く。）の規定により都道府県が

（略）

されている事務
（略）

（略）

処理することとされている事務

海洋生物資源の保存及び管理
に関する法律（平成八年法律
第七十七号）
（略）
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漁業法（昭和二十四年法律第

（略）
一

海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市 町村 が処 理することとされている事務

この法律の規定により市町村が処理することとされて いる 事務のうち、次に掲げるもの

（略）

事務

第二号法定受託事務（第二条関係）

二百六十七号）

海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務

（略）

金 融商 品取 引法 （昭和二十三年法律第二十五号）（抄）

（略）

二

法律

別表第二

○
（定義）
（略）

前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券（同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。）及び

第二条
２

同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券（同項第十六号に掲げる有

価証券の性質を有するものに限る。）及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券で あつ て内 閣府 令で 定めるものに表示されるべき権利（以

下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。）は、有価証券表示権利について当該権利を表示す る当 該有価証券が発行されていない場

合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権（電子記録債権法（平成十九年法律第百二号）第二条第一項 に規 定す る電子記録債権を

いう 。以 下こ の項において同じ。）のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが 必要 と認 めら れる

ものとして政 令で 定め るも の（第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。）は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権

利は、証券又は証書に表示される べき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
（略）

民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法（明治三十二年法律第四十八号）第五百三十五条に規定する

一～四
五

匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成十年法律第九十号）第三 条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事

業組合契約に関する法律（平成十七年法律第四十号）第三条第一項に規定する有限責任事業組 合契 約に 基づ く権利、社団法人の社員権その他の権利（

外国の法令に基づくものを除く。）のうち、当該権利を有する者（以下この号において「出資者」という。 ）が 出資 又は拠出をした金銭（これに類す

るものとして政令で定めるものを含む。）を充てて行う事業（以下この号において「出資対象事業」という。）から生ずる 収益 の配当又は当該出資対

象 事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの（前項各号に掲げる有価証券に表 示さ れる 権利 及び この
（略）

項 （こ の号 を除 く。 ）の 規定により有価証券とみなされる権利を除く。）
イ・ロ
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ハ

ニ

保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第一項に規定 する 保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三

十二号）第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第 四条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法（昭和二十三年法律第二百

号）第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に 規定 する 組合 と締 結し た共 済契約、水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号

）第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項 第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結

した共済契約、中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の二第七項 に規 定す る共 済事業を行う同法第三条に規定する組合と

締結した共済契約又は不動産特定共同事業法（平成六年法律第七十七号）第二条第三項に規定する不動産 特定 共同 事業契約（同条第九項に規定する

則

（ 略）

（略 ）

（ 略）

特例事業者と締結したものを除く。）に基づく権利（イ及びロに掲げる権利を除く。）
六・ 七
３～
附

公的年金制度の健全性及び 信頼 性の 確保 のた めの厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号）附則第三条第十一

水路業務法（昭和二十五年法律第百二号）（抄）

条において準用する場合を含む。）の規定は、適用しない。

九十九条において準用する場合を 含む 。） にお いて 準用 する場合を含む。）並びに株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）第二十九

二の五、保険業法第三百条の二、 農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、信託業法第二十四条の二（保険業法第九十九条第八項（同法第百

二、銀行法第 十三 条の 四（ 株式会社日本政策投資銀行法（平成十九年法律第八十五号）第十条第一項において準用する場合を含む。）及び第五十二条の

庫法 第八 十九 条の二、長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）第十七条の二、労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七 号） 第九 十四 条の

において準用する場合を含む。）、協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第六条の五の二 第六 条の 五の十一、信用金

二、農業協同組合法第十一条の五及び第十一条の二十七、水産業協同組合法第十一条の九（同法第九十二条第一項 、第 九十六条第一項及び第百条第一項

二項の規定による届出がされているものを除く。）については、当分の間、第三十四条の三第一 項（ 金融 機関 の信 託業務の兼営等に関する法律第二条の

法（昭和二十九年法律第百十五号）第百三十六条の三第四項に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制が整備され、かつ、同法第百七十六条第

号に規定する存続厚生年金基金（同法附則第五条第一項の規定によ りな おそ の効 力を 有す るものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険

第三条の二

○

（略）

（水路関係事項の通報）

都道府県知事は、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第十条若しくは第二十二条の規定に基づき、定置漁業若しく は国 土交 通大 臣の指定する

第十九条
２
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42

○

共同漁業につき免許をしたとき、又は 同法 第六 十五 条第 一項 若しくは第二項の規定に基づく都道府県規則により、国土交通大臣の指定する漁業の許可を

したときは、次の事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。同法第三十七条から第四十条までの規定に基づき漁業権を取り消し又は変更したと
（略）

きその他通報した事項を変更したときは、これらの事項についても 、ま た同 様と する 。
一・二

漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）（抄）
（漁 港漁 場整 備事 業の 意義 ）
（ 略）

漁港漁場整備事 業で 国が 施行するものは、前項第一号に掲げる事業にあつては第三種漁港又は第四種漁港に係るものに限り、同項第二号に掲げる事業

第四条
２
（略）

にあつては次に掲げる要件のいずれにも該当す る事 業で あつ て政令で定めるものに限るものとする。
一

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成八年法律第七 十七 号） 第二 条第 六項 に規定する第一種特定海洋生物資源又は同条第七項に規定する

（略）

産動植物であつて、保護のための措置が講じられているものを対象とするものであること。

第二種特定海洋生物資源のうち、これらの資源の数量その他の状況を勘案して、その保護及び 増殖 又は 養殖 のた めの 措置 を緊急に講ずる必要のある水

二

三
（略）

漁 船法 （昭 和二 十五 年法 律第百七十八号）（抄）

３・４

○
（建造、改造及び転用の許可）

船舶製造業者その他の者に注文して、動力漁 船（ 長さ十メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。）を建造し、又は船舶を動力漁船

に改造しようとする者は、その動力漁船が第一号又は第三号に該当する場合にあ つて は農 林水産大臣の許可を受け、その動力漁船が第二号又は第四号に

第四条

該当する場合にあつてはその主たる根拠地（改造の場合にあつては、その改造後の主たる根拠地 ）を 管轄する都道府県知事の許可を受けなければならな

法 （昭 和二 十六 年法 律第 三百十三号）第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要す

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第五十二条第一項に規定する指定漁業又は同法第六十五条第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護

い。動力漁船以外の船舶を改造しないで動力漁船として転用しようとする者についても、同様とする 。
一

る漁業に従事する動力漁船
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二

漁業法第六十五条第一項若しくは 第二 項若 しく は水 産資 源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則の規定又は漁業法第六十六条第一
（略）

項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に 従事 する 動力 漁船 （前 号に掲げるものを除く。）
三・四
（略）

漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法 の適 用の 特例 に関 する 法律（昭和二十五年法律第二百五

２～９

○
十三号）（抄）

この法律は 、水 産業 協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。）第十一条第一項第九号及び第十号（漁業協同組合の事

（この法律の趣旨）

海岸法（昭和三十一年法律第百一号）（抄）

海岸局を開設し運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会 に対 する法の適用の特例について定めるものとする。

業）又は第八十七条第一項第九号及び第十一号 （漁 業協 同組合連合会の事業）の規定により電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）に規定する漁業用

第一条

○
（漁業権の取消等及び損失補償）
（ 略）

（略）

２

漁 業法 （昭 和二 十四 年法 律第二百六十七号）第三十九条第七項から第十五項まで（公益上の必要による漁業権の変更、取消又は行使の停止）の規定は

第二十二条
３

、前項の規定による損失の補償に つい て準 用す る。 この 場合において、同条第十項、第十一項及び第十三項中「都道府県」とあるのは、「海岸管理者」
と読み替えるものとする。

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされ てい る事 務の うち 次に掲げるものは、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号

（事務の区分）
第四十条の四

三 条、 第十 四条 の五 第一 項、第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項におい

第二条第一項及び第二項、第二条の三、第三条第一項、第二項及び第四項、第四条第一項、第五条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第十

）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務（次項において単に「第一号法定受託事務」と いう 。） とす る。
一

て準用する第十二条の二第二項及び第三項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同
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条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二 十一条の三第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項

及び第三項、第二十二条第二項、同条第三項において準用する漁 業法 第三 十九 条第 七項 から第十五項まで、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項

、第二十三条の五、第二十三条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条第一項、第三十五

条第一項及び第三項並びに第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 （第 五条 第一 項か ら第五項まで、第十四条の五第一項、

第十五条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用す る第 十二 条の二第二項及び第三項、第

二十条第一項及び第二項、第二十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並び に第 三十八条に規定す
る 事務 にあつては、海岸保全施設に関する工事に係るものに限る。）

第二条第一項、第二条の三第四項（同条第七項において準用する場合を含む。）、第五条第二項から第五項まで、第十三 条、 第十 四条 の五 第一 項、

（略）

二

第十五条、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の二第二

項及び第三項、第十九条第一項 、第 三項 及び 第四 項、 第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第

十二条の二第二項及び第三項、第二十一条の三第一項 から 第三項まで、同条第四項において準用する第十二条の二第二項及び第三項、第二十二条第二

項、同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第 十五 項ま で、第二十三条の三第一項、第二項及び第四項、第二十三条の五、第二十三

