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森林組合法の一部を改正する法律案新旧対照条文
森林組合法（昭和五十三年法律第三十六号）
改

現

（傍線部分は改正部分）

行

目次
目次
第一章 総則（第一条―第八条の二）
第一章 総則（第一条―第八条の二）
第二章 森林組合
第二章 森林組合
第一節～第四節 （略）
第一節～第四節 （略）
第五節 解散、合併、吸収分割及び清算（第八十三条―第九十
第五節 解散及び清算（第八十三条―第九十二条）
二条）
第三章 生産森林組合
第三章 生産森林組合
第一節 事業、組合員、管理、設立、解散、合併及び清算（第
第一節 事業、組合員、管理、設立、解散及び清算（第九十三
九十三条―第百条）
条―第百条）
第二節 （略）
第二節 （略）
第四章～第六章 （略）
第四章～第六章 （略）
附則
附則

（事業の目的等）
（事業の目的）
第四条 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会（以下この章 第四条 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会（以下この章
、第五章及び第六章において「組合」と総称する。）は、その行
、第五章及び第六章において「組合」と総称する。）は、その行
う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をするこ
う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をするこ
とを目的とする。
とを旨とすべきであつて、営利を目的としてその事業を行つては
ならない。
２ 組合は、その事業を行うに当たつては、森林の有する公益的機 （新設）
能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の配慮をしな
ければならない。

第二十六条の二 総組合員（第二十七条第一項第五号の規定による 第二十六条の二 総組合員（第二十七条第一項第五号の規定による
組合員を除く。第三項において同じ。）の数が農林水産省令で定
組合員を除く。第三項において同じ。）の数が農林水産省令で定
める数を超える出資組合は、前条第一項の規定によるほか、当該
める数を超える出資組合は、前条第一項の規定によるほか、当該
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出資組合の総会に総組合員（第三十一条第一項ただし書に規定す
出資組合の総会に総組合員（第三十一条第一項ただし書に規定す
る准組合員を除く。）の半数以上が出席し、その議決権の三分の
る准組合員を除く。）の半数以上が出席し、その議決権の三分の
二以上の多数による決議を経て、対象森林につき、森林経営事業
二以上の多数による議決を経て、対象森林につき、森林経営事業
を行うことができる。
を行うことができる。
２ 前項に規定する出資組合が同項の規定により決議をした場合に ２ 前項に規定する出資組合が同項の規定により議決をした場合に
は、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の内容を公告
は、当該議決をした日から二週間以内に、当該議決の内容を公告
し、又は組合員（第二十七条第一項第五号の規定による組合員を
し、又は組合員（第二十七条第一項第五号の規定による組合員を
除く。次項において同じ。）に通知しなければならない。
除く。次項において同じ。）に通知しなければならない。
（略）
３ （略）
３

削除

（法定脱退）
第三十七条 組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

（専用契約）
第三十四条 組合は、定款で定めるところにより、一年を超えない
期間を限り、組合員がその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することができる。
２ 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その組合の事業を利用する
ことを拒んではならない。

（組合員である資格）
（組合員たる資格）
第二十七条 組合員である資格を有する者は、次に掲げる者であつ 第二十七条 組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて
て定款で定めるものとする。
定款で定めるものとする。
一 森林所有者である個人（森林所有者である個人の推定相続人
一 森林所有者たる個人（森林所有者たる個人と同一の世帯に属
で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて
する者で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を
森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者を含む。
受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する一人
）
の者を含む。）
二 生産森林組合その他の森林所有者である法人
二 生産森林組合その他の森林所有者たる法人
三～五 （略）
三～五 （略）
（略）
２ （略）
２

第三十四条

（法定脱退）
第三十七条 組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
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一 組合員である資格の喪失
一 組合員たる資格の喪失
二・三 （略）
二・三 （略）
２ 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてするこ ２ 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてするこ
とができる。この場合において、組合は、その総会の日の一週間
とができる。この場合において、組合は、その総会の日の一週間
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
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。
て弁明する機会を与えなければならない。
一～三 （略）
一～三 （略）
（略）
３ （略）

（役員の定数及び選挙又は選任）
第四十四条 （略）
２～８ （略）
９ 理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員（准組合員を除く
。以下この項において同じ。）たる個人又は組合員たる法人の業
務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事
の定数の少なくとも五分の三は、組合員になろうとする個人又は
組合員になろうとする法人の業務を執行する役員でなければなら
ない。
（新設）

（新設）

（役員の任期）
（役員の任期）
第四十五条 （略）
第四十五条 （略）
２ 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 ２ 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
で創立総会において定める期間とする。ただし、創立総会の決議
で創立総会において定める期間とする。ただし、創立総会の議決
によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会
によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会
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３
（役員の定数及び選挙又は選任）
第四十四条 （略）
２～８ （略）
９ 理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員（准組合員を除く
。以下この項において同じ。）である個人又は組合員である法人
の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の
理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員になろうとする個人
又は組合員になろうとする法人の業務を執行する役員でなければ
ならない。
第九条第二項第三号に規定する組合員の生産する林産物その他
の物資の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち一人以上
は、林産物の販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業
を行う法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければなら
ない。
組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないよう
に配慮しなければならない。
10

11

の終結の時まで伸長することを妨げない。
の終結の時まで伸長することを妨げない。
３ 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、 ３ 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
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「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立
ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立
委員が当該役員の」とする。
委員が当該役員の」とする。

削除

（参事及び会計主任）
（参事及び会計主任）
第五十五条 （略）
第五十五条 （略）
２ 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議により決す ２ 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決す
る。
る。
（略）
３ （略）
３

第五十七条

（競争関係にある者の役員等への就任禁止）
第五十七条 組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業（その
組合の組合員の営む林業及びその組合が直接又は間接にその構成
員となつている森林組合連合会の行う事業を除く。）を営む者（
その者が法人であるときは、これを代表する地位にある者）は、
その組合の理事、監事、参事又は会計主任になることができない
。

（特別議決事項）

（総会の決議事項）
（総会の議決事項）
第六十一条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない 第六十一条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない
。
。
一～五 （略）
一～五 （略）
六 事業の全部の譲渡又は第九条第一項第一号から第四号まで若
（新設）
しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業の全
部若しくは一部の譲渡
七・八 （略）
六・七 （略）
２～４ （略）
２～４ （略）
（特別決議事項）
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第六十三条 次に掲げる事項は、総組合員（准組合員を除く。）の 第六十三条 次に掲げる事項は、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
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）以上が出席する総会において、出席者の議決権の三分の二（
合）以上が出席する総会において、出席者の議決権の三分の二（
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
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
上の多数で決しなければならない。
上の多数で決しなければならない。
一 （略）
一 （略）
二 解散、合併、第八十八条の二第一項に規定する吸収分割又は
二 解散又は合併
第百八条の十二第一項に規定する新設分割
三 （略）
三 （略）
四 事業の全部の譲渡又は第九条第一項第一号から第四号まで若
（新設）
しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業の全
部の譲渡
（略）
四 （略）
五

第六十五条の二 総代会において組合の解散又は合併の決議があつ 第六十五条の二 総代会において組合の解散又は合併の議決があつ
たときは、理事は、当該決議の日から十日以内に、組合員（准組
たときは、理事は、当該議決の日から十日以内に、組合員（准組
合員を除く。）に当該決議の内容を通知しなければならない。
合員を除く。）に当該議決の内容を通知しなければならない。
２ 前項の総代会の決議に関し、組合員（准組合員を除く。）が総 ２ 前項の総代会の議決に関し、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
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）以上の同意を得て、会議
款で定めた場合にあつては、その割合）以上の同意を得て、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に提出し
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に提出し
て、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた
て、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた
日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならな
日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならな
い。この場合において、書面の提出は、当該総代会の決議の日か
い。この場合において、書面の提出は、当該総代会の議決の日か
ら一月以内にしなければならない。
ら一月以内にしなければならない。
３～５ （略）
３～５ （略）

（出資一口の金額の減少）
（出資一口の金額の減少）
第六十六条 出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当 第六十六条 出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは
該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の
、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
減少について異議を述べることができる。
し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事

- 5 -

務所に備えて置かなければならない。
２ 前項に規定する場合には、当該出資組合は、あらかじめ、次に ２ 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
掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別
項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを
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
催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下る
月を下ることができない。
ことができない。
一 （略）
一 （略）
二 当該出資組合の貸借対照表に関する事項として農林水産省令
二 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
で定めるもの
省令で定めるもの
三 （略）
三 （略）
（略）
３ （略）
３

（創立総会）
第七十七条 （略）
２ （略）
３ 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。
４ 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。た
だし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限
りでない。

