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第一章
農水産業協同組合貯金保険機構

運 営委 員会 （第 十四条
第三十三条）

第一節

第四十四条）

第 三十 七条 ）

第二節
保険金等の支払（第五十五条

農水産業協同組合貯金保険

第三節
資 金援 助（ 第六十一条

第五十四条）

第 四節

第五章

管理人による管理（第八 十三 条

資金決済に関する債権者の保護（第六十九条の二

第六章

金融危機への対応（第九十七条

第百三十四条）

第百二十二条）

第七章
罰則（第百二十三条

雑則（第百十一条

附則

第九章

第八章

第三 章の 二

｜

｜

目次
第二章
第八条）

役員等（第二十四条

第十三条）

第三節
業務（第三十四条

総則（第三条

第四節
財務及び会計（第三十八条

設立（第九条

第五節

第一節

第六節
監督（第四十五条・第四十六条）

第 二節

第七節
補則（第四十七条・第四十八条）

第二十三条）

第八節

｜

この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るた め、農水産業協同組合が貯金等の

（目的）

｜
｜ ｜ ｜ ｜

第三章

｜
｜
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｜
｜

｜

｜ ｜

払戻 しを 停止 した 場合 に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に関し、合併等に対する適切な資金援 助、

第一条

｜

管理人による管理及び金融危機に対応 する ため の措 置等 の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
（権限）

三

二

一

決算

予算及び資金計画

業務方法書の作成及び変更

定款の変更

次章から第五章まで、第七章及び第八章に規定するも のの ほか 、次 に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

四
その 他委 員会 が特 に必 要と認める事項

第十五条

五
（業務の範囲）
次章第二節の規定による保険料の収納

機構は、第一条の目的 を達 成するため、次の業務を行う。

一
次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払

第三十四条
二
次章第四節の規定による資金援助

六

五

四

第七章の 規定 によ る優 先出資の引受け等その他同章の規定による業務

第八 十六 条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務

第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務

第四章の規定による貯金等債権の買取り

第六十九条の三の規定による資金の貸付け

三

七

第百十一条又は第百十二条に おいて準用する第六十九条の三の規定による資金の貸付け

三の二

八

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）第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規
前各号に掲げる業務に附帯する業務

定による業務

九
十
（資料の提出の請求等）

国又は都道府県は、機構がその業務を行なうため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交 付し、又はこれを閲覧させること

前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅滞なく、これを提出しなけ れば なら ない 。

機構は、その業務を行なうため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、資料の提出を求めることができる。

２

第三十七条
３

がで きる 。
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（区分経理）
第三十四条各号に掲げる業務（次号に掲げるものを除く。）

機構の経理については、次に掲げる業務ご とに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一

第百一条第一項の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第百七条第一項の規定による 負担 金の 収納及びこれらの業務に附帯する業務

第四十条の二
二
（保険料の納付等）
（略）

機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める農水産業協 同組 合の 保険 料を 免除する

第五十条
２
保険事故が発生したとき。

当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合

当該 保険 事故 に係る農水産業協同組合

一
第六十六条第一項に規定する適格性の認定 等が 行わ れたとき。

当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合

ことができる。
二

第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたと き。
（略）

三
３・４
（督促及び滞納処分）

機構は、保険料を滞納する農水産業協同組合がある場合には、督促状により、期限を 指定 して 、これを督促することができる。

前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければ なら ない 。

第五十二条
２

機構は、第一項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた農水産業協同組合が督促状で指定する期限までに 滞納に係る保険料及びこれ

の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。

市町村が、第三項の規定による請求を受けた日か ら三 十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、機構は、主務大臣

徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

市町村は、前項の規定による請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、機構は、

請求することができる。

に係る次条第 一項 の延 滞金 を完納しないときは、当該農水産業協同組合の住所又は財産がある市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し、その徴収を

３

４
５

（延滞金）

機構は、前条第一項の規定による督促をしたときは、保険料の額につき年十四・五パ ーセ ント の割 合で 、納 付期限の翌日から保険料完納又は

前項の場合において、保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎と なる 保険 料の 額は、その納

財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。

第五十三条
２
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付のあつた保険料の額を控除した額に よる 。

第五十二条第四項及び第五項の規定による徴収金の 先取 特権 の順 位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

（先取特権）
第五十四条

（略）

（貯金等に係る債権の額の把握）

機構は、前項に規定する貯金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯

第五十七条の二
２
（ 略）

金者 等の 氏名 又は 名称 及び 住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
３・４
（資金援助）

機構は、第六十一条第一項 、第 六十 一条 の二 第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の二第一項の規定による申込みがあつたときは、遅滞

経営困難農水産業協同組合（農水産業協同組合連合会であるものに限る。）について、合併等又は信用 事業 再建 措置 が行われることなく、その信用事

農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効 率的 な利用に配意しなければならない。

委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資 金援 助に要すると見込まれる費用及び当該資金援助に係る経営困難