条の六、第二十四条第一項及び第二項、第三十条、第三十一条第一項、第 三十 二条 第三 項、第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第

三十八条の規定により市町村が処理することとされている事務（第五条第二項から第五項まで 、第十四条の五第一項、第十五条、第十六条第一項、第

十八条第一項、第二項、第四項、第五項及び第七項、同条第八項において準用する第十二条の 二第 二項 及び 第三 項、 第二 十条第一項及び第二項、第二

十三条の五、第二十三条の六、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項及び第三項並びに第三十八条に規定する 事務にあつては、海岸保全施
２

租 税特 別措 置法 （昭 和三 十二年法律第二十六号）（抄）

設に関する工事に係るものに限る。）

○

（収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例）

個人の有する資産（所得税法第二条第一 項第 十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次

条第二項及び第三十三条の四において同じ。）で次の各号に規定するものが当該 各号 に掲 げる場合に該当することとなつた場合（次条第一項の規定に該

第三十三条

当する場合を除く。）において、その者が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額（当 該資 産の譲渡（消滅及び価値の減少を含む。以下この款

において同じ。）に要した費用がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうちから支出し たも のと して 政令 で定める金額を控除した金額。以

下この条において同じ。）の全部又は一部に相当する金額をもつて当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅（以下第三十

三条の四までにおいて「収用等」という。）のあつた日の属する年の十二月三十一日までに当該収用等により譲渡した資産と 同種 の資 産そ の他 のこ れに

代わ るべ き資 産と して 政令で定めるもの（以下この款において「代替資産」という。）の取得（所有権移転外リース取引による取得を除き、製作及 び建
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設を含む。以下この款において同じ。 ）を した とき は、 その者については、その選択により、当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額が

当該代替資産に係る取得に要した金額（以下第三十七条の九までにおいて「取得価額」という。）以下である場合にあつては、当該譲渡した資産（第三

号の清算金を同号の土地等とともに取得した場合には、当該譲 渡し た資 産の うち 当該 清算金の額に対応するものとして政令で定める部分。以下この項に

おいて同じ。）の譲渡がなかつたものとし、当該補償金、対価又は清算金の額が当該 取得 価額を超える場合にあつては、当該譲渡した資産のうちその超

える金額に相当するものとして政令で定める部分について譲渡があつたものとして、第三十一条 （第 三十 一条の二又は第三十一条の三の規定により適用

される場合を含む。第三十三条の四第一項第一号、第三十四条第一項第一号、第三十四条の二第一項第一 号、 第三 十四 条の三第一項第一号、第三十五条

第一項第一号及び第三十五条の二第一項を除き、以下第三十七条の九までにおいて同じ。）若しくは前条又は同法第三十二条 若しくは第三十三条の規定
を適用することができる。
（略 ）

一項その他政令で定めるその他の法令の規定に基づき 行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅（価値の減少を含む。）により、又はこれらの規定に

前各号に掲げる場合の ほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第三十九条第

一～ 七
八

（略）

基づき行う買収の処分により補償金又は対価を取得する場合
２～７

青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものが、各事業年度（ 解散 の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。）におい

（保険会社等の異常危険準備金）
第五十七条の五

て、当該各号に定める法律の規定による責任準備金（第十二項において「責任準備金」という。）の積立てに当た り、 保険（次条第一項に規定する原子

力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限る。以下この条にお いて 同じ 。）又はこれに類

する 政令 で定 める共済に係る異常災害損失の補塡に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、当該保険又は共済の 当該 事業 年度 にお

ける正味収入 保険 料又 は正 味収入共済掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下の金額を損金経理の方法により異常危険準備金とし

て積み立てたとき（当該事業年度 の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたとき

水産業協同組合法（昭和二十 三年 法律 第二 百四 十二号）第百条の八第一項において準用する同法第十五条の十

を含む。）は、当該積み立てた金 額は 、当 該事 業年 度の 所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
（略）
（略）

共済水産業協同組合連合会

一～五
六
七～九
（略）

第一項及び第二項に規定する正味収入共済掛金とは、各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金（火災等共済組合のうち

２・３
４

通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共済掛金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分の金

額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した 金額 とす る。 ）及 び解 約返

戻金 の合 計額 から 当該 事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額（第一 項第
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四号の農業協同組合連合会又は同項第 六号 の共 済水 産業 協同組合連合会が行う共済のうち政令で定めるものについては、同項第四号の事業を行う農業協

同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同
（略）

組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして 政令 で定 める とこ ろに より計算した金額）をいう。
５～

法人（清算中の法人を除く。以下この条、次条、第 六十 五条 第三 項及び第五項並びに第六十五条の二において同じ。）の有する資産（棚卸資

（収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例）
第六十四条

産を除く。以下この条、次条、第六十五条第三項及び第六十五条の二において同じ。）で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当するこ

ととなつた場合（第六十五条第一 項の 規定に該当する場合を除く。）において、当該法人が当該各号に規定する補償金、対価又は清算金の額（当該資産

の譲 渡（ 消滅 及び 価値の減少を含む。以下この款において同じ。）に要した経費がある場合には、当該補償金、対価又は清算金の額のうち から 支出 した

ものとして政令で定める金額を控除した金額。以下この条及び次条において同じ。）の全部又は一部に相当する金額を もつて当該各号に規定する収用、

買取り、換地処分、権利変換、買収又は消滅（以下この款において「収用等」という。）のあつた日を含む事業年度において当該収用等により譲渡した

資産と同種の資産その他のこれに代わるべき資産として政令で定め るも の（以下第六十五条までにおいて「代替資産」という。）の取得（所有権移転外

リース取引による取得を除き、製 作及 び建 設を 含む 。以下第六十五条までにおいて同じ。）をし、当該代替資産につき、その取得価額（その額が当該補

償金 、対 価又 は清 算金 の額 （既に代替資産の取得に充てられた額があるときは、その額を控除した額）を超える場合には、その超える金額を控除した金

額。次条第九項において同じ。）に、補償金、対価若しくは清算金の額から当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除し た残 額の当該補償金、対価

若しくは清算金の額に対する割合（次条において「差益割合」という。）を乗じて計算した金額 （以 下こ の項 及び第八項において「圧縮限度額」という。

）の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿 価額 を減 額す るこ とに 代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決

算において積立金として積み立てる方法（ 当該 事業 年度 の決 算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。）により経理

したときは、その減額 し、 又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
（略）

前各号に掲げる場合のほか、国又は地方公共団体が、建築基準法第十一条第一項若しくは漁 業法 第三 十九 条第 一項 その他政令で定めるその他の法令

一～七
八

の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り若しくは消滅（価値の減少を含む。）により、又 はこ れら の規定に基づき行う買収の処分により補償金又
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17

２～

は対価を取得する場合
（ 略）

連 結親 法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の各号（連結子法人にあつては、第一号又は第一号

（保険会社等の異 常危 険準 備金）
第六十八条 の五 十五

の二）に掲げるものが、各連結事業年 度に おい て、 当該 各号に定める法律の規定による責任準備金（第十三項において「責任準備金」という。）の積立

てに当たり、保険（次条第一項に規定する原子力保険及び地震保険を除くものとし、異常災害損失の発生が見込まれるものとして政令で定めるものに限

る。以下この条において同じ。）又はこれに類する政令で定め る共 済に 係る 異常 災害 損失の補塡に充てるため、政令で定める保険の種類又は共済の種類

ごとに、当該保険又は共済の当該連結事業年度における正味収入保険料又は正味収入 共済 掛金を基礎として政令で定めるところにより計算した金額以下

の金額を損金経理の方法により異常危険準備金として積み立てたとき（当該連結親法人又はその 連結 子法 人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日ま

でに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む 。） は、 当該 積み立てた金額は、当該連結事業
（略）
水産業協同組合法第百条の八第一項において準用する同法第十五条の十

年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

（略）

共済 水産 業協 同組 合連 合会

一～四
五
六～八
（略）

第一項及び第二項に規定する正 味収 入共済掛金とは、各連結事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金（火災等共済組合の

２・３
４

うち通常の掛金率に特別の安全率を加算した率を基礎として共 済掛 金を算出しているものについては、その共済掛金のうち通常の掛金率に対応する部分

の金額に限るものとし、当該確定した共済掛金のうちに払い戻した 、又 は払 い戻 すべ きも のがある場合には、その金額を控除した金額とする。）及び解

約返戻金の合計額から当該連結事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額（

第一項第三号の農業協同組合連合会又は同項第五号の共済水産業協同組合連合会が行う共済のう ち政 令で 定め るも のについては、同項第三号の事業を行

う農業協同組合又は水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合若しくは同法第九十三条 第一 項第六号の二の事業を行う水産加

漁業災害補償法（昭和三十九年法律第百五十八号）（抄）

（略）

工業協同組合が締結した共済契約の共済掛金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額）をいう。
５～

○
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12
18

登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）（抄）

（略）

第三号の第三種区画漁業及び共同漁業権に基づく同条第五項第一号の第一種共同漁業であつて 、政 令で 定め るも の

漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第六条第四項第一 号の 第一 種区 画漁 業（そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る。）、同項