（回転出資金による損失の塡補）
（回転出資金による損失のてん補）
第七十一条 出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充てることが 第七十一条 出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充てること
できる。
ができる。
２ 出資組合は、回転出資金を損失の塡補に充ててなお残額がある ２ 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
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
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
業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い
事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払
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
い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において
い戻すべき旨の決議をしたとき、又は組合員が脱退をしたときは
払い戻すべき旨の議決をしたとき、又は組合員が脱退をしたとき
、当該決議又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退し
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
た者に払い戻さなければならない。
した者に払い戻さなければならない。
（創立総会）
第七十七条 （略）
２ （略）
３ 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、創立総会の決議によらなければならな
い。
４ 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。た
だし、地区及び組合員である資格に関する規定については、この
限りでない。
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解散、合併、吸収分割及び清算

第五節

解散及び清算

５ 創立総会は、組合員（准組合員を除く。）である資格を有する ５ 創立総会は、組合員（准組合員を除く。）たる資格を有する者
者であつて創立総会の日までに発起人に対し設立の同意を申し出
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
たものの半数以上が出席しなければ、開くことができない。
の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
６～８ （略）
６～８ （略）
第五節

４

第八十四条の二 （略）
２ 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。
３ 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し、又は組合員に
通知しなければならない。
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

（合併の手続）
（合併の手続）
第八十四条 組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を 第八十四条 組合が合併しようとするときは、総会の議決を経て、
定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受け
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。
なければならない。
２・３ （略）
２・３ （略）
４ 第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、出資 ４ 第六十六条並びに第六十七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、第六十六条第
組合の合併について準用する。この場合において、第六十六条第
一項並びに第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の
二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「合
金額の減少」とあるのは「合併」と、第六十六条第二項第一号中
併をする旨」と読み替えるものとする。
「出資一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。
第八十四条の二 （略）
２ 前項の規定により総会の決議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。
３ 合併後存続する組合が第一項の規定により総会の決議を経ない
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
より総会の決議を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に
通知しなければならない。
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
４
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以内に当該組合に対し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決議を経ないで合併を行
うことはできない。

以内に当該組合に対し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。

第八十四条の三 次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定め 第八十四条の三 次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定め
る期間、第八十四条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令
る期間、第八十四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、又は記録した書面又は電磁的記録を主た
で定める事項を記載し、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。
る事務所に備えて置かなければならない。
一 合併によつて消滅する組合 次のイ又はロに掲げる日のいず
一 合併によつて消滅する組合 第八十四条第一項の総会の日の
れか早い日から合併の登記の日まで
二週間前の日から合併の登記の日まで
イ 第八十四条第一項の総会の日の二週間前の日
ロ 第八十四条第四項において準用する第六十六条第二項の規
定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか
早い日
二 合併後存続する組合 次のイ又はロに掲げる日のいずれか早
二 合併後存続する組合 第八十四条第一項の総会（前条第一項
い日から合併の登記の日後六月を経過する日まで
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
イ 第八十四条第一項の総会の日（前条第一項の規定により総
、理事会）の日の二週間前の日から合併の登記の日後六月を経
会の決議を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会の決
過する日まで
議の日）の二週間前の日
ロ 前号ロに掲げる日
三 （略）
三 （略）
２・３ （略）
２・３ （略）

第八十四条の四 （略）
第八十四条の四 （略）
２ 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 ２ 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
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、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求するこ
組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求するこ
とができる。ただし、第八十四条の二第一項の規定により総会の
とができる。ただし、第八十四条の二第一項の規定により総会の
決議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
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。
を除く。）は、この限りでない。
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第八十五条 （略）
第八十五条 （略）
２ （略）
２ （略）
３ 第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項の規定は、第一項 ３ 第四十四条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のう
の規定による役員のうちの理事の選任について準用する。
ち理事の選任について準用する。
（吸収分割の手続）
第八十八条の二 出資組合は、吸収分割（出資組合がその事業に関 （新設）
して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資組合又は出
資連合会（第百一条第二項に規定する出資連合会をいう。以下こ
の項及び次条第一項第三号イにおいて同じ。）に承継させること
をいう。以下この節において同じ。）をすることができる。この
場合においては、吸収分割をする出資組合（以下「吸収分割組合
」という。）とその事業に関して有する権利義務の全部又は一部
を当該吸収分割組合から承継する出資組合又は出資連合会（以下
「吸収分割承継組合等」という。）とは、吸収分割契約を締結し
なければならない。
２ 吸収分割組合及び吸収分割承継組合等は、吸収分割契約につい
て、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならな
い。
３ 次に掲げる場合には、吸収分割承継組合等の理事は、前項の総
会において、その旨を説明しなければならない。
一 吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の債務の額とし
て農林水産省令で定める額（次号において「承継債務額」とい
う。）が吸収分割承継組合等が承継する吸収分割組合の資産の
額として農林水産省令で定める額（同号において「承継資産額
」という。）を超える場合
二 吸収分割承継組合等が吸収分割組合に対して交付する金銭等
（金銭その他の財産をいう。以下同じ。）（吸収分割承継組合
等に対する出資を除く。）の帳簿価額が承継資産額から承継債
務額を控除して得た額を超える場合