を行うかどうかを決定しなければならない。

なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行つた農水産業協同組合 若し くは 指定 支援 法人 又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助

第六十五条

２
３

業に 係る 業務 の全部の廃止又は解散が行われる場合において、当該経営困難農水産業協同組合の会員である農水産業協同組合に係る第 一種 保険 事故 が発

生するおそれ があ ると 認め られるときは、当該第一種保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用は、前項に規定する保険金の支
機構は、第一項の規定による決定をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

払を行うときに要すると見込まれ る費用とみなす。
４

機構は、都道府県知事の監督に 係る 農水 産業 協同 組合を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る第一項の規定による決定をしたときは、直ち

付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付する旨を約するものとする。

前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る農水産業 協同 組合 は、 当該 契約 において、当該損害担保に係る貸

農水産業協同組合に対する資金援助に関する契約を締結するものとする。

二第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組 合若 しくは当該指定支援法人又は合併により設立される

機構は、第一項の規定による資金援助を行う旨の決定をした とき は、 第六十一条第一項、第六十一条の二第一項、第六十二条第一項又は第六十二条の

に、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告しなければ なら ない 。

５
６

７

- 4 -

（略）

（追加的資金援助）
第六十九条
（略）

第六十一条第六項、第六十五条及び第六十五条の二の規定は 第一 項又 は第 二項の規定による申込みについて、第六十一条の二の規定は資金援助に係る

２・３
４

合併等を行つた救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞ れ準 用す る。この場合において、第六十五条第二項中「

及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると 見込 まれ る」 とあるのは、「及び当該資金援助

に係る経営困難農水産業協同組合につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに 当該経営困難農水産業協同

組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」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。

機構は 、債 権回 収会社と回収業務（経営困難農水産業協同組合から買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。）に関する

（協定債権回収会社に係る 業務）
第七十四条

協定を締結した債権回収会社（以下「協定債権回収会社」 とい う。）に対し、協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこ

協定（以下「協定」という。）を締結し、及び 当該 協定 を実施するため、次の業務を行うことができる。
一
と。

協定債権回収会社に対し、第七十八条の規定による損失の補てん若しくは第七十九条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行

四

三

前各号の 業務 に附 帯す る業務を行うこと。

第一 号、 第二号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。

協定債権回収会社による回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。

次条第一項第二号の規定に基づき協定債権回収会社から納付される金銭の収納を行うこと。

う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。

五

二

六
（資産の買取りの委託等）

機構は、第六十五条第 一項 （第 六十 九条 第四項において準用する場合を含む。）の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定を

機構が協定債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第六十五条第六項（第六十九条第四項 において準用する場合を含む。）

告しなければならない。

機構は、協定債権回収会社との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報

他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示するものとする。

機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会 の議 決を 経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその

する場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて当該 資産 の買 取り を行 うことを委託することができる。

第七十七条
２
３
４

の規 定に かか わら ず、 第一項の決定に係る資金援助のうち資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合（経営困難 農水
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５

産業協同組合又は合併等により経営困 難農 水産 業協 同組 合の資産を取得した農水産業協同組合であつて、当該資産を保有している者をいう。次項におい
て同じ。）との間で締結するものとする。

前項の規定により協定債権回収会社が資産保有農水産 業協同組合との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十五条第六項の規定により
機構が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、第六十六条 第一 項の規定を適用する。

機構は、第七十四条に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体そ の他 の者 に照 会し 、又 は協力を求めることができる。

（協力依頼）
第八十一条

都 道府 県知事（この項に規定する処分に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第四項 （次 条第

（業 務及 び財 産の 管理 を命 ずる処分）

二

一

都 道府県知事は、農水産業協同組合からその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認め る旨 の申 出が あつ た場 合に

行つている地域又は 分野 における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。

当該農水産業協同組合について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該 農水 産業 協同組合が業務を

の運営が著しく不適切であること。

当該農水産業協同組合の業務（第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつて は、 信用 事業 に係 るものに限る。次号において同じ。）

務及び財産の管理を命ずる処分（以下「管理を命ずる処分」という。）をすることができる。

組合が貯金等の払戻しを停止した場合であつて、次に掲げる要件の いず れか に該 当す ると 認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理人による業

と認める場合又は農水産業協同組合がその業務若しくは財産の 状況 に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは農水産業協同

を含む。）、第八十八条、第九十二条第一項及 び第 九十 六条において同じ。）は、農水産業協同組合がその財産をもつて債務を完済することができない

二項において準用する場合を含む 。） 、第 五項 、同条第一項、第八十五条第二項から第四項まで、第八十七条第一項（同条第三項において準用する場合

第八十 三条

２

おいて、当該事態が生ずるおそれ があり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理を命
ずる処分をすることができる。