漁獲共済は、次に掲げる 漁業 につ き行 うも のと し、その対象とする漁業の種類により区分する。

（漁獲共済の対象とする漁業及び区分 ）

二

一

第百四条

○

課

認定件数

税

標
（略）
（略）

（略）

（ 略）

（略）

準

税

（略）

率

一件につき十五万円

（略）

一件につき九万円

（略）

一件につき九万円

（略）

（略）

課税 範囲 、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第 二十 三条

、第二十四条、第三 十四 条― 第三 十四 条の 五関係）

別表第 一

（略）

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、 指定 又は 技能証明の事項
一～九十二

許可件数

農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る 認可 又は 農林 中央 金庫 等の代理業の許可
（略）

水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第百二十一条の二第一項（許可）

（略）

登録件数

農林中央金庫電子決済等代行業者等の登録又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会等の認定

（略）

九十 三の 二
・

（略）

水産業協同組合法第百二十一条の五の六（認定特定信用事業電子決済等代行事業 者協 会の

九十四～百六十

認定）の認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定

・

者の登録

水産業協同組合法第百二十一条の 五の 二第 一項 （登 録）の特定信用事業電子決済等代行業

（二）

（五）
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九十三
～

（三）

の特定信用事業代理業の許可

（四）
（一）
（三）
（一）
（六）
（四）

○

外国人漁業の規制に関する法律（昭和四十二年法律第六十号）（抄）
（立入検査）

２
（略）

前項の場合には、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第七十四条 第三 項の 規定 は、適用しない。

（略）

３

漁業協同組合合併促進法（昭和四十二年法律第七十八号）（抄）

第六条の二

○

全国の区域を地区とす る漁 業協同組合連合会であつて、水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第八十七条第一項第十号に規

（基本構想）
第一条の二

定する会員の指導の事業を行うもの（以下「全国連合会」とい う。 ）は、当該全国連合会を直接又は間接に構成する漁業協同組合（同法第十八条第二項

の内水面組合を除く。以下「組合」という。）の合併の促進に関す る基 本的 な構 想（ 以下 「基本構想」という。）を作成し、これを農林水産大臣に届け
（略）

出ることができる。
２・３
（基本計画）

都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会（全国連合会の会員であるものに限る。）であつ て、水産業協同組合法第八

十七条第一項 第十 号に 規定 する会員の指導の事業を行うもの（以下「都道府県連合会」という。）は、基本構想に基づき、当該都道府県連合会を直接又

第一条の三

は間接に構成する組合の合併の促 進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を作成し、これを都道府県知事に届け出ることができる。
（略）

住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）（抄）

２・３

○

（国の機関等への本人確認情報の提供）

機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の 処理 に関 し求 めが あつ たときは、政令で定めるところに

より、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないも の（ 以下 「機 構保 存本 人確

第三十条の九

認情 報」 とい う。 ）の うち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又 は法
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（ 略）

事務

人が番号利用法第九条第一項の規定に より 個人 番号 を利 用することができる場合に限り、提供するものとする。

金融庁若しくは財務省又は農林水

（略）

提供を受ける国の機関又は法人

産省

一の八

くは同法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の三十九第一項の届出又 は水 産業

協同組 合法 第百 二十 一条 の五 の二第一項の登録若しくは同法第百二十一条の五の九第一項において準用
（略）

する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの

海洋水産資源開発促進法（昭和四十 六年 法律 第六 十号 ）（抄）

（略）

水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）による同法第 百二 十一 条の 二第 一項の許可若し

別表第一（第三十条の九、第三十条の二十三、第三十条の 二十八、第三十条の三十関係）

○

認定資源管理協定に参加している漁業協同組合が認定資源管理協定の内容を 遵守 させるために、総会（総会の部会及び総代会を含む。）で次の

（水産業協同組合法の特例）

一

第十三条第二項第二号に掲げ る事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則（漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）

（略）

特定組合員であつて当該漁 業権 又は 入漁 権の 内容 たる 漁業を営む権利を有するもの

認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会が認定資源管理協定の内容を遵守させるために、総会（総代会 を含む。）で次の各号に掲げる事

ての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。

前項前段の電磁的方法（水産業協同組合法第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。）により得られた第一項各号に掲げる事項につい

とができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす 。

議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて 、前 項各 号に掲げる事項についての同意を当該電磁的方法により得るこ

前項の場合において、水産業協同組合法第二十一 条第 三項の規定により電磁的方法（同法第十一条の二第四項に規定する電磁的方法をいう。）により

第四項第二号において同じ。）

第八条第一項の漁業権行使規則又は入漁権行使規則をいう。 ）の変更（同項に規定する漁業を営む権利を有する者の資格に関する事項の変更を除く。

二

て同 じ。 ）又 は第五十一条の二第六項の規定にかかわらず、同法第五十条又は第五十一条の二第六項の規定による議決によることを要 しな いも のと する 。

いるときは、水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第五十条（同法第五十二条第六項において準用する場合 を含 む。 以下この項におい

各号に掲げる事項の議決を行おうとする場合において、当該各号に掲げる者の三分の二以上の書面による同意を農 林水 産省令で定めるところにより得て

第十六条

２

３
４

項の 議決 を行 おう とす る場合において、当該各号に掲げる者のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業協同組合 法第
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５

九十二条第三項において準用する同法 第五 十条 （同 法第 九十二条第三項において準用する同法第五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この
（略）

項において同じ。）の規定にかかわらず、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十条の規定による議決によることを要しないものとする。
一・二
（略）

（略）

（漁業法等による措置）

都道府県知事は、第一項に規定 する 申出に基づき漁業法第三十四条第四項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整委員会の申

規定による水産動植物の採捕の制 限等 の措 置そ の他の適切な措置を講ずるものとする。

項、第六十五条第一項若し くは第二項若しくは第六十六条第一項又は水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）第四条第一項若しくは第二項の

める とき は、 その 申出 の内 容を勘案して、漁業法第三十四条第一項（同法第六十三条において読み替えて準用する場合を含む。）、第三項若しくは第四

農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると認

第十七条
２

３

請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。こ の場 合においては、同条第二項及び同法第三十七条第四項の規定を準用する。

この章の規定中「行政庁」とあるのは、資源管理協定の対象となる海域が一 の都 道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象とな

（行政庁）

沖縄の復帰に伴う特別措置に関 する 法律 （昭 和四 十六年法律第百二十九号）（抄）

（ 略）

知事 、そ の他 の場合については農林水産大臣とする。

二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業が含まれない場合については当 該海 域を 管轄する都道府県

る漁業の種類に漁業法第五十二条第一項に規定する指定漁業又は同法第六十五条第一項若しくは第二項若しくは水 産資 源保護法第四条第一項若しくは第

第十八条

２

○

（海区漁業調整委員会の委員の選挙権等に関する経過措置）

次に掲げる者は、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号 ）第 八十 七条 第一 項の規定の適用については、同項第二号に掲げる者とみなす。

選挙 に関 する 沖縄 法令の規定の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

沖縄法令の規定の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除 く。 ）

し 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

沖縄法令の規定（第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の 規定 を含 む。 以下 この条において同じ。）の罪を犯

第百十八条
一
二
三
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○

一

農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五 十三号）（抄）
（略）

農水産業協同組合の解散の決議又は議決（以下「決議等」という。）に係る認可、破産手続開始の決定、解散の命令又は 農業 協同 組合 法第 六十 四条

（略）

前項の保険関係においては、貯金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事 故とする。

第四十九条
２
二

第五項から第七項（第一号を除く。）まで、水産業協同組合法第六十八条第四項（同法第九十六条第五項において準用する場合を含む。）、同法第九

十一条第一項第六号若しくは同 条第 四項 第二 号若 しく は第三号（これらの規定を同法第百条第五項において準用する場合を含む。）に規定する解散の
事由の発生（以下「第二種保険事故」という。）
（保険事故の通知）
（略）

（略）

第五十七条

主務大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知 しな ければならない。
その監督に係る農水産業協同組合につき、解散の決議等に係る認可をし、又は解散の命令をしたとき。

２
一

（略）

（略）

条第五項において準用する場合を含む。）に規定する処分を したとき。

その監督に係る農水産業協同 組合連合会につき、農業協同組合法第六十四条第七項第二号又は水産業協同組合法第九十一条第四項第二号（同法第百

とき。

条第五項において準 用す る場合を含む。）若しくは第九十一条第五項（同法第百条第五項において準用する場合を含む。）の規定による届出を受けた

その監督に係る農水産業協同組合から農業協同組合法第六十四条第五項後段若しくは第八項又は水産業協同組合法第六十 八条 第五 項（同法第九十六

四

三

二

３

４
（略）

協 同組 合が 行う 取決 めで あつて、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合が当該目的のため農水産業協同組合連合会等に預け入れた貯金

農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業

前項の農水産業協同組合に係る相互援助取決めとは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。

第六十二条
２
一

その他の資金を原資として、農水産業協同組合連合会等が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同
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３

組合である農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同 組合 に対し資金の貸付けその他の援助（農水産業協同組合連合会等がその子会社（農業協

同組合法第十一条の二第二項、水産業協同組合法第九十二条第一 項若 しく は第 百条 第一 項において準用する同法第十一条の六第二項又は農林中央金庫

法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。）又は協定債権回収会社（第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社をいう。次号において同じ。
（略）

）に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。）を行うことを定めるもの
二・三
（略）
（管理人等となることができる法人）
（略）

水産業協同組合 法第 八十 七条第一項第十号の事業を行う漁業協同組合連合会は、同項及び同条第八項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代