- 9 -

第八十八条の三 吸収分割契約には、次に掲げる事項を定めなけれ （新設）
ばならない。
一 吸収分割組合及び吸収分割承継組合等の吸収分割後の名称、
地区及び主たる事務所の所在地
二 吸収分割承継組合等が吸収分割組合から承継する資産、債務
、雇用契約その他の権利義務に関する事項
三 吸収分割承継組合等が吸収分割に際して吸収分割組合に対し
てその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を
交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資であつて、
吸収分割承継組合等が出資連合会であるときは、当該出資の
口数又はその口数の算定方法
ロ 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資であつて、
吸収分割承継組合等が出資組合であるときは、当該出資の口
数又はその口数の算定方法及び吸収分割がその効力を生ずる
日に吸収分割組合がその組合員に対して交付する吸収分割承
継組合等の出資の割当てに関する事項（吸収分割承継組合等
の組合員とならない吸収分割組合の組合員がある場合にあつ
ては、当該組合員に対して交付する金銭の額又はその算定方
法を含む。）
ハ 当該金銭等が吸収分割承継組合等に対する出資以外の財産
であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれら
の算定方法
四 吸収分割承継組合等の準備金に関する事項
五 その他農林水産省令で定める事項
２ 吸収分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じな
い。
３ 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の
認可について準用する。この場合において、第七十九条中「次に
掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び第八十八条の二
第一項に規定する吸収分割によつて同項に規定する吸収分割組合
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の組合員であつて同項に規定する吸収分割承継組合等の組合員と
ならないものの利益が不当に害されるおそれがある場合」と読み
替えるものとする。
第八十八条の四 吸収分割組合が吸収分割によつて吸収分割承継組 （新設）
合等に承継させる資産の帳簿価額の合計額（出資の割当てを受け
ない吸収分割組合の組合員がある場合にあつては、当該組合員に
対して交付する金銭の額を加えた額）が吸収分割組合の最終の貸
借対照表により現存する資産の額の五分の一（これを下回る割合
を吸収分割組合の定款で定めた場合にあつては、その割合）を超
えない場合における吸収分割組合の吸収分割についての第八十八
条の二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」とする。
２ 吸収分割承継組合等が吸収分割に際して吸収分割組合に対して
交付する吸収分割承継組合等に対する出資の口数にその一口当た
りの純資産額を乗じて得た額（出資以外の財産も交付する場合に
あつては、その帳簿価額の合計額を加えた額）が吸収分割承継組
合等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（こ
れを下回る割合を吸収分割承継組合等の定款で定めた場合にあつ
ては、その割合）を超えない場合（第八十八条の二第三項各号の
いずれかに該当する場合を除く。）における吸収分割承継組合等
の吸収分割についての同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」とする。
３ 前二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う吸収
分割組合又は吸収分割承継組合等は、その旨を吸収分割契約に定
めなければならない。
４ 吸収分割組合又は吸収分割承継組合等が第一項又は第二項の規
定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合においては、
当該吸収分割組合又は吸収分割承継組合等は、吸収分割について
の理事会の決議の日から二週間以内に、当該吸収分割の相手方で
ある吸収分割承継組合等又は吸収分割組合の名称及び住所、吸収
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分割を行う時期並びに第一項又は第二項の規定により総会の決議
を経ないで吸収分割を行う旨を公告し、又は組合員若しくは会員
に通知しなければならない。
５ 吸収分割組合の総組合員（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吸収分割組合に対し書面をもつて吸収
分割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
会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。
６ 吸収分割承継組合等の総組合員（准組合員を除く。）又は総会
員（第百四条第一項ただし書に規定する准会員を除く。）の六分
の一以上の組合員（准組合員を除く。）又は会員（同項ただし書
に規定する准会員を除く。）が第四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吸収分割承継組合等に対し書面をもつ
て吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第二項の規定に
より総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。
（準用規定等）
第八十八条の五 第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項 （新設）
及び第二項、第八十四条の三（第一項第三号を除く。）、第八十
四条の四、第八十六条並びに第八十七条の二並びに民法第三百九
十八条の十の規定は、吸収分割について準用する。この場合にお
いて、第六十六条及び第六十七条第二項中「出資組合」とあるの
は「出資組合又は出資連合会」と、第六十六条第一項中「が出資
一口の金額の減少」とあるのは「（第百一条第二項に規定する出
資連合会をいう。以下同じ。）が吸収分割（第八十八条の二第一
項に規定する吸収分割をいう。以下同じ。）」と、「、出資一口
の金額の減少」とあるのは「、吸収分割」と、同条第二項第一号
中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「吸収分割をする
旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告（不法行為によ
つて生じた債務の債権者に対するものを除く。）」と、第六十七
条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とある
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のは「吸収分割」と、第八十四条の三第一項中「第八十四条第一
項の合併契約」とあるのは「吸収分割契約」と、同項第一号中「
合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割組合（第八十
八条の二第一項に規定する吸収分割組合をいう。以下同じ。）」
と、「まで」とあるのは「後六月を経過する日まで」と、同号イ
中「第八十四条第一項の総会の日」とあるのは「第八十八条の二
第二項の総会の日（第八十八条の四第一項の規定により総会の決
議を経ないで吸収分割を行う場合にあつては、理事会の決議の日
）」と、同号ロ中「第八十四条第四項」とあるのは「第八十八条
の五第一項」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるの
は「吸収分割承継組合等（第八十八条の二第一項に規定する吸収
分割承継組合等をいう。以下同じ。）」と、同号イ中「第八十四
条第一項」とあるのは「第八十八条の二第二項」と、「前条第一
項」とあるのは「第八十八条の四第二項」と、同条第二項中「組
合員」とあるのは「組合員又は所属員（第百一条第一項第一号に
規定する所属員をいう。以下同じ。）」と、同条第三項中「組合
員」とあるのは「組合員又は所属員」と、第八十四条の四第一項
中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割組合」と
、「できる」とあるのは「できる。ただし、第八十八条の四第一
項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合（同条
第五項の通知があつた場合を除く。）は、この限りでない」と、
同条第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継
組合等」と、「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、同
項ただし書中「第八十四条の二第一項」とあるのは「第八十八条
の四第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第六項」と、
第八十六条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組
合」とあるのは「吸収分割承継組合等」と、第八十七条の二第一
項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事
は」とあるのは「吸収分割組合の理事は、吸収分割承継組合等の
理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消
滅した組合」とあるのは「吸収分割承継組合等が承継した吸収分
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割組合」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者
」とあるのは「吸収分割組合又は吸収分割承継組合等の組合員、
所属員及び債権者その他の利害関係人」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。
２ 第六十八条及び第六十九条の規定は、第八十八条の三第一項第
三号ロの規定による交付については、適用しない。
（吸収分割による権利義務の承継）
第八十八条の六 吸収分割承継組合等は、吸収分割がその効力を生 （新設）
ずる日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割組合の権利義務
を承継する。
２ 前項の規定にかかわらず、吸収分割組合の債権者であつて、前
条第一項において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定に
よる各別の催告を受けなかつたもの（同条第三項に規定する場合
にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに
限る。次項において同じ。）は、吸収分割契約において吸収分割
後に当該吸収分割組合に対して債務の履行を請求することができ
ないものとされているときであつても、当該吸収分割組合に対し
て、当該吸収分割組合が吸収分割がその効力を生ずる日に有して
いた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することが
できる。
３ 第一項の規定にかかわらず、吸収分割組合の債権者であつて、
前条第一項において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定
による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において
吸収分割後に吸収分割承継組合等に対して債務の履行を請求する
ことができないものとされているときであつても、当該吸収分割
承継組合等に対して、その承継した財産の価額を限度として、当
該債務の履行を請求することができる。
４ 吸収分割組合又はその組合員（吸収分割承継組合等の組合員と
ならないものを除く。）は、吸収分割がその効力を生ずる日に、
第八十八条の三第一項第三号イ又はロに掲げる事項についての吸
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収分割契約の定めに従い、当該吸収分割承継組合等の会員又は組
合員となる。
（労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する
法律の準用）
第八十八条の七 吸収分割に伴う労働契約の承継に関しては、吸収 （新設）
分割組合は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承
継等に関する法律（平成十二年法律第百三号）第二条第一項に規
定する通知期限日までに、当該労働者と協議をするものとする。
２ 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八
条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。この
場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第
五章の規定による分割（吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ
」とあるのは「森林組合法第八十八条の二第一項に規定する吸収
分割（以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三
項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一
項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六
十六条第一項」とあるのは「森林組合法第八十八条の六第一項」
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。
（吸収分割の無効の訴えについての会社法の準用）
第八十八条の八 会社法第八百二十八条第一項（第九号に係る部分 （新設）
に限る。）及び第二項（第九号に係る部分に限る。）、第八百三
十四条（第九号に係る部分に限る。）、第八百三十五条から第八
百三十九条まで、第八百四十三条（第一項第一号、第二号及び第
四号並びに第二項ただし書を除く。）並びに第八百四十六条の規
定は吸収分割の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項
、第八百七十条第二項（第六号に係る部分に限る。）、第八百七
十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条（第五号に係る
部分に限る。）、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第
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八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用す
る同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用す
る。この場合において、同法第八百二十八条第二項第九号中「株
主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、所属員（森林組合法
第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。）、
理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは
「組合員、所属員、理事、監事、清算人」と、同法第八百三十六
条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「組合員又は所属
員」と、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「組合員又
は所属員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読
替えは、政令で定める。
（政令への委任）
第八十八条の九 第八十八条の二から前条までに定めるもののほか （新設）
、吸収分割に関し必要な事項は、政令で定める。

（清算についての会社法等の準用）
（清算についての会社法等の準用）
第九十二条 会社法第四百七十五条（第三号に係る部分を除く。） 第九十二条 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、第四百九十九条から第五百三条まで及び第五
、第四百七十六条、第四百九十九条から第五百三条まで及び第五
百七条の規定は組合の清算について、第四十一条の二、第四十三
百七条の規定は組合の清算について、第四十一条の二、第四十三
条の二、第四十四条の二、第四十四条の三、第四十六条、第四十
条の二、第四十四条の二、第四十四条の三、第四十六条、第四十
六条の二、第四十六条の三（第二項を除く。）、第四十七条、第
六条の二、第四十六条の三（第二項を除く。）、第四十七条、第
四十八条第二項及び第三項、第四十九条、第四十九条の二第一項
四十八条第二項及び第三項、第四十九条、第四十九条の二第一項
から第三項まで、第四十九条の三第一項から第三項まで、第八項
から第三項まで、第四十九条の三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、第五十条（
、第九項（第一号に係る部分に限る。）及び第十項、第五十条（
第一項及び第十項を除く。）、第五十二条の二、第五十九条第二
第一項及び第十項を除く。）、第五十二条の二、第五十七条、第
項から第四項まで、第六十条、第六十条の二第二項、第六十三条
五十九条第二項から第四項まで、第六十条、第六十条の二第二項
の二並びに第六十三条の四第二項から第四項まで並びに同法第三
、第六十三条の二並びに第六十三条の四第二項から第四項まで並
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
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
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
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
。）及び第二項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）、第四
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
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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、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条の三第十
項中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、第五十条第二項
中「事業報告を」とあるのは「事務報告を」と、「計算書類（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をいう。第八項において同じ。）及び事
業報告」とあるのは「貸借対照表及び事務報告」と、同条第四項
中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第八項中「事業
報告」とあるのは「事務報告」と、「計算書類」とあるのは「貸
借対照表」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、第五百七条第一項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「森林組合法第八十九条第一項」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、その割合）以上の同意を得た組

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、それぞれ準用する。この場合において、第四十
九条の三第十項中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、第
五十条第二項中「事業報告を」とあるのは「事務報告を」と、「
計算書類（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をいう。第八項において同
じ。）及び事業報告」とあるのは「貸借対照表及び事務報告」と
、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第
八項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「計算書類」と
あるのは「貸借対照表」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、第五百七条第一項並びに第八百
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「森林組合法第八十九条第一項」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、その割合）以上の
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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「森林組合法第八十九
条第一項」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「森林組合法第九十二
条において準用する同法第四十九条の三第三項」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。