前二項の規定による管理を命ず る処 分が あつ た場 合におけるこの法律の適用については、その財産をもつて債務を完済することができないと認められ

都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これ を公 告し なけ れば ならない。

３

る農水産業協同組合（第二条第一項第一号、第三号及び第五号 に掲 げる 者に あつ ては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難となつたもの
４

農水産業協同組合は、その財産をもつて債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそ

に限る。）であつて、当該管理を命ずる処分を受けたもの（経営困難農水産業協 同組 合を 除く。）は、経営困難農水産業協同組合とみなす。
５

れがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもつて都道府県知事に申し出なければならない。
（管 理人 の選 任等 ）
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管理を命ずる処分があつたときは、被管理農水産業協同組合を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、管理人に専属す

る。農業協同組合法第六十三条の二及び水産業協同組合法第六十七条の二（同法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用す

第八十五条

る場合を含む。）において準用する会社法（平成十七年法律第 八十 六号 ）第 八百 二十 八条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第二項（第一号に係

る部分に限る。）の規定、農業協同組合法第五十条第三項（同法第五十条の二第四項 及び 第五十条の四第四項において準用する場合を含む。）、水産業

協同組合法第五十四条第三項（同法第五十四条の二第六項（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。

）、第五十四条の四第三項（同法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。）、再編強化法第三十条及び農林中央金庫法第五十三条第三項において準用する会社法第八百二十八条 第一項（第五号に係る部分

に限る。）及び第二項（第五号に係る部分に限る。）の規定、農業協同組合法第六十九条、水産業協同組合法第七十三条（同 法第 九十 二条 第五 項、 第九

十六 条第 五項 及び 第百 条第 五項において準用する場合を含む。）及び再編強化法第二十二条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項（第七

号及び第八号に係る部分に 限る。）及び第二項（第七号及び第八号に係る部分に限る。）の規定並びに農業協同組合法第四十七条、水産業協同組合法第

五十一条（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。）及び農林中央金庫法第五十条において準用する

会社法第八百三十一条の規定による理事（農業 協同 組合 、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を
都道府県知事は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の管理人を選任しなければならない。

含む。以下この章において同じ。）の権利についても、同様と する 。
２

都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定に より 管理 人を 選任 した 後においても、更に管理人を選任し、又は管理人が被管理農水産業

の規定は被管 理農 水産 業協 同組合について、それぞれ準用する。この場合において、民事再生法第六十一条第一項中「裁判所」とあるのは「都道府県知

民事再生法第六十条、第六十一条第一項、第七十条及び第七十一条の規定は管理人について、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

するとともに、官報により、これを公告しなければならない。

都道府県知事は、前二項の規定により管理人を選任したとき又は前項の規定により管理人を解 任し たと きは、被管理農水産業協同組合にその旨を通知

協同組合の業務及び財産の管理を適切に行つていないと認めるときは、管理人を解任することが でき る。

３
４
５

事（当該管理人の管理に係る農水 産業協同組合が主務大臣の監督に係るものである場合にあつては、主務大臣。以下同じ。）」と、同法第七十条第一項

ただし書中「裁判所の許可を得て 、そ れぞ れ単 独に その 職務を行い、又は」とあるのは「都道府県知事の承認を得て、」と、同法第七十一条第一項中「

管財人代理」とあるのは「管理人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「都道府県知事の承認」と、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中「代表理事その他の代表者」とあるのは 「管 理人 」と 読み 替えるものとする。
（管理人等の秘密保持義務）

管理人及び管理人代理（以下この条において「管理人等」という。）は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。管理人等が

管理人等が法人であるときは、管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を 漏らしてはならない。その役員又

その職を退いた後も、同様とする。

第九十条
２

は職 員が 管理 人等 の職 務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
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（総会等の特別決議に関する特例）

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を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議

、当該仮決議の日から一月 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。

前項の規定により仮にした決議（以下この条において「仮決議」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 議の 趣旨 を通知し

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（次項におい

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
３
があつたものとみなす。
（総会の特別決議に代わる許可）

被管理農水産業協同組合がその財産をもつて債務を 完済 する こと がで きな い場合には、当該被管理農水産業協同組合は、農業協同組合法第四

一
信用事業の譲渡

解散

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

第三十八条及び第三十八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 解任 する こと がで きる 。

及び水産業協同組合法第四十二条（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

一条の三第一項（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 て準用する会社法第三百三十九条

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。）、同法第四十

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

二

とができる。

らず、裁判所の許可を得て、次に 掲げる事項（第二条第一項第一号、第三号又は第五号に掲げる者にあつては、第二号に掲げる事項に限る。）を行うこ

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。）の規定並びに農林中央金庫法第四十九条第一項の規定にかかわ