（ 略）

第八十六条
２

（略）

理となり、その業務を行うことができる。

３
４

管理人は、被管理農水産業協同組合の理事、監事（被管理農水産業協同組 合が 農業協同組合法第三十七条の二第三項に規定する会計監査人設

（管理人の調査等）

（ 略）

の帳簿、書類 その 他の 物件 を検査することができる。

該被 管理 農水 産業協同組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。）につき報告を求め、又は被管理 農水 産業 協同 組合

事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況（これらの者であつた 者に つい ては、その者が当

置組合（以下「会計監査人設置組合」という。）又は農林中央金庫である場合にあつては、監事並びに会計監査人 及び その職務を行うべき社員）及び参

第八十九条

２

（総会等の特別決議等に関する特例）

被管理農水産業協同組合における農業協 同組 合法第四十六条（同法第四十八条第七項及び再編強化法第九条第四項（再編強化法第二十五条第

前項の規定により仮にした決議等（以下この条において「仮決議等」という。）があつた場合においては、各組合員等に対 し、 当該 仮決 議等の趣旨を

いて「組合員等」という。）の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

五十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による決議等は、これらの規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代（次項にお

第四項（再編強化法第二十五条第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む 。） 及び 農林 中央 金庫法第四十九条第一項（同法第

第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。）、第九十二条第三項、第九 十六 条第三項及び第百条第三項並びに再編強化法第九条

二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、水産業 協同 組合 法第五十条（同法第五十二条第六項（同法第九十二条第三項、

第九十三条

２
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３

前項の総会又は総代会において 第一 項に 規定 する 多数 をもつて仮決議等を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議等をした事項に係る

通知し、当該仮決議等の日から一月以 内に 再度 の総 会又 は総代会を招集しなければならない。
決議等があつたものとみなす。
（総会の特別決議等に代わる許可）
（略）

管理人は、農業協同組合法第三十四条第七項から第九項まで、同法第三十七条の三第一項にお いて 準用 する 会社 法第 三百三十九条及び農業協同組合法

第九十四条
２

第三十八条、水産業協同組合法第三十八条第七項から第九項まで（これらの規定を同法第九十二条第三項において準用する場 合を 含む 。） 及び 第四 十二

条（ 同法 第九 十二 条第 三項 、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。）並びに農林中央金庫法第三十八条及び第三十八条の二

前項の規定によ り被 管理 農水産業協同組合の理事又は監事を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた理事又は監事の員数を

第一項の規定にかかわらず 、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任することができる。

（略）

３

欠くこととなるときは、管理人は、農業協同組 合法 第三 十条第四項及び第十項、第三十条の二第六項並びに同法第三十七条の三第一項において準用する

会社法第三百二十九条第一項、水産業協同組合法第三十四条第 四項 及び第九項（これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第

第 一項から第三項までに規定する許可（以下この条及び次条において「代替許可」という。）があつたときは、当該代替許 可に 係る 事項 につ いて 総会

適格性の認定等を受けた農水産業協同組合が行う信 用事 業譲 渡等並びにその実施に必要な定款及び規程の変更について決議等をするための当

該農水産業協同組合の総会は、総組合員又は総会員の同意があるときは、農業協同組合法第四十 三条 の六、水産業協同組合法第四十七条の六（同法第九

十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。）、再編強化法第 二十 五条 第二 項及 び第二十六条第四項において準用

前項の規定は、同項に規定する事項について決議等をするための総代会について準用する。この場合において、同項 中「総組合員又は総会員」とある

する再編強化法第十条並びに農林中央金庫法第四十六条の三の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。

のは 「総 代の 全員 」と 、「農業協同組合法第四十三条の六、水産業協同組合法第四十七条の六（同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百 条第
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三項において準用する場合を含む。）並びに第三十四条の二第四項 （同 法第 九十 二条 第三 項において準用する場合を含む。）並びに農林中央金庫法第二

十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十四条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の

理事又は監事を選任することができる。この場合には、農業協同組合法第三十条第十一項から第 十四 項ま で、 水産 業協同組合法第三十四条第十項及び第

十一項（これらの規定を同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む 。） 並びに農林中央金庫法第二十四条
４

第三項の規定は、適用しない。
５
（略）

又は総代会の決議等があつたもの とみなす。
６～

２

第百十三条

（農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例）

11

三項において準用する場合を含む。） 」と ある のは 「農 業協同組合法第四十八条第七項において準用する同法第四十三条の六、水産業協同組合法第五十

二条第六項（同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。）において準用する同法第四十七条の六」と読
み替えるものとする。
（報告又は資料の提出）
（略）

主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認める とき は、 その 必要 の限 度において、農水産業協同組合の

第百十六条

（略）

２

子会社（当該農水産業協同組合が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に 、漁 業協 同組 合、 漁業 協同

組合 連合 会、 水産 加工 業協 同組合又は水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の六第二項（同法第九十二条第一項、第九十

六条第一項及び第百条第一 項において準用する場合を含む。）に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第四項に、それぞれ規定する

子会社（子会社とみなされる会社 を含 む。 ）を いう。次項及び次条において同じ。）又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対し、当該農水
３

沿岸漁場整備開発法（昭和四十九年法律第四十九号）（抄）

産業協同組合の業務又は財産の状況に関し参考 とな るべ き報告又は資料の提出を求めることができる。

○
（基本計画）

都道府県は、その区域に属する水面（漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第八条第三項に規定する内水面 を除く。以下同じ。）にお

ける沿岸漁場 の生 産力 の増 進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水

第七条の二

（略）

産動物の育成に関する基本計画（ 以下「基本計画」という。）を定めることができる。
２～７

漁業協同組合は、前条第二項の規定により育成水面の区 域及 び育 成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法（昭和二十三年法律

（組合員等の同意）

議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該育成水面の区域及び育成水面利用規則 につ いて の同 意を 当該 電磁

前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法（同法第十 一条 の二 第四 項に 規定 する電磁的方法をいう。）により

ればならない。

第二百四十二号）の規定による総会の議決前に、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業 を営 む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なけ

第九条

２

的方 法に より 得る こと ができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
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３

４
５

前項前段の電磁的方法（水産業協同組合法第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。）により得られた当該育成水面の区域及び育成水

面利用規則についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみ
なす。

漁業協同組合連合会は、前条第二項の規定により育成水面の 区域 及び 育成 水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法の規定による総会
の議決前に、地元組合のすべての同意を得なければならない。
（略）

都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなけ れば なら ない 。

（特定水産動物育成事業の認可の基準）
第十一条
（略）

その申請に係る育成水面の区 域の 全部 又は 一部が既に定められた育成水面の区域又は水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）第十四条に

一～四
五

規定する保護水面の区域で当該特定水産動物に係るものの全 部又 は一 部と 重複しないものであること。
（漁場利用協定の締結に係る勧告）

漁業協同組合等が次に掲げる団体に対し、又はその 団体 が漁 業協 同組 合等 に対し、漁場（漁業法第八条第三項に規定する内水面に属するもの

を除く。以下同じ。）の安定的な利用関係の確保に必要な事項で当該協定に掲げられたものの遵 守に つき それ ぞれ の団体（漁業協同組合等を含む。）の

第二十四条

構成員を指導すべきことを内容とする協定（以下「漁場利用協定」という。）の締結のため交渉をしたい旨の申出 を案 を示してした場合において、当該

申出の相手方が交渉に応じないときは、当該申出をしたものは、当該漁場利用協定に係る漁場の属する水面を管轄する都道府 県知 事（ 以下単に「都道府

県知 事」 とい う。）に対し、当該申出の相手方が当該交渉に応ずべき旨の勧告をするよう申請することができる。締結した漁場利用協 定の 一方 の当 事者
が他方の当事 者に 対し 案を 示してその変更のため交渉をしたい旨の申出をしたときも、同様とする。
（略）

（略）

２

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和五十 一年 法律 第四十三号）（抄）

一・二

○

（漁業権の移転の特例）

第四条第一項の認定を受けた個人である漁業者であつて漁業法（昭和二十四年法律第二百 六十 七号 ）第 六条 第二 項に規定する定置漁業権又は区画

漁業権を有する者が、当該認定に係る改善計画に従いその経営組織を変更してその者又はその者の営む当該漁業権の内容たる 漁業 に従 事す る者 を主 たる

第十条

組合 員、 社員 又は 株主 とする法人を設立し、当該漁業権を、その内容たる漁業を営むために当該法人に譲渡する場合において、当該漁業権の免許を した
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２

○

（略）

都道府県知事の認可を受けたときは、 同法 第二 十六 条第 一項 本文の規定は、適用しない。

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくは

銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）（抄）
（登録の拒否）

第五十二条の六十一の五

（略）
（略）

水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第百二 十一 条の 五の 九第 一項（特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用）
（略）

において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百二十一条 の五 の二 第一 項（ 登録）の登録の取消し

⑴

水産 業協 同組合法第百二十一条の五の八第四項（電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業）の規定による同法第 百二 十一 条の