第三章 生産森林組合
第一節 事業、組合員、管理、設立、解散、合併及び清算

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「森林組
合法第八十九条第一項」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「森林組
合法第九十二条において準用する同法第四十九条の三第三項」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。

第三章 生産森林組合
第一節 事業、組合員、管理、設立、解散及び清算

（準用規定）
（準用規定）
第百条 （略）
第百条 （略）
２ 第四十二条第二項及び第三項、第四十三条、第四十三条の二、 ２ 第四十二条第二項及び第三項、第四十三条、第四十三条の二、
第四十四条第三項から第八項まで、第四十五条、第五十二条、第
第四十四条第三項から第八項まで、第四十五条、第五十二条、第
五十五条、第五十六条、第五十九条第二項から第四項まで、第六
五十五条から第五十七条まで、第五十九条第二項から第四項まで
十条から第六十条の四まで、第六十一条（第一項第四号を除く。
、第六十条から第六十条の四まで、第六十一条（第一項第四号を
）、第六十二条、第六十三条（第五号に係る部分を除く。）、第
除く。）、第六十二条、第六十三条（第四号に係る部分を除く。
六十三条の三、第六十三条の四、第六十五条、第六十六条、第六
）、第六十三条の三、第六十三条の四、第六十五条、第六十六条
十七条、第六十八条第一項から第三項まで、第七十条、第七十二
、第六十七条、第六十八条第一項から第三項まで、第七十条、第
条並びに第七十三条並びに会社法第八百三十条、第八百三十一条
七十二条並びに第七十三条並びに会社法第八百三十条、第八百三
、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。）
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
、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
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
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（こ
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
れらの規定（これらの規定において準用する同法の規定を含む。
定（これらの規定（これらの規定において準用する同法の規定を
）中監査役に関する部分を除く。）は組合の管理について、第四
含む。）中監査役に関する部分を除く。）は組合の管理について
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十四条の二、第四十七条第一項、第四十九条の三第一項、第八項
、第四十四条の二、第四十七条第一項、第四十九条の三第一項、
及び第十項並びに第五十二条の二前段の規定は理事及び監事につ
第八項及び第十項並びに第五十二条の二前段の規定は理事及び監
いて、第四十九条の三第九項（第一号に係る部分に限る。）及び
事について、第四十九条の三第九項（第一号に係る部分に限る。
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
）及び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
理事について、第四十四条の三第二項の規定は監事について、そ
規定は理事について、第四十四条の三第二項の規定は監事につい
れぞれ準用する。この場合において、第五十二条の二前段中「次
て、それぞれ準用する。この場合において、第五十二条の二前段
条第一項の一時役員」とあるのは「第九十八条の六の一時理事」
中「次条第一項の一時役員」とあるのは「第九十八条の六の一時
と、第五十五条第二項中「理事会の決議により」とあるのは「理
理事」と、第五十五条第二項中「理事会の議決により」とあるの
事の過半数で」と、第五十六条第三項及び第五十九条第二項中「
は「理事の過半数で」と、第五十六条第三項及び第五十九条第二
理事会」とあるのは「理事」と、第六十条の二第二項中「理事会
項中「理事会」とあるのは「理事」と、第五十七条中「森林組合
の決議によらなければ」とあるのは「理事の過半数で決しなけれ
連合会」とあるのは「森林組合又は森林組合連合会」と、第六十
ば」と、第六十一条第一項第六号及び第六十三条第四号中「第九
条の二第二項中「理事会の決議によらなければ」とあるのは「理
条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若
事の過半数で決しなければ」と、第六十一条第一項第六号中「森
しくは第六号に掲げる事業」とあるのは「第九十三条第一項の事
林組合連合会」とあるのは「森林組合若しくは森林組合連合会」
業」と、同項第七号中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合
と、同項第七号中「組合」とあるのは「森林組合」と、第六十五
若しくは森林組合連合会」と、同項第八号中「組合」とあるのは
条第六項中「選挙」とあるのは「選挙及び解散、合併又は第百条
「森林組合」と、第六十五条第六項中「選挙」とあるのは「選挙
の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項に
及び解散、合併又は第百条の三第一項、第百条の十五第一項若し
規定する組織変更の議決」と、第七十二条中「第二十条から第二
くは第百条の二十第一項に規定する組織変更の決議」と、第七十
十二条まで及び第六十七条の二から前条まで」とあるのは「第九
二条中「第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前
十九条並びに第百条第二項において準用する第六十八条第一項か
条まで」とあるのは「第九十九条並びに第百条第二項において準
ら第三項まで及び第七十条」と、会社法第八百三十一条第一項中
用する第六十八条第一項から第三項まで及び第七十条」と、会社
「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
法第八百三十一条第一項中「第三百四十六条第一項（第四百七十
る場合を含む。）」とあるのは「森林組合法第百条第二項におい
九条第四項において準用する場合を含む。）」とあるのは「森林
て準用する同法第五十二条の二前段」と読み替えるものとするほ
組合法第百条第二項において準用する同法第五十二条の二前段」
か、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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 （略）
３ （略）
４ 第八十三条（第六項を除く。）の規定は組合の解散について、 ４ 第八十三条（第六項を除く。）、第八十四条、第八十四条の三
第八十四条、第八十四条の三、第八十四条の四第一項及び第二項
、第八十四条の四第一項及び第二項本文、第八十五条から第八十
本文、第八十五条（第三項を除く。）並びに第八十六条から第八
八条まで、第八十九条第一項並びに第九十条並びに会社法第五百

- 19 -

（組織変更計画の承認等）
第百条の三 組合は、前条の規定による組織変更（以下この款にお
いて「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成し
て、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
２ 前項の決議をする場合には、第百条第二項において準用する第
六十三条（第五号に係る部分を除く。）の規定による決議によら
なければならない。
３～５ （略）
６ 第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、組織
変更について準用する。この場合において、第六十六条第一項中
「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更（第百条の三
第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。）を」と、「、出
資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第二項
第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更
をする旨」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一
口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と読み替えるものとす
る。

十八条までの規定は組合の合併について、第八十九条第一項及び
第九十条並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第
三項の規定は組合の清算について、それぞれ準用する。この場合
において、第八十三条第四項中「十人」とあるのは「五人」と、
同法第五百七条第一項中「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。

（組織変更計画の承認等）
第百条の三 組合は、前条の規定による組織変更（以下この款にお
いて「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成し
て、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
２ 前項の議決をする場合には、第百条第二項において準用する第
六十三条（第四号に係る部分を除く。）の規定による議決によら
なければならない。
３～５ （略）
６ 第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、組織
変更について準用する。この場合において、第六十六条第二項第
一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「組織変更
をする旨」と読み替えるものとする。

二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は、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、第八十三条第四項
中「十人」とあるのは「五人」と、同法第五百七条第一項中「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。

（組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権）
（組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権）
第百条の四 組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に 第百条の四 組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に
先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通
先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通
知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつ
知したものは、組織変更の議決の日から二十日以内に書面をもつ
て持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合
て持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合
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を脱退することができる。
２～４ （略）

を脱退することができる。
２～４ （略）

（質権の効力）
（質権の効力）
第百条の七 （略）
第百条の七 （略）
２ 組合は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二 ２ 組合は、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から二
週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに
週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに
各別に通知しなければならない。
各別に通知しなければならない。

（組織変更計画の承認等）
（組織変更計画の承認等）
第百条の十五 組合は、前条の規定による組織変更（以下この款に 第百条の十五 組合は、前条の規定による組織変更（以下この款に
おいて「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成
おいて「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成
して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
（略）
２ （略）
２

（準用規定）
（準用規定）
第百条の十八 第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百条 第百条の十八 第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百条
の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第二
の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第二
項、第百条の六、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第
項、第百条の六、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第
四項並びに第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更
四項並びに第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更
について準用する。この場合において、第六十六条第一項中「出
について準用する。この場合において、第六十六条第二項第一号
資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更（第百条の十五第
中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする
一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。）を」と、「、出資
旨」と、第百条の三第二項中「前項」とあるのは「第百条の十五
一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第二項第
第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第百条の十
一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更を
五第一項の」と、第百条の四第一項中「前条第一項」とあるのは
する旨」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口
「第百条の十五第一項」と、第百条の五第一項及び第二項中「株
の金額の減少」とあるのは「組織変更」と、第百条の三第二項中
式又は」とあるのは「持分又は」と、第百条の六中「資本準備金
「前項」とあるのは「第百条の十五第一項」と、同条第三項中「
」とあるのは「資本金」と、第百条の七第一項中「受けるべき株
第一項の」とあるのは「第百条の十五第一項の」と、第百条の四
式又は」とあるのは「有すべき持分又は組織変更により受けるべ
第一項中「前条第一項」とあるのは「第百条の十五第一項」と、
き」と、第百条の八第二項中「前項」とあるのは「第百条の十六
第百条の五第一項及び第二項中「株式又は」とあるのは「持分又
」と、第百条の九第四項中「第三章第二節第一款」とあるのは「
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は」と、第百条の六中「資本準備金」とあるのは「資本金」と、
第百条の七第一項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべ
き持分又は組織変更により受けるべき」と、第百条の八第二項中
「前項」とあるのは「第百条の十六」と、第百条の九第四項中「
第三章第二節第一款」とあるのは「第三章第二節第二款」と、第
百条の十一第一項中「第百条の三第六項」とあるのは「第百条の
十八」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。

第三章第二節第二款」と、第百条の十一第一項中「第百条の三第
六項」とあるのは「第百条の十八」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。

（組織変更計画の承認等）
（組織変更計画の承認等）
第百条の二十 組合は、前条の規定による組織変更（以下この款に 第百条の二十 組合は、前条の規定による組織変更（以下この款に
おいて「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成
おいて「組織変更」という。）をするには、組織変更計画を作成
して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
（略）
２ （略）
２

（準用規定）
（準用規定）
第百条の二十四 第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百 第百条の二十四 第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百
条の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第
条の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第
二項、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第四項並びに
二項、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第四項並びに
第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更について準
第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更について準
用する。この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金
用する。この場合において、第六十六条第二項第一号中「出資一
額の減少を」とあるのは「組織変更（第百条の二十第一項に規定
口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同
する組織変更をいう。以下同じ。）を」と、「、出資一口の金額
項第二号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省
の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第二項第一号中「出
令」と、第百条の三第二項中「前項」とあるのは「第百条の二十
資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と
第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第百条の二
、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総
十第一項の」と、第百条の四第一項中「前条第一項」とあるのは
務省令」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口
「第百条の二十第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知
の金額の減少」とあるのは「組織変更」と、第百条の三第二項中
したもの（同条第二項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体
「前項」とあるのは「第百条の二十第一項」と、同条第三項中「
の構成員となることができないものを除く。）」と、第百条の五
第一項の」とあるのは「第百条の二十第一項の」と、第百条の四
第一項及び第二項並びに第百条の七第一項中「株式又は金銭」と
第一項中「前条第一項」とあるのは「第百条の二十第一項」と、
あるのは「金銭」と、第百条の八第二項中「前項」とあるのは「
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「通知したもの」とあるのは「通知したもの（同条第二項第一号
に規定する組織変更後認可地縁団体の構成員となることができな
いものを除く。）」と、第百条の五第一項及び第二項並びに第百
条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭」と、第百条
の八第二項中「前項」とあるのは「第百条の二十二第一項」と、
第百条の九第四項中「第三章第二節第一款」とあるのは「第三章
第二節第三款」と、第百条の十一第一項中「第百条の三第六項」
とあるのは「第百条の二十四」と、同条第二項第三号中「農林水
産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」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。

第百条の二十二第一項」と、第百条の九第四項中「第三章第二節
第一款」とあるのは「第三章第二節第三款」と、第百条の十一第
一項中「第百条の三第六項」とあるのは「第百条の二十四」と、
同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令
・総務省令」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。

（森林の経営）
（森林の経営）
第百一条の二 出資連合会は、前条第一項に掲げる事業のほか、当 第百一条の二 出資連合会は、前条第一項に掲げる事業のほか、当
該出資連合会の総会に総会員（第百四条第一項ただし書に規定す
該出資連合会の総会に総会員（第百四条第一項ただし書に規定す
る准会員を除く。）の半数以上が出席し、その議決権の三分の二
る准会員を除く。）の半数以上が出席し、その議決権の三分の二
以上の多数による決議を経て、林業を行う所属員の利益の増進又
以上の多数による議決を経て、林業を行う所属員の利益の増進又
は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出
は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出
資連合会が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出
資連合会が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出
資連合会の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相
資連合会の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相
当とする当該出資連合会の地区外にあるものにつき、森林の経営
当とする当該出資連合会の地区外にあるものにつき、森林の経営
（委託又は信託を受けて行うものを除く。）及びこれに附帯する
（委託又は信託を受けて行うものを除く。）及びこれに附帯する
事業（第三項において「森林経営事業」という。）を併せ行うこ
事業（第三項において「森林経営事業」という。）を併せ行うこ
とができる。
とができる。
２ 出資連合会が前項の規定により決議をした場合には、当該決議 ２ 出資連合会が前項の規定により議決をした場合には、当該議決
をした日から二週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は所属
をした日から二週間以内に、当該議決の内容を公告し、又は所属
員（当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員（第
員（当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員（第
二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。次項において
二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。次項において
同じ。）に限る。次項において同じ。）に通知しなければならな
同じ。）に限る。次項において同じ。）に通知しなければならな
い。
い。
（略）
３ （略）
３
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第百六条

削除

（競業関係にある者の役員等への就任禁止）
第百六条 連合会の行う事業と実質的に競争関係にある事業（その
連合会の所属員の営む林業及びその連合会の所属員たる組合若し
くは連合会又はその連合会が所属員となつている連合会の行う事
業を除く。）を営む者（その者が法人であるときは、これを代表
する地位にある者）は、その連合会の理事、監事、参事又は会計
主任になることができない。

（総会の決議事項）
（総会の議決事項）
第百七条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。 第百七条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 第六十一条第一項第一号、第二号（共同施業規程に係る部分
一 第六十一条第一項第一号、第二号（共同施業規程に係る部分
を除く。）、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項
を除く。）及び第三号から第六号までに掲げる事項
二 事業の全部の譲渡又は第百一条第一項第四号、第五号、第八
（新設）
号若しくは第十八号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡
三・四 （略）
二・三 （略）