（略）

（略）

⑶～⑻

（略）

五の二第二項に規定する特 定信 用事 業電 子決済等代行業の廃止の命令

⑵

次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者

⑷～⑼

⑶

⑴・⑵

次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過し ない 者

イ・ロ

次のいずれかに該当す る者

その 添付 書類 のう ちに 重要 な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
ハ

二

ホ
（略）

（略）

二・三
２

電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）（抄）

認定電気通信事業者は、公共の用に供する水面（以下「水面」という。）に認定電気通信事業の用に供する 水底線路（以下「水底線路」とい

○
第百四十条

う。 ）を 敷設 しよ うと するときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事（漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第百三十 六条
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の規定により農林水産大臣が自ら都道 府県 知事 の権 限を 行う 漁場たる水面については、農林水産大臣を含む。次項において同じ。）に届け出なければな
らない。
（略）

（略）

一～三
２

漁業法第十一条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する 。こ の場 合に おいて、同条第六項中「都道府県知事」とあるのは、「電気通
（略）

信事業法第百四十条第一項の規定による届出を受けた関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

３
４

（略 ）

（水 底線 路の 保護 ）
（略）

第百四 十一 条

（略）

項中「都道府県知事」とあるのは、「電気通信事業法第百四十一条第五項の規定による申請を受 けた 都道 府県 知事 」と読み替えるものとする。

漁業法第十一条第六項の規定は、前項の規定による漁業権の 取消 し若 しく は変 更又 はその行使の停止について準用する。この場合において、同条第六

を取り消し、変更し、又はその行使の停止を命ずることができる。

認定電気通信事業者の申請があつた場合において、水底線路を保護 する必要があると認めるときは、第一項の保護区域内の水面に設定されている漁業権

都道府県知事（漁業法第百三十 六条 の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合は、農林水産大臣。第七項において同じ。）は、

２～４
５

６
７・８
（略）

遊漁船業の適性化に関する法律（昭和六十三年法 律第 九十九号）（抄）

「都道府県」とあるのは、「認定 電気通信事業者」と読み替えるものとする。

漁 業法第三十九条第七項から第十二項までの規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、 同条 第十 項及 び第 十一 項中

第百四十二条
２

○

都道府県知事は、遊漁船業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な

（登録の拒否）
第六条
（略）

事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

この 法律 、船 舶安 全法（昭和八年法律第十一号）、船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和二十六年法律第百四十九号）、漁業法（昭和二十四年 法律

一～四
五
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第二百六十七号）若しくは水産資源保護法（昭和二十六年法律第 三百十三号）又はこれらの法律に基づく命令（漁業法第六十五条第二項又は水産資源

保護法第四条第二項の規定に基づく規則を含む。）の規定に違反 し、 罰金 の刑 に処 せら れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日
から二年を経過しない者
（略）

（略）

２

協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号）（抄）

六～九

○

（略）

（優先出資の発行等につい ての会社法の準用）

会社法第二百十二条第一項（第 二号 を除く。以下この項において同じ。）（不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任）の規定は募集優先出資

第十四条
２

の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込 金額 で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第二百十三条の二（第一項第二号を

除く。）（出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任）及び第 二百 十三 条の 三（ 出資 の履行を仮装した場合の取締役等の責任）の規定は募集優先出

資の引受人が第十二条第一項の規定による払込みを仮装した場合について、同法第七編第二章第二節（第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第

八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項 まで 、第 八百 五十 一条並びに第八百五十三条第一項第二

号及び第三号を除く。）（株式会社における責任追及等の訴え）の規定はこの項において準用する同法第二百十二 条第 一項又は第二百十三条の二第一項

第一号の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定（同法第八百四十七条 の四 第二 項及び第八百四十

九条 第一 項の 規定を除く。）中「株主等」とあるのは「普通出資者又は優先出資者」と、これらの規定（同法第八百四十八条及び第八 百四 十九 条第 三項

の規定を除く 。） 中「 株式 会社等」とあるのは「協同組織金融機関」と、同法第二百十三条の二第二項中「総株主」とあるのは「総普通出資者及び総優

先出資者」と、同法第二百十三条 の三第一項中「取締役（指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。）」とあるのは「理事又は経営管理委員」

と、同法第八百四十七条第一項（ 株主 によ る責 任追 及等 の訴え）中「株式を有する株主（第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使するこ

とができない単元未満株主を除く。）」とあるのは「普通出資者又は優先出資者である者」と、同項ただし書中「株主」とあるのは「普通出資者若しく

は優先出資者」と、同条第三項及び第五項中「株主」とあるの は「 普通 出資 者又 は優先出資者」と、同条第四項中「株主又は同項の発起人等」とあるの

は「普通出資者若しくは優先出資者又は理事若しくは経営管理委員」と、同法第 八百 四十 七条の四第二項（責任追及等の訴えに係る訴訟費用等）中「株

主等（株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。）」と ある のは「普通出資者又は優先出資者」と、「当該株主

等」とあるのは「当該普通出資者又は優先出資者」と、同法第八百四十八条（訴えの管轄）中「株式 会社 又は 株式 交換 等完全子会社（以下この節におい

て「株式会社等」という。）」とあるのは「協同組織金融機関」と、同法第八百四十九条第一項（訴訟参加）中「株主等」とあるのは「普通出資者若し

くは優先出資者」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株 式交 換等 完全 親会 社の 株式

交換 等完 全子 会社 又は 当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役（監査等委員及び監査委員を除く。）、執行役及び清算人」と ある
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のは「協同組織金融機関が、理事及び 経営 管理 委員 」と 、同条第五項中「株主」とあるのは「普通出資者若しくは優先出資者」と、同法第八百五十条第

四項（和解）中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四

百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含 む。 ）、 第四 百六 十二 条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分につ

いて負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二 項」 とあるのは「農林中央金庫法第三十四条第三項、中小企業等協

同組合法第三十八条の二第四項、信用金庫法第三十九条第三項、労働金庫法第四十二条第三項、 農業 協同 組合法第三十五条の六第三項及び水産業協同組

合法第三十九条の六第三項（同法第八十六条第二項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用す る場 合を 含む 。）」と、同法第八百五十三条第

（略）

一項第一号（再審の訴え）中「株主」とあるのは「普通出資者若しくは優先出資者」と読み替えるものとするほか、必要な技 術的読替えは、政令で定め
る。
３・４

（略）

（優先出資者総会等についての会 社法 の準 用）
第四十条
（略）

会社法第八百三十条（株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え）、第八百三十一条（株主総会等の決議の取消しの訴え）、第八百三十四条（

２・３
４

第十六号及び第十七号に係る部分に限る。）（被告）、第八百三十五条第一項（訴えの管轄）、第八百三十六条第一項及び第三項（担保提供命令）、第

八百三十七条（弁論等の必要的併合）、第八百三十八条（認容判決の効力が及ぶ者の範囲）並び に第 八百 四十 六条 （原告が敗訴した場合の損害賠償責任

）の規定は、優先出資者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合に おい て、同法第八百三十一条第一項中

「株主等（当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又 は設 立時 監査役）」とある

のは 「普 通出 資者、優先出資者、理事、経営管理委員、監事又は清算人」と、「株主（当該決議が創立総会の決議である場合にあって は、 設立 時株 主）

又は取締役（ 監査 等委 員会 設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。）、監査役若しくは清算人

（当該決議が株主総会又は種類株 主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項（第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。）の

規定により取締役、監査役又は清 算人 とし ての 権利 義務 を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取

締役（設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役）

又は設立時監査役を含む。）」とあるのは「理事、経営管理委 員、 監事 又は 清算 人（農林中央金庫法第三十九条第一項（同法第九十五条において準用す

る場合を含む。）、中小企業等協同組合法第三十六条の二（同法第六十九条にお いて 準用 する場合を含む。）、信用金庫法第三十五条の三（同法第六十

四条において準用する場合を含む。）、労働金庫法第三十七条（同法第六十八条において準用す る場 合を含む。）、農業協同組合法第三十九条第一項（

同法第七十二条の三において準用する場合を含む。）又は水産業協同組合法第四十二条の二（同法第 九十 二条 第三 項、 第九十六条第三項及び第百条第三

項において準用する場合を含む。）の規定により理事、経営管理委員、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。）」と読み替えるものとす
るほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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（略）

（協同組織金融機関の資本金の額等）

前項の規定にかかわらず、優先出資を発行している協 同組織金融機関の次の各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律による資本金の額を

第四十三条
２
もって、当該協同組織金融機関の当該各号に定めるものとする。
（略）

合 を含 む。）、第十五条の三第一号（共済事業に係る経営の健全性の基準）（同法第九十六条第一項において準用する場合を含む。 ）、 第五 十五 条第

水産業協同組合法第十一条の三第一項（出資の総額の最低限度）（同法第九十二条第一項、第九十六 条第 一項 及び 第百条第一項において準用する場

一～五
六

（ 略）

出資の総額及び出資総額

二項（ 準備 金及 び繰 越金 ）（同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。）及び第五十六条第一項第一
３

排他的経済水域における漁業等に関 する 主権 的権 利の 行使等に関する法律（平成八年法律第七十六号）（抄）

号（剰余金の配当）（同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。）

○
（略）

（ 略）

のは「農林水 産大 臣」 と、 「漁業監督官又は漁業監督吏員」とあるのは「漁業監督官」とする。

排他的経済水域における外国人の漁業等に関する漁業法第七十四条の規定の適用については、同条第一項中「農林水産大臣 又は都道府県知事」とある

づく命令を含む。）の規定は、適用しない。

わらず、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）（第七十四条第一項、第二項、第四項及び第五項を除く。） その 他政令で定める法律（これらに基