（解散事由）
（解散事由）
第百八条の二 （略）
第百八条の二 （略）
２～５ （略）
２～５ （略）
６ 第百一条第一項第一号の三又は第十三号に掲げる事業及びこれ ６ 第百一条第一項第一号の三又は第十三号に掲げる事業及びこれ
らに附帯する事業のみを行う連合会にあつては、第一項及び第四
らに附帯する事業のみを行う森林組合連合会にあつては、第一項
項に掲げる事由によるほか、第百九条第一項において準用する第
及び第四項に掲げる事由によるほか、第百九条第一項において準
十条第一項及び第十九条第一項の承認の取消しによつて解散する
用する第十条第一項及び第十九条第一項の承認の取消しによつて
。
解散する。
（吸収分割の手続）
第百八条の四 出資連合会は、吸収分割（出資連合会がその事業に （新設）
関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資連合会に
承継させることをいう。以下この章において同じ。）をすること
ができる。この場合においては、吸収分割をする出資連合会（以
下「吸収分割連合会」という。）とその事業に関して有する権利
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義務の全部又は一部を当該吸収分割連合会から承継する出資連合
会（以下「吸収分割承継連合会」という。）とは、吸収分割契約
を締結しなければならない。
２ 吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会は、吸収分割契約につ
いて、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければなら
ない。
３ 次に掲げる場合には、吸収分割承継連合会の理事は、前項の総
会において、その旨を説明しなければならない。
一 吸収分割承継連合会が承継する吸収分割連合会の債務の額と
して農林水産省令で定める額（次号において「承継債務額」と
いう。）が吸収分割承継連合会が承継する吸収分割連合会の資
産の額として農林水産省令で定める額（同号において「承継資
産額」という。）を超える場合
二 吸収分割承継連合会が吸収分割連合会に対して交付する金銭
等（吸収分割承継連合会に対する出資を除く。）の帳簿価額が
承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合
第百八条の五 吸収分割契約には、次に掲げる事項を定めなければ （新設）
ならない。
一 吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の吸収分割後の名称
、地区及び主たる事務所の所在地
二 吸収分割承継連合会が吸収分割連合会から承継する資産、債
務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
三 吸収分割承継連合会が吸収分割に際して吸収分割連合会に対
してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等
を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収分割承継連合会に対する出資であるとき
は、当該出資の口数又はその口数の算定方法
ロ 当該金銭等が吸収分割承継連合会に対する出資以外の財産
であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれら
の算定方法
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四 吸収分割承継連合会の準備金に関する事項
五 その他農林水産省令で定める事項
２ 吸収分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じな
い。
３ 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の
認可について準用する。
第百八条の六 吸収分割連合会が吸収分割によつて吸収分割承継連 （新設）
合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割連合会の最
終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一（これを下回
る割合を吸収分割連合会の定款で定めた場合にあつては、その割
合）を超えない場合における吸収分割連合会の吸収分割について
の第百八条の四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」とする。
２ 吸収分割承継連合会が吸収分割に際して吸収分割連合会に対し
て交付する吸収分割承継連合会に対する出資の口数にその一口当
たりの純資産額を乗じて得た額（出資以外の財産も交付する場合
にあつては、その帳簿価額の合計額を加えた額）が吸収分割承継
連合会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（
これを下回る割合を吸収分割承継連合会の定款で定めた場合にあ
つては、その割合）を超えない場合（第百八条の四第三項各号の
いずれかに該当する場合を除く。）における吸収分割承継連合会
の吸収分割についての同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」とする。
３ 前二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う吸収
分割連合会又は吸収分割承継連合会は、その旨を吸収分割契約に
定めなければならない。
４ 吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会が第一項又は第二項の
規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合においては
、当該吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会は、吸収分割につ
いての理事会の決議の日から二週間以内に、当該吸収分割の相手
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方である吸収分割承継連合会又は吸収分割連合会の名称及び住所
、吸収分割を行う時期並びに第一項又は第二項の規定により総会
の決議を経ないで吸収分割を行う旨を公告し、又は会員に通知し
なければならない。
５ 吸収分割連合会の総会員（准会員を除く。）の六分の一以上の
会員（准会員を除く。）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吸収分割連合会に対し書面をもつて吸収分割
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
決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。
６ 吸収分割承継連合会の総会員（准会員を除く。）の六分の一以
上の会員（准会員を除く。）が第四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吸収分割承継連合会に対し書面をもつ
て吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第二項の規定に
より総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。
（準用規定）
第百八条の七 第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第八十 （新設）
四条の三（第一項第三号を除く。）、第八十四条の四、第八十六
条並びに第八十七条の二並びに民法第三百九十八条の十の規定は
、吸収分割について準用する。この場合において、第六十六条第
一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「吸収分割（第百
八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下同じ。）を」と
、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、吸収分割」と、同
条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「
吸収分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告
（不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。）
」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額
の減少」とあるのは「吸収分割」と、第八十四条の三第一項中「
第八十四条第一項の合併契約」とあるのは「吸収分割契約」と、
同項第一号中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分
割連合会（第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会をいう
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。以下同じ。）」と、「まで」とあるのは「後六月を経過する日
まで」と、同号イ中「第八十四条第一項の総会の日」とあるのは
「第百八条の四第二項の総会の日（第百八条の六第一項の規定に
より総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合にあつては、理事
会の決議の日）」と、同号ロ中「第八十四条第四項」とあるのは
「第百八条の七」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあ
るのは「吸収分割承継連合会（第百八条の四第一項に規定する吸
収分割承継連合会をいう。以下同じ。）」と、同号イ中「第八十
四条第一項」とあるのは「第百八条の四第二項」と、「前条第一
項」とあるのは「第百八条の六第二項」と、同条第二項中「組合
員」とあるのは「所属員（第百一条第一項第一号に規定する所属
員をいう。以下同じ。）」と、同条第三項中「組合員」とあるの
は「所属員」と、第八十四条の四第一項中「合併によつて消滅す
る組合」とあるのは「吸収分割連合会」と、「組合員」とあるの
は「所属員」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、第百
八条の六第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行
う場合（同条第五項の通知があつた場合を除く。）は、この限り
でない」と、同条第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「
吸収分割承継連合会」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、
同項ただし書中「第八十四条の二第一項」とあるのは「第百八条
の六第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第六項」と、
第八十六条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組
合」とあるのは「吸収分割承継連合会」と、第八十七条の二第一
項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事
は」とあるのは「吸収分割連合会の理事は、吸収分割承継連合会
の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて
消滅した組合」とあるのは「吸収分割承継連合会が承継した吸収
分割連合会」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債
権者」とあるのは「吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会の所
属員及び債権者その他の利害関係人」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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（吸収分割による権利義務の承継）
第百八条の八 吸収分割承継連合会は、吸収分割がその効力を生ず （新設）
る日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割連合会の権利義務
を承継する。
２ 前項の規定にかかわらず、吸収分割連合会の債権者であつて、
前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による
各別の催告を受けなかつたもの（同条第三項に規定する場合にあ
つては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る
。次項において同じ。）は、吸収分割契約において吸収分割後に
当該吸収分割連合会に対して債務の履行を請求することができな
いものとされているときであつても、当該吸収分割連合会に対し
て、当該吸収分割連合会が吸収分割がその効力を生ずる日に有し
ていた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること
ができる。
３ 第一項の規定にかかわらず、吸収分割連合会の債権者であつて
、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定によ
る各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収
分割後に吸収分割承継連合会に対して債務の履行を請求すること
ができないものとされているときであつても、当該吸収分割承継
連合会に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債
務の履行を請求することができる。
４ 吸収分割連合会は、吸収分割がその効力を生ずる日に、第百八
条の五第一項第三号イに掲げる事項についての吸収分割契約の定
めに従い、吸収分割承継連合会の会員となる。
（労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する
法律の準用）
第百八条の九 吸収分割に伴う労働契約の承継に関しては、吸収分 （新設）
割連合会は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承
継等に関する法律第二条第一項に規定する通知期限日までに、当
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該労働者と協議をするものとする。
２ 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八
条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。この
場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第
五章の規定による分割（吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ
」とあるのは「森林組合法第百八条の四第一項に規定する吸収分
割（以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項
並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項
、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十
六条第一項」とあるのは「森林組合法第百八条の八第一項」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
。
（吸収分割の無効の訴えについての会社法の準用）
第百八条の十 会社法第八百二十八条第一項（第九号に係る部分に （新設）
限る。）及び第二項（第九号に係る部分に限る。）、第八百三十
四条（第九号に係る部分に限る。）、第八百三十五条から第八百
三十九条まで、第八百四十三条（第一項第一号、第二号及び第四
号並びに第二項ただし書を除く。）並びに第八百四十六条の規定
は吸収分割の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、
第八百七十条第二項（第六号に係る部分に限る。）、第八百七十
条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条（第五号に係る部
分に限る。）、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八
百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する
同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する
。この場合において、同法第八百二十八条第二項第九号中「株主
等若しくは社員等」とあるのは「所属員（森林組合法第百一条第
一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。）、理事、監事
若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「所属員、
理事、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又
は設立時株主」とあるのは「所属員」と、同項ただし書中「株主
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が取締役」とあるのは「所属員が理事」と読み替えるものとする
ほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
（政令への委任）
第百八条の十一 第百八条の四から前条までに定めるもののほか、 （新設）
吸収分割に関し必要な事項は、政令で定める。
（新設分割の手続）
第百八条の十二 二以上の出資組合又は出資連合会は、新設分割（ （新設）
二以上の出資組合又は出資連合会がその事業に関して有する権利
義務の全部又は一部を分割により設立する出資連合会に承継させ
ることをいう。以下同じ。）をすることができる。この場合にお
いては、新設分割をする出資組合又は出資連合会（以下「新設分
割組合等」という。）は、共同して新設分割計画を作成しなけれ
ばならない。
新設分割組合等は、新設分割計画について、それぞれ総会の決
議により、その承認を受けなければならない。
２

第百八条の十三 新設分割計画には、次に掲げる事項を定めなけれ （新設）
ばならない。
一 新設分割によつて設立する出資連合会（以下「新設分割設立
連合会」という。）の第百九条第三項において準用する第四十
二条第一項各号に掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、新設分割設立連合会の定款で定め
る事項
三 新設分割設立連合会が新設分割組合等から承継する資産、債
務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
四 新設分割組合等が新設分割に際して取得する新設分割設立連
合会に対する出資の口数又はその口数の算定方法
新設分割組合等に対する前号の出資の割当てに関する事項
新設分割設立連合会の準備金に関する事項
五
六
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七 その他農林水産省令で定める事項
２ 新設分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じな
い。
第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の
認可について準用する。
３