排他的経済水域における外国人の漁業等に関しては、排他的経済水域及び大陸棚に 関す る法律（平成八年法律第七十四号）第三条第一項の規定にかか

第三条
２

３
４
（許可の基準等）
（略）

（略）

２

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成八年法律第七十七号 ）第 二条 第二 項に 規定する漁獲可能量を定める同条第六項に規定する第一種特定

第六条
３

海洋生物資源について第一項の規定による漁獲量の限度の決定を行う場合には、前項に定めるところ によ るほ か、 当該 漁獲可能量を基礎としなければな
らない。
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○

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律（平成八年法律第百十八号）（抄）

前条の規定により農林中央金庫から協力を求められた漁 業協 同組 合連 合会又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第百三十条第四項

（監査結果の提出等）
第七条

の規定にかかわらず、特定漁業協同組合等について行った同法第八十七条第一項第十号若しくは 第八 項又 は第九十七条第一項第七号の監査の結果を記載
した書類その他の監査に関する資料を農林中央金庫に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができ る。
（合併に反対する会員等の持分払戻請求権）
（略）

信用農水産業協同組合連合会の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したも

十八条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「合併の 日」 と読み替えるものとする。

て準用する。この場合において、農業協同組合 法第 二十 二条第二項及び水産業協同組合法第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二

条第二項において準用する同法第 二十 八条 の規 定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合につい

農 業協 同組 合法 第二十二条の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第九十二条第二項 又は 第百

第十四条
２

３

のとみなして、農業協同組合法第二十二条又は水産業協同組合法第九十二条第二項若しくは第百条第二項において準用する同法第二十八条の規定を適用
する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
（合併に関する規定の準用）

第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条、第十八条並びに第十九条の規定は、事業譲渡につい て準用する。この場合にお

いて、第十二 条第 一項 、第 二項及び第四項、第十五条第一項及び第二項第二号、第十八条並びに第十九条第三項中「信用農水産業協同組合連合会」とあ

第二十七条

るのは「特定農水産業協同組合等 」と、第十三条第二項中「第九条の二第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、「同条第三項」とあるのは「

同条第二項において準用する第九 条の 二第 三項 」と 、第 十四条第一項中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の

組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第二項前段中「信用農業協同組合連合

会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第九十二条第二 項又 は第 百条 第二 項において準用する同法第二十八条」とあるのは「第二十八条（同法第

九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含 む。 ）」 と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連

合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第九十二条第二項又は第百条第二項 にお いて準用する同法第二十八条第二項」とあるのは「

第二十八条第二項（同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場 合を 含む 。） 」と 、第十九条第一項中「信用農水産

業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合

会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものと する ほか 、必 要な 技術 的読
替え は、 政令 で定 める 。
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（略）

（業務の代理の特例）
第四十二条
（略）

前項の場合において、第一項の特定農業協同組合については農林中央金庫 法第 九十 五条 の二第一項又は農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定は

２・３
４

、第二項の特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については農林中央金庫法第九十五条の二第一 項又 は水 産業 協同組合法第百二十一条の二第一
項の規定は、それぞれ適用しない。
（略）

金融庁設置法（ 平成 十年 法律第百三十号）（抄）

５～７

○
（所掌事務）

金融庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
（略）

次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。
（略）

等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用 事業 電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百二十一条の

認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労 働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済

林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者

二第二項に規定する特定信用事業 電子 決済 等代 行業 、水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農

電子決済等代行業、信用金庫電子決 済等 代行 業、 労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の

特定信用事業 代理 業又 は農林中央金庫代理業を行う者

第九 十二 条の 二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第百二十一条の二第二 項に 規定 する

銀 行代 理業 、長 期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三 十二 号）

イ～ハ
ニ

ホ

ヘ

五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済 等代 行事 業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等

（略）

（略）

代行事業者協会
ト ～ア
（略）

四～二十七

三

一・二

第四条

２
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○

持続的養殖生産確保法（平成十一年法律第五十一号） （抄）
（漁場改善計画の認定）

漁業協同組合その他の漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第六条第二項に規定す る区画漁業権（これを目的とする入漁権を含む。）を有

する者（以下「漁業協同組合等」という。）は、基本方針に基づいて持続的な養殖生産の確保を図るため、単独又は共同で養 殖漁場の改善に関する計画

第四条

（以下「漁場改善計画」という。）を作成し、当該漁場改善計画が適当である旨の都道府県知事（漁場改善計画の対象となる 水域 が二 以上 の都 道府 県知

事の 管轄 に属 する 場合 にあ っては、当該水域を最も広くその管轄する水域に含む都道府県知事。ただし、当該漁場改善計画の対象となる水域に漁業法第

百三十六条の規定により農 林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う養殖漁場が含まれる場合にあっては、農林水産大臣。以下この条及び次条におい
（略）

て同じ。）の認定を受けることが でき る。
２～４
（水産業協同組合法の特例）

認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合が、認定漁場 改善 計画 の内 容を 遵守 させるために、総会（総会の部会及び総代会を含む。）で、第四条

に掲げる事項の内容に適合するように行う第一項に規定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更の議決を行おうとする 場合 にお いて 、特 定組 合員

認定漁場改善計画を作成した漁業協同組合連合会が、認定漁場改善計画の内容を遵守させるた めに 、総 会（ 総代 会を 含む。）で、第四条第二項第三号

とみなす。

行使規則の変更についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイル への 記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したもの

前項前段の電磁的方法（水産業協同組合法第十一条の二第五 項の 農林 水産省令で定める方法を除く。）により得られた当該漁業権行使規則又は入漁権

電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該 漁業 協同 組合 は、 当該書面による同意を得たものとみなす。

議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更についての同意を当該

前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法（同法第十一条の二第四項に規定する電磁的方法をいう。）により

よることを要しないものとする。

場合を含む。 以下 この 項に おいて同じ。）又は第五十一条の二第六項の規定にかかわらず、同法第五十条又は第五十一条の二第六項の規定による議決に

省令 で定 める ところにより得ているときは、水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第五十条（同法第五十二条第六項 にお いて 準用 する

おいて、当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業を営む権利を有する組合員（以下「特定組合員」という。）の三分の二以上の 書面 によ る同意を農林水産

をいう。）の変更（同項に規定する漁業を営む権利を有する者の資格に関する事項の変更を除く。第四項において 同じ 。）の議決を行おうとする場合に

第二項第三号に掲げる事項の内容に適合するように行う漁業権行使規則又は入漁権行使規則（漁 業法 第八 条第 一項 の漁業権行使規則又は入漁権行使規則

第六条

２

３

４

を直 接又 は間 接の 構成 員とする会員たる漁業協同組合（以下「特定組合員所属組合」という。）のすべての同意を農林水産省令で定めるところによ り得
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５

ているときは、水産業協同組合法第九 十二 条第 三項 にお いて準用する同法第五十条（同法第九十二条第三項において準用する同法第五十二条第六項にお

いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定にかかわらず、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十条の規定による議決に
よることを要しないものとする。
（略）

都道府県知事（漁業法第百三十六条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限 を行 う場 合に あっ ては 、農林水産大臣。以下同じ。）は

（勧告等）
第七条

、漁業協同組合等が基本方針に即した養殖漁場の利用を行わないため、養殖漁場の状態が著しく悪化していると認めるときは 、当 該漁 業協 同組 合等 に対
２

都道府県知事は 、第 一項 に規定する勧告を受けた漁業協同組合等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正

（ 略）

し、 漁場 改善 計画 の作 成そ の他の養殖漁場の改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告をするものとする。
３

当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらな かっ た場 合において、漁業調整その他公益のために必要があると認めるときは、漁業法第三十四条第一項
又は第四項の規定による養殖漁場の改善のための措置その他の 適切 な措置を講ずるものとする。

都道府県知事は、前項の規定により漁業法第三十四条第四項の規定を適用しようとするときは、同項に規定する海区漁業調整委員会（同法第八条第三

（略）

４

項に規定する内水面における養殖業については、内水面漁場管理委員会）の申請によらず、漁業権に制限又は条件を付けることができる。この場合にお
いては、同法第三十四条第二項及び第三十七条第四項の規定を準用する。

（略）

（損失の補償）
第九条

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律（平成十 二年 法律 第九十五号）（抄）

三項において同じ。）を被告とす る。

前 項の 訴え にお いて は、 都道府県（漁業法第百三十六条の規定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては、国。第十三条第

２～４
５

○

（信用事業の譲渡に関する総会又は総代会の決議等に代わる許可）

組合又は連合会についての再生手続開始後において、組合又は連合会である再生債務者（ 民事 再生 法第 二条 第一 号に規定する再生債務者をいう。

以下この項において同じ。）がその財産をもって債務を完済することができないときは、裁判所は、再生債務者等（同条第二 号に 規定 する 再生 債務 者等

第八条

をい う。 第二 十三 条第 一項及び第二十八条第一項において同じ。）の申立てにより、当該再生債務者の信用事業（農業協同組合法第十一条第二項に 規定
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する信用事業及び水産業協同組合法第 十一 条の 四第 二項 （同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。）

に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。）の全部又は一部の譲渡について農業協同組合法第四十六条及び第五十条の二第一項又は水産業