第百八条の十四 新設分割組合等が新設分割によつて新設分割設立 （新設）
連合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合等の
最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一（これを下
回る割合を新設分割組合等の定款で定めた場合にあつては、その
割合）を超えない場合における新設分割についての第百八条の十
二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」とする。
２ 前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分
割組合等は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。
３ 新設分割組合等が第一項の規定により総会の決議を経ないで新
設分割を行う場合においては、当該新設分割組合等は、新設分割
についての理事会の決議の日から二週間以内に、新設分割設立連
合会の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定によ
り総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員
若しくは会員に通知しなければならない。
４ 新設分割組合等の総組合員（准組合員を除く。）又は総会員（
准会員を除く。）の六分の一以上の組合員（准組合員を除く。）
又は会員（准会員を除く。）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新設分割組合等に対し書面をもつて新設
分割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
会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。
（準用規定）
第百八条の十五 第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項 （新設）
及び第二項、第八十四条の三（第一項第一号を除く。）、第八十
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四条の四第二項、第八十五条、第八十六条並びに第八十七条の二
並びに民法第三百九十八条の十の規定は、新設分割について準用
する。この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額
の減少を」とあるのは「新設分割（第百八条の十二第一項に規定
する新設分割をいう。以下同じ。）を」と、「、出資一口の金額
の減少」とあるのは「、新設分割」と、同条第二項第一号中「出
資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と
、同条第三項中「催告」とあるのは「催告（不法行為によつて生
じた債務の債権者に対するものを除く。）」と、第六十七条第一
項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「
新設分割」と、第八十四条の三第一項中「第八十四条第一項の合
併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第二号中「合併後
存続する組合」とあるのは「新設分割組合等（第百八条の十二第
一項に規定する新設分割組合等をいう。以下同じ。）」と、同号
イ中「第八十四条第一項」とあるのは「第百八条の十二第二項」
と、「前条第一項」とあるのは「第百八条の十四第一項」と、同
号ロ中「前号ロに掲げる日」とあるのは「第百八条の十五におい
て準用する第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規
定による催告の日のいずれか早い日」と、同項第三号中「合併に
よつて成立する組合」とあるのは「新設分割設立連合会（第百八
条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会をいう。以
下同じ。）」と、同条第二項中「組合員」とあるのは「組合員又
は所属員（第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下
同じ。）」と、同条第三項中「組合員」とあるのは「組合員又は
所属員」と、第八十四条の四第二項中「合併後存続する組合」と
あるのは「新設分割組合等」と、「組合員」とあるのは「組合員
又は所属員」と、同項ただし書中「第八十四条の二第一項」とあ
るのは「第百八条の十四第一項」と、第八十五条第一項中「組合
員（准組合員を除く。）」とあるのは「出資組合にあつては組合
員（准組合員を除く。）、第百一条第二項に規定する出資連合会
にあつては会員である組合又は連合会の役員」と、同条第三項中

- 33 -

「第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項」とあるのは「第
四十四条第十項及び第十一項並びに第百五条本文」と、第八十六
条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあ
るのは「新設分割設立連合会」と、第八十七条の二第一項中「合
併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあ
るのは「新設分割組合等の理事は、新設分割設立連合会の理事と
共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した
組合」とあるのは「新設分割設立連合会が承継した新設分割組合
等」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」と
あるのは「新設分割組合等又は新設分割設立連合会の組合員、所
属員及び債権者その他の利害関係人」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。
（新設分割による権利義務の承継）
第百八条の十六 新設分割設立連合会は、その成立の日に、新設分 （新設）
割計画の定めに従い、新設分割組合等の権利義務を承継する。
２ 前項の規定にかかわらず、新設分割組合等の債権者であつて、
前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による
各別の催告を受けなかつたもの（同条第三項に規定する場合にあ
つては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る
。次項において同じ。）は、新設分割計画において新設分割後に
当該新設分割組合等に対して債務の履行を請求することができな
いものとされているときであつても、当該新設分割組合等に対し
て、当該新設分割組合等が新設分割設立連合会の成立の日に有し
ていた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること
ができる。
３ 第一項の規定にかかわらず、新設分割組合等の債権者であつて
、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定によ
る各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設
分割後に新設分割設立連合会に対して債務の履行を請求すること
ができないものとされているときであつても、当該新設分割設立
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連合会に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債
務の履行を請求することができる。
４ 新設分割組合等は、新設分割設立連合会の成立の日に、第百八
条の十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての新設分
割計画の定めに従い、当該新設分割設立連合会の会員となる。
（労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する
法律の準用）
第百八条の十七 新設分割に伴う労働契約の承継に関しては、新設 （新設）
分割組合等は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の
承継等に関する法律第二条第一項に規定する通知期限日までに、
当該労働者と協議をするものとする。
２ 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八
条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。この
場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第
五章の規定による分割（吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ
」とあるのは「森林組合法第百八条の十二第一項に規定する新設
分割（以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三
項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一
項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六
十六条第一項」とあるのは「森林組合法第百八条の十六第一項」
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。
（新設分割の無効の訴えについての会社法の準用）
第百八条の十八 会社法第八百二十八条第一項（第十号に係る部分 （新設）
に限る。）及び第二項（第十号に係る部分に限る。）、第八百三
十四条（第十号に係る部分に限る。）、第八百三十五条から第八
百三十九条まで、第八百四十三条（第一項第一号から第三号まで
及び第二項ただし書を除く。）並びに第八百四十六条の規定は新
設分割の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八
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百七十条第二項（第六号に係る部分に限る。）、第八百七十条の
二、第八百七十一条本文、第八百七十二条（第五号に係る部分に
限る。）、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七
十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法
第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。こ
の場合において、同法第八百二十八条第二項第十号中「株主等若
しくは社員等」とあるのは「組合員、所属員（森林組合法第百一
条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。）、理事、
監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合
員、所属員、理事、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一
項中「株主又は設立時株主」とあるのは「組合員又は所属員」と
、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「組合員又は所属
員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは
、政令で定める。
（政令への委任）
第百八条の十九 第百八条の十二から前条までに定めるもののほか （新設）
、新設分割に関し必要な事項は、政令で定める。

（準用規定）
（準用規定）
第百九条 （略）
第百九条 （略）
２ 第二十八条から第三十条まで、第三十一条第三項から第八項ま ２ 第二十八条から第三十条まで、第三十一条第三項から第八項ま
で、第三十二条、第三十三条及び第三十五条から第四十一条の二
で及び第三十二条から第四十一条の二までの規定は、連合会の会
までの規定は、連合会の会員について準用する。
員について準用する。
３ 第四十二条から第四十三条の二まで、第四十四条（第三項ただ ３ 第四十二条から第四十三条の二まで、第四十四条（第三項ただ
し書、第七項及び第九項を除く。）、第四十四条の二から第五十
し書、第七項及び第九項を除く。）、第四十四条の二から第五十
六条まで、第五十八条から第六十条の四まで、第六十一条第二項
六条まで、第五十八条から第六十条の四まで、第六十一条第二項
から第四項まで、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条
から第四項まで、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条
から第七十三条までの規定は、連合会の管理について準用する。
から第七十三条までの規定は、連合会の管理について準用する。
この場合において、第四十四条第五項中「一人」とあるのは「一
この場合において、第四十四条第五項中「一人」とあるのは「一
人（第百四条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選
人（第百四条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選
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挙権を与える森林組合連合会にあつては、選挙権一個）」と、第
挙権を与える森林組合連合会にあつては、選挙権一個）」と、第
四十五条第三項中「合併」とあるのは「合併又は第百八条の十二
六十八条第四項中「第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号
第一項に規定する新設分割」と、第六十三条第二号中「第八十八
に掲げる事業」とあるのは「第百一条第一項第一号又は第十六号
条の二第一項」とあるのは「第八十八条の二第一項若しくは第百
に掲げる事業」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替
八条の四第一項」と、同条第四号中「第九条第一項第一号から第
えは、政令で定める。
四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる
事業」とあるのは「第百一条第一項第四号、第五号、第八号若し
くは第十八号に掲げる事業」と、第六十八条第四項中「第九条第
一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業」とあるのは「
第百一条第一項第一号又は第十六号に掲げる事業」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。
４ （略）
４ （略）
５ 第八十四条から第八十八条までの規定は連合会の合併について ５ 第八十四条から第九十条まで及び第九十二条の規定は、連合会
、第八十九条から第九十条まで及び第九十二条の規定は連合会の
の解散及び清算について準用する。この場合において、第八十五
清算について、それぞれ準用する。この場合において、第八十五
条第三項中「第四十四条第九項本文」とあるのは「第百五条本文
条第三項中「第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項」とあ
」と、第八十九条第一項中「及び破産手続開始の決定」とあるの
るのは「第百五条本文並びに第百九条第三項において準用する第
は「、破産手続開始の決定及び第百八条の二第四項第一号に掲げ
四十四条第十項及び第十一項」と、第八十九条第一項中「及び破
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、
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
政令で定める。
八条の二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。