協同組合法第五十条及び第五十四条の二第一項（これらの規定 を同 法第 九十 二条 第三 項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含

む。）に規定する総会又は総代会の決議又は議決に代わる許可を与えることができる 。た だし、当該信用事業の全部又は一部の譲渡が信用事業の継続の
２

水産基本法（平成十三年法律第八十九号）（抄）

（略）

ために必要である場合に限る。

○
（権限）
（略）

（略）

第三十六条
２

審議会は、前二項に規定するもののほか、漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）、漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）、漁船法

農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）（抄）

限に 属さ せら れた事項を処理する。

よる事業活動の促進に関する法律（平成二十年法律第三十八号）及び内水面漁業の振興に関する法律（平成二十六年法律第百 三号 ）の 規定によりその権

の保存及び管理に関する法律（平成八年法律第七十七号）、持続的養殖生産確保法（平成十一年法律第五十一号） 、中 小企業者と農林漁業者との連携に

岸漁場整備開発法（昭和四十九年法律第四十九号）、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別 措置 法（ 昭和 五十 一年法律第四十三号）、海洋生物資源

（昭和二十五年法律第百七十八号）、水産資源保護法（昭和二十六年法律第三百十三号）、海洋水産資源開発促進法（昭和四十六年法律第六十号）、沿

３

○

農業協同組合法第九十二条の五の三第一項 に規 定す る特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第百二十一条の五の三

（特定信用事業電子決済等代行業者が会員農水産業協同組合等 に係 る特 定信 用事 業電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等）
第九十五条の五の五

第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者（以下この条及び次条において「特定信用事 業電 子決済等代行業者」と総称する。）は、農業協同組

合法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為（同項に規定する主務省令で定める行為を除く。） 又は 水産 業協 同組 合法第百二十一条の五の二第二項

各号に掲げる行為（同項に規定する主務省令で定める行為を除く。）を行う前に、農林中央金庫との間で、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に

規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済 等代 行業 （以 下こ の条 及び

次条 にお いて 「特 定信 用事業電子決済等代行業」と総称する。）に係る契約（農林中央金庫の会員農水産業協同組合等のうち、農林中央金庫が当該 契約
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を締結する特定信用事業電子決済等代 行業 者が 当該 会員 農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている会

員農水産業協同組合等に係るものに限る。）を締結した場合には、農業協同組合法第九十二条の五の三第一項又は水産業協同組合法第百二十一条の五の

三第一項の規定にかかわらず、当該会員農水産業協同組合等と の間 で農 業協 同組 合法 第九十二条の五の三第一項又は水産業協同組合法第百二十一条の五
（略）

の三第一項の契約を締結することを要しない。
２～５

（農林中央金庫が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等）
（略）

（略）

第九十五条の五の六
２

前 条第 一項 の会 員農水産業協同組合等は、農業協同組合法第九十二条の五の四第一項又は水産業協同組合法第百二十一条の五の四第一項の基 準に 代え

て、前条第一項の同意をしている 旨そ の他 の主 務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表

３

４

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十 一号 ）（抄）

（略）

しなければならない。

○

第九十四条において準用する公職選挙法第八十六条の四第一項、第二項及び第五項

（略）

第三条

（ 略）

（略）

（略 ）
二百六十七号）
（略）

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域（漁業法（昭

構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）（抄）

（ 略）

漁業法（昭和 二十 四年 法律 第

別表（第七条関係）

○
第二十八条の二

和二十四年法律第二百六十七号）第十一条第一項の規定により当該漁場の区域を定めた漁業の免許について定められている地元地区又は関係地区の全部

又は一部が当該構造改革特別区域に含まれるものをいう。）内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若 しく は当 該水 産物 を原 材料

とし て製 造さ れる 加工 品（第一号において「特区内農産物等」という。）であって当該地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域の 活性
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化を図ることが必要であると認めて内 閣総 理大 臣の 認定 を申 請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する

自己の酒類の製造場（第四号において「特区内自己製造場」という。）において次の各号に掲げる酒類（別表第十八号の二において「特産酒類」という。

）を製造しようとする者（内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改 革特 別区 域計 画（ 第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後

のもの）に定められた同表第十八号の二に掲げる特定事業の実施主体である者に限る 。以 下この条において「認定計画特定事業者」という。）が、当該

各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、第一号又は第三号に掲げる酒類にあっては酒 税法 第七 条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用し

ないものとし、第二号又は第四号に掲げる酒類にあっては同法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の 適用 につ いて は、同項第七号中「六キロリット
（略）

ル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」とする。
一～四
（略）

この節の規定若しくは農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第九十七条の四第 五項 、金 融商 品取 引法第五十条の二第十項及び第六十六

次のいずれかに該当する者は、登録を受けるこ とが でき ない 。

会社法（平成十七年法律第八十 六号 ）（抄）

２～５

○
（欠格事由）
一

第九百四十三条

条の四十第六項、公認会計士法第三十四条の二十第六項及び第三十四条の二十三第四項、消費生活協同組合法（昭和二十三 年法 律第 二百 号） 第二十六

条 第六 項、 水産 業協 同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第百二十一条第五項、中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十 一号 ）第

三十三条第七項（輸 出水 産業の振興に関する法律（昭和二十九年法律第百五十四号）第二十条並びに中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年

法律第百八十五号）第五条の二 十三 第三 項及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。）、弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第三十

条の二十八第六項（同法第四十三条第三 項に おい て準 用する場合を含む。）、船主相互保険組合法（昭和二十五年法律第百七十七号）第五十五条第三

項、司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）第四十五 条の二第六項、土地家屋調査士法（昭和二十五年法律第二百二十八号）第四十条の二第六

項、商品先物取引法（昭和二十五年法律第二百三十九号）第 十一 条第 九項 、行 政書 士法 （昭和二十六年法律第四号）第十三条の二十の二第六項、投資

信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二十五条第二項（ 同法第五十九条において準用する場合を含む。）及び第百八十

六条の二第四項、税理士法第四十八条の十九の二第六項（同法第四十九条の十二第三項におい て準 用す る場 合を含む。）、信用金庫法（昭和二十六年

法律第二百三十八号）第八十七条の四第四項、輸出入取引法（昭和二十七年法律第二百九十九号）第十五条 第六 項（ 同法第十九条の六において準用す

る場合を含む。）、中小漁業融資保証法（昭和二十七年法律第三百四十六号）第五十五条第五項、労働金庫法（昭和二十八 年法 律第二百二十七号）第

九 十一条の四第四項、技術研究組合法（昭和三十六年法律第八十一号）第十六条第八項、農業信用保証保険法（昭和三十六年法 律第 二百 四号 ）第 四十

八 条の 三第 五項 （同 法第 四十八条の九第七項において準用する場合を含む。）、社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二十五条の二十

三の二第六項、森林組合法（昭和五十三年法律第三十六号）第八条の二第五項、銀行法第四十九条の二第二項、保険業法（平成七年法律第百五号）第
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○

六十七条の二及び第二百十七条第三項、資産の流動化に関す る法 律（平成十年法律第百五号）第百九十四条第四項、弁理士法（平成十二年法律第四十

九号）第五十三条の二第六項、農林中央金庫法（平成十三年法律 第九 十三 号） 第九 十六 条の二第四項、信託業法第五十七条第六項、一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律第三百三十三条並びに資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二十条第四項、第六十一条第七項及び第六

十三条の二十第七項（以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。）において準用 する 第九 百五 十五 条第一項の規定又はこの節の規定に基
（略）

づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二 年を 経過しない者
二・三

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十七年法律第八十七号）（抄）
（水産業協同組合法の一部改正に 伴う 経過 措置 ）
（略）

（略）

第三百五十四条
２

水産業協同組合法第三十四条の四第一項（新水産業協同組合法第七十七条（同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の八

- 202 -

３

第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の八第三項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の 規定 （第 二章 第一 節第二款の規定によりなお従前の例に

よることとされる場合における旧商法、第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧有 限会社法及び同章第四節の規定に

よりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。）に違反し、刑に処せられた者は、会社法の 規定 に違 反し、刑に処せら
（略）

れた もの とみ なす。
４～

犯罪利用預金口座等に係る資金 によ る被 害回 復分 配金の支払等に関する法律（平成十九年法律第百三十三号）（抄）
（報告又は資料の提出）

行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要がある と認 める とき は、 金融機関（金融機関代理業者（銀行法（昭和五十六年法律第五

三項 に規 定す る労 働金 庫代理業者、農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水 産業

和二十四年法律第百八十三号）第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二 十七 号） 第八 十九 条の 三第

業者、信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律（昭

十九号）第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号 ）第 十六 条の 五第 三項に規定する長期信用銀行代理

第三十五条

○

27

協同組合法（昭和二十三年法律第二百 四十 二号 ）第 百二 十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三

号）第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第七十四号）第二条第四項に規定する代

理又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下この条及び次条に おい て同 じ。 ）を 含む 。）又は銀行持株会社等（銀行法第二条第十三項に規定する銀行持

株会社又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をい う。 以下この条及び次条において同じ。）に対し、その業務又は財
産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の 限度において、金融機関若しくは銀行持株会社等（以下

この条及び次条において「金融機関等」という。）の子会社（当該金融機関等が銀行法第二条第一項に規定する銀行又は同条 第十三項に規定する銀行持

（略）

２

株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行又は同法第十六条の四第一項に規定する 長期 信用 銀行 持株 会社 であ