（決議、選挙及び当選の取消し）
（議決、選挙及び当選の取消し）
第百十五条 組合員（准組合員を除く。）又は会員（准会員を除く 第百十五条 組合員（准組合員を除く。）又は会員（准会員を除く
。）が総組合員（准組合員を除く。）又は総会員（准会員を除く
。）が総組合員（准組合員を除く。）又は総会員（准会員を除く
。）の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法
。）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
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、その決議又は選挙若しくは
くは規約に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは
当選決定の日から一月以内にその決議又は選挙若しくは当選の取
当選決定の日から一月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取
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
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、その決議又は選挙若しくは当選を取り消すこと
と認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すこと
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削除

ができる。
２・３ （略）

第百十六条

ができる。
２・３ （略）

（専用契約の取消し）
第百十六条 行政庁は、第三十四条第一項（第百九条第二項におい
て準用する場合を含む。）の規定による契約の内容が公益に反す
ると認めるときは、その契約を取り消すことができる。

第百二十二条 次に掲げる場合には、組合の役員又は清算人は、五 第百二十二条 次に掲げる場合には、組合の役員又は清算人は、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
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。
べきときは、この限りでない。
一～六の二 （略）
一～六の二 （略）
六の三 第三十一条第八項（第百条第一項及び第百九条第二項に
六の三 第三十一条第八項（第百条第一項及び第百九条第二項に
おいて準用する場合を含む。次号において同じ。）、第七十七
おいて準用する場合を含む。次号において同じ。）、第七十七
条第八項（第百九条第四項において準用する場合を含む。以下
条第八項（第百九条第四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。）若しくは第百条第三項において準用す
この項において同じ。）若しくは第百条第三項において準用す
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
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四十一条の二第二項（第九十二条
百十二条第四項の規定又は第四十一条の二第二項（第九十二条
（第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項に
（第百九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。）、第百条第一項及び第百九条第二項において準
おいて同じ。）、第百条第一項及び第百九条第二項において準
用する場合を含む。）、第四十三条の二第一項（第九十二条、
用する場合を含む。）、第四十三条の二第一項（第九十二条、
第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む
第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む
。）、第四十六条の三第一項（第九十二条及び第百九条第三項
。）、第四十六条の三第一項（第九十二条及び第百九条第三項
において準用する場合を含む。）若しくは第二項（第百九条第
において準用する場合を含む。）若しくは第二項（第百九条第
三項において準用する場合を含む。）、第五十条第九項（第九
三項において準用する場合を含む。）、第五十条第九項（第九
十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。）若
十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。）若
しくは第十項（第百九条第三項において準用する場合を含む。
しくは第十項（第百九条第三項において準用する場合を含む。
）、第六十三条の四第二項若しくは第三項（これらの規定を第
）、第六十三条の四第二項若しくは第三項（これらの規定を第
七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに
七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに
第百九条第三項において準用する場合を含む。）、第八十四条
第百九条第三項において準用する場合を含む。）、第六十六条
の三第一項（第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条
第一項（第八十四条第四項（第百条第四項、第百八条の三第二
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の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五
項において準用する場合を含む。）、第八十七条の二第二項（
第八十八条の五第一項、第百条第四項、第百八条の三第二項、
第百八条の七、第百八条の十五及び第百九条第五項において準
用する場合を含む。）若しくは第九十八条の九第三項の規定に
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。
七 第三十一条第八項、第七十七条第八項若しくは第百条第三項
において準用する会社法第三百十条第七項、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四十一条の二第三
項（第九十二条、第百条第一項及び第百九条第二項において準
用する場合を含む。）、第四十三条の二第二項（第九十二条、
第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む
。）、第四十六条の三第三項（第九十二条及び第百九条第三項
において準用する場合を含む。）、第五十条第十一項（第九十
二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。）、第
六十三条の四第四項（第七十七条第八項、第九十二条、第百条
第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合
を含む。）、第八十四条の三第二項（第八十八条の五第一項、
第百条第四項、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条
の十五及び第百九条第五項において準用する場合を含む。）、
第八十七条の二第三項（第八十八条の五第一項、第百条第四項
、第百八条の三第二項、第百八条の七、第百八条の十五及び第
百九条第五項において準用する場合を含む。）若しくは第九十
八条の九第四項の規定に違反して、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、電磁的記録に記録された事項を電磁的方

項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。）、第百
条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。）
、第八十四条の三第一項（第百条第四項、第百八条の三第二項
及び第百九条第五項において準用する場合を含む。）、第八十
七条の二第二項（第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百
九条第五項において準用する場合を含む。）若しくは第九十八
条の九第三項の規定に違反して、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。
六の四 第三十一条第八項、第七十七条第八項若しくは第百条第
三項において準用する会社法第三百十条第七項、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四十一条の二
第三項（第九十二条、第百条第一項及び第百九条第二項におい
て準用する場合を含む。）、第四十三条の二第二項（第九十二
条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を
含む。）、第四十六条の三第三項（第九十二条及び第百九条第
三項において準用する場合を含む。）、第五十条第十一項（第
九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。）
、第六十三条の四第四項（第七十七条第八項、第九十二条、第
百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する
場合を含む。）、第八十四条の三第二項（第百条第四項、第百
八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含
む。）、第八十七条の二第三項（第百条第四項、第百八条の三
第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。）若
しくは第九十八条の九第四項の規定に違反して、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、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。
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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。
（削る。）
八～十一 （略）
十二 第五十八条（第百九条第三項において準用する場合を含む
。）の規定、第五十九条第二項若しくは第六十条第二項（これ
らの規定を第五十二条第四項（第百条第二項及び第百九条第三
項において準用する場合を含む。）、第九十二条、第百条第二
項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。）の規定
、第六十五条の二第二項若しくは第四項（これらの規定を第八
十八条の五第一項、第百八条の三第二項及び第百八条の十五に
おいて準用する場合を含む。）の規定又は第九十八条の十の規
定に違反したとき。
十三 （略）
十三の二 第六十五条の二第一項（第八十八条の五第一項、第百
八条の三第二項及び第百八条の十五において準用する場合を含
む。）の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の
通知をしたとき。
十四 第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項（これらの規
定を第百条第二項及び第百九条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、第八十四
条第四項（第百条第四項及び第百九条第五項において準用する
場合を含む。）において読み替えて準用する第六十六条第二項
若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合、生産森
林組合若しくは出資連合会の合併をし、第八十八条の五第一項
において読み替えて準用する第六十六条第二項若しくは第六十
七条第二項の規定に違反して出資組合若しくは出資連合会の第
八十八条の二第一項に規定する吸収分割をし、第百八条の三第
二項において準用する第八十四条第四項において準用する第六
十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資

七 第三十四条第二項（第百九条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。
八～十一 （略）
十二 第五十八条（第百九条第三項において準用する場合を含む
。）の規定、第五十九条第二項若しくは第六十条第二項（これ
らの規定を第五十二条第四項（第百条第二項及び第百九条第三
項において準用する場合を含む。）、第九十二条、第百条第二
項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。）の規定
、第六十五条の二第二項若しくは第四項（これらの規定を第百
八条の三第二項において準用する場合を含む。）の規定又は第
九十八条の十の規定に違反したとき。

十三 （略）
十三の二 第六十五条の二第一項（第百八条の三第二項において
準用する場合を含む。）の規定に違反して、通知をすることを
怠り、又は不正の通知をしたとき。

十四 第六十六条若しくは第六十七条第二項（これらの規定を第
百条第二項及び第百九条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、第八十四条第四
項（第百条第四項及び第百九条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六十六条若しくは第六十七条第二
項の規定に違反して出資組合、生産森林組合若しくは出資連合
会の合併をし、又は第百八条の三第二項において準用する第八
十四条第四項において準用する第六十六条若しくは第六十七条
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。
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組合に係る承継をし、第百八条の七において読み替えて準用す
る第六十六条第二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反し
て出資連合会の第百八条の四第一項に規定する吸収分割をし、
又は第百八条の十五において読み替えて準用する第六十六条第
二項若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合若し
くは出資連合会の新設分割をしたとき。
十五・十六 （略）
十五・十六 （略）
十六の二 第八十四条の二第三項（第百九条第五項において準用
十六の二 第八十四条の二第三項（第百九条第五項において準用
する場合を含む。）、第八十八条の四第四項、第百八条の六第
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
四項又は第百八条の十四第三項の規定に違反して、公告若しく
ることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
は通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をした
とき。
十七～二十二 （略）
十七～二十二 （略）
２ （略）
２ （略）
（削る。）
３ 第五十七条（第九十二条及び第百条第二項において準用する場
合を含む。）又は第百六条の規定に違反した者は、五十万円以下
の過料に処する。
３ 連合会の役員又は職員が、監査事業に係る業務に関して知り得 ４ 連合会の役員又は職員が、監査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
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
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。
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。
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