る場 合に は同 法第 十三 条の 二第二項に、信用金庫又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合又は信用協同組合連

合会である場合には協同組 合による金融事業に関する法律第四条第一項に、労働金庫又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第三十二条第五項に

、農業協同組合又は農業協同組合 連合 会で ある 場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工

業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会 であ る場 合には水産業協同組合法第十一条の六第二項に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第

第二十四条第四項に、株式会社商工組合中央金庫である場合に は株 式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項に、それぞれ規定する子会社（子会社と

みなされる会社を含む。）をいう。次項及び次条において同じ。） 又は 当該 金融 機関 等か ら業務の委託を受けた者（金融機関代理業者を除く。次項並び

に次条第二項及び第五項において同じ。）に対し、当該金融機関等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができ
３

東 日本大震災復興特別区域法（平成二十三年法律第百二十二号）（抄）

る。

○

特定地方公共団体である 県が 、第 四条 第二 項第五号に規定する復興推進事業として、特定区画漁業権免許事業（復興推進計画の区域内の特定区

（漁業法の特例）
第十四条

画漁業権（漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）第七条に規 定す る特 定区 画漁業権をいう。以下この条において同じ。）に係る地元地区（同法第

十一条に規定する地元地区をいう。以下この条において同じ。）における経済活 動が 東日 本大震災の影響のため停滞し、かつ、当該地元地区内に住所を

有する漁業者のみでは水産動植物の養殖の事業のために必要な施設の整備、人材の確保その他の 措置 を行うことが困難であると認められるときに、当該

事業を行うことを通じて当該地元地区の復興の円滑かつ迅速な推進を図るのにふさわしい者に特定区 画漁 業権 の内 容た る区画漁業（同法第六条第四項に

規定する区画漁業をいう。）の免許をする事業をいう。以下この条及び別表の一の項において同じ。）を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の

認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた県の知事は、同法第十八条の規定にかかわ らず 、同 法第 十六 条第 六項

又は 第八 項に 規定 する 者であって、次に掲げる要件に該当し、かつ、水産動植物の養殖の事業を最も適切に行うことができると認められるものを第 一順
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二

一
十分な社会的信用を有する者であること。

水産動植物の養殖の事業を適確に行うに足りる経理的基礎及び 技術 的能 力を 有す る者であること。

当該免許を受けた後速やかに水産動植物の養殖の事業を開始する具体的な計画を有する者であること。

位として認定復興推進計画に定められ た特 定区 画漁 業権 免許 事業に係る免許をすることができる。

三

その者の行う当該免許に係る水産動植物の養殖の事業が漁業生産の増大、当該免許に係る地 元地 区内 に住所を有する漁民の生業の維持、雇用機会の

その者の行う当該免許に係る水産動植物の養殖の事業が当該免許を受けようとする漁場の属する水面において操業する他 の漁業との協調その他当該

創出その他の当該地元地区の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすことが確実であると認められること。

四
五
水面の 総合 的利 用に 支障 を及ぼすおそれがないこと。

項
特定区画漁業権 免許 事業

事

（略）

第十四条

関係条項

業

一
（略）

国家戦略特別区域法（平成二十五年法律第百七号）（抄）

二～十四

別表（ 第二 条関 係）

○
（水産業協同組合法の特例）

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、漁業生産協業化促進事業（国家戦略 特別区域において、漁業生

産組合（当該 国家 戦略 特別 区域内に住所又は事業場を有するものに限る。以下この条において同じ。）の管理、設立及び解散に係る要件を緩和すること

第十四条の三

により、その組合員の漁業生産に ついての協業化を促進する事業をいう。別表の二の三の項において同じ。）を定めた区域計画について、内閣総理大臣

の認定を申請し、その認定を受け たと きは 、当 該認 定の 日以後は、漁業生産組合の管理、設立及び解散に係る水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二

百四十二号）第八十六条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「第三十四条第一項、第二項」とあるのは「第三十四条第一項」

事
（略）

業

第十四条の三

（略）

関係条項

と、「第三十四条第二項中「五人」とあるのは「三人」と、同 条第 十項 」と ある のは「第三十四条第十項」と、同条第三項及び第四項中「七人」とある
のは「三人」とする。

漁業 生産 協業化促進事業

別表（第二条関係）
項
（略）
二の 三
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○

（略）

則

（略）

公職選挙法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四 十三 号） （抄 ）
附

（略）

家庭裁判所は、当分の間、少年法（昭和二十三年法律第百六十八号） 第二 十条 第一 項の規定にかかわらず、年齢満十八年以上満二十年未満の者が

（選挙犯罪等についての少年法の特例）
第五条

犯した公職選挙法第二百四十七条の罪若しくは同法第二百五十一条 の二 第一 項各 号（ 漁業法第九十四条において準用する場合を含む。）に掲げる者と認

める者であって年齢満十八年以上満二 十年 未満 のも のが 犯し た同項（漁業法第九十四条において読み替えて準用する場合を含む。）に規定する罪、公職

選挙法第二百五十 一条 の三 第一項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪若しく

は同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規 定す る罪 又は 海区漁業調整

委員会の委員の選挙の当選人であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した漁業法第九 十四 条に おい て読 み替 えて準用する公職選挙法第二百五

十一条に規定する罪の事件（次項及び第三項において「連座制に係る事 件」 とい う。 ）に ついて、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと

認める場合には、少年法第二十条第一項の決定をし なけ れば ならない。この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。
（ 略）

年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法、漁業法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法

２～３
４
第六十条の規定は、適用しない。

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律（平成二十八年法律 第百 一号）（抄）

（略）

○

第十条
（ 略）

（支 払等業務の委託）
２～４
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５

６

金融機関代理業者（銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫

法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律（昭和二十四年法律第百八十三号）第六条の三第三項に規

定する信用協同組合代理業者、労働金庫法（昭和二十八年法律 第二 百二 十七 号） 第八 十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、株式会社商工組合

中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方、農業協同組合 法第 九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業

協同組合法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫法第九十五 条の 二第 三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農

林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律（平成八年法律第百 十八 号） 第四 十二条第三項の認可に係る業務の

代理を行う同法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合、同項第三号に規定する特定漁業協同組合及び同項第五号に 規定する特定水産加工業協

同組合をいう。次項、第四十三条第一項及び第二項並びに第四十四条第一項において同じ。）は、他の法律の規定にかかわら ず、 第一 項の 規定 によ る支
払等 業務 の委 託を 受け た金 融機関から当該業務の一部の再委託を受け、当該業務を行うことができる。
（ 略）

（略）

（報告又は資料の提出）
第四十三条

行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融機関若しくは銀行持株会社等（以下

（略）

２

この条及び次条において「金融機関等」という。）の子会社（当該金融機関等が銀行又は銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には

同条第八項に、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持 株会 社で ある 場合 には同法第十三条の二第二項に、信用

金庫又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合又は信用協同組合連合会で ある 場合には協同組合による金融事業

に関する法律第四条第一項に、労働金庫又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第三十二条第五項に、株式会社商工組 合中 央金 庫である場合には

株式 会社 商工 組合中央金庫法第二十三条第二項に、農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二 第二 項に 、漁 業協

同組合若しく は漁 業協 同組 合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の六第二項に

、農林中央金庫である場合には農 林中央金庫法第二十四条第四項に、それぞれ規定する子会社（子会社とみなされる会社を含む。）をいう。次項及び次

条において同じ。）又は当該金融 機関 等か ら業 務の 委託 を受けた者（金融機関代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。）に対
３

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十九年法律第四十五号）（抄）

し、当該金融機関等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

○

（略）

（水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置）
第二百四十六条
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２

前条の規定による改正後の水産業協同組合法（以下この条において「新水産業協同組合法」という。）第十五条の八第四項（新水産業協同組合法第九

十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。）において準用する新民法第七百二十四条の二の規定は、旧水産業協同組合法第十五

条の八第一項（旧水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百 条の 八第 一項 にお いて 準用する場合を含む。）の規定による損害賠償の請求権の旧水産業

（略）

号 ）（ 抄）

協同組合法第十五条の八第四項において準用する旧民法第七百二十四条前段に規定す る時 効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適
３

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律（平成三十年法律第

用しない。

○

水産業協同組合法（昭和 二十 三年法律第二百四十二号）の一部を次のように改正する。

（水産業協同組合法の一部改正）
第百九条

こ

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者

第三十四条の四第一項第二号を次のように改める。
二

第三十四条の四第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として、この項の規定による 指定を受けようとする紛争解決等

第百二十一条の六第一項第四号イを次のように改める。
イ

業 務の 種別 （紛 争解 決等業務に係る信用事業等及び共済事業等の種別をいう。以下同じ。）が信用事業等である場合にあつては主務省令で、 共済
事業等である場合に あつては農林水産省令で定める者

第百二十一条の六第一項第四号 ロ中 「破 産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同条第四項中「（紛争
解決等業務に係る信用事業等及び 共済事業等の種別をいう。以下同じ。）」を削る。
第百二十一条の八第二項中「同条第四項に」を「同項第四号 イに」に改める。
第百二十一条の九第二項中「第百二十一条の六第四項」を「 第百 二十 一条 の六 第一 項第 四号イ」に改める。
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