場合 を含 む。 ）の規定、再編強化法第二十六条第三項において準用する農業協同組合法第四十五条第一項及び水産業協同組合法第四十 九条 第一 項（ 同法

九条第四項において準用する場合を含む。）及び第五十四条の二第一項（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

業協同組合法第五十条（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並びに再編強化法第二十五条 第二 項において準用する再編強化法第

十六条（再編強化法第二十五条第二項において準用する再編強化法第九条第四項において準用す る場 合を 含む 。） 及び第五十条の二第一項の規定、水産

第九十四条

２

３
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４

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

三項において準用する場合を含む。）、同法第三十四条の二第 五項 （同 法第 九十 二条 第三項において準用する場合を含む。）並びに同法第四十一条の三

第一項（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。）において準用する会社法第三百二十九条第一項並

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（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。）、第十一項 、第十二項及び第十三項（

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。）並びに農林中央金庫法第二十四 条第 三項 の規 定は 、適 用し
ない 。

前 項の 規定 によ り選任された被管理農水産業協同組合の理事及び監事は、その管理人による管理の終了後最初に招集される通常総会（総代会 を設 けて
いる場合において、その総代会で 役員 の選 任を することができるときは、通常総代会）の終結の時に退任する。

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

７

６
前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管 理農 水産 業協 同組 合に 送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。

代替許可に係る事件は、当該被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

５

８

代替許可の決定は、第七項の規定による被管理農水産業協同組合に対する送達がされた時から 、効 力を 生ずる。
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又は総代会の決議があつたものとみなす。

９

代 替許 可の 決定 に対 しては、組合員又は会員は、第七項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場 合に おい

前条第一項第一号、第二項又は第三項に 定め る事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許

主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同組合について当該各号に定める措置が講 ぜら れな けれ ば、 我が 国又は当該農水産業協同組合が業

う。 ）の 議を 経て 、当 該措置を講ずる必要がある旨の認定（以下この章において「認定」という。）を行うことができる。

務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議（以下こ の章 にお いて 「会 議」 とい

第九十七条

（金融危機に対応するための措置の必要性の認定）

可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

第九十五条

（代替許可に係る登記の特例）

及び第二項の規定は、代替許可に 係る事件については、適用しない。

非訟事件手続法（平成二十三年 法律 第五 十一号）第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項

て、 当該 即時 抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。

10
11

２
３
４
５

一
二

農水産業協同組合（次号に掲げる 農水 産業 協同 組合 を除く。）
等（以下この章において「第一号措置」という。）

当該農水産業協同組合の保険事故につき保険金

当該農水産業協同組合の自己資本の充実のために行う機構による優先出資の引受け

経営困難農水産業協同組合又はその財産をもつて債務を完 済す るこ とが でき ない 農水産業協同組合

の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助（以下こ の章 にお いて 「第 二号措置」という。）

主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対して認定を 行お うと する ときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければ

主務大臣は、第一号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第百条 第一 項の 申込 みを 行う ことができる期限を定めなければ

ならない。
ならない。

主務大臣は、認定を行つたときは、その旨及び当該認定が第一号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限 を当 該認 定に 係る 農水産業
主務大臣は、認 定を 行つ たときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。

協同組合及び機構に通知す るとともに、官報により、これを公告しなければならない。

機構は、第一号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る農水産業協同組合から第九十七条第三項の規定により定められた期限内

（優先出資の引受け等の決定）

一

経営の合理化のための方策

前項に規定する経営の健全化 のた めの 計画 の確 実な 履行等を通じて、当該農水産業協同組合の次に掲げる方策の実行が見込まれること。

一号措置により取得した貸付債権をいう 。以 下こ の章 において同じ。）の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

第一項の 申込 みに 係る 取得優先出資（機構が第一号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。）又は取得貸付債権（機構が第

主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をする ものとする。

画を提出しなければならない。

前項の申込みを行つた農水産業協同組合は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その 他の 政令 で定める方策を定めた経営の健全化のための計

めなければならない。

に第一号措置に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該農水産業協同組合と連名で、当該申込みに係る第一号措置を行うかどうかの決定を求

第百条

２
３

二
イ

主務大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得 なけ れば ならない。

経営責任の明確化のための方策

４

主務大臣は、第一項の決定を行つたときは、その旨を当該農水産業協 同組 合及 び機 構に 通知しなければならない。

ロ
５

主務大臣は、第一項の申込みに係る第一号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした農水産業協同組合が受けた第一号措置
前条第六項から第九項までの規定は、前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。

に係る認定を取り消すものとする。

６
７
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機構は、前条第三項の規 定に よる 決定 がさ れた ときは、当該決定に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。

（機構による優先出資の引受け等）

機構は、前項の規定に基づき優先出資の引受け等を行 つたときは、速やかに、その内容を主務大臣（都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合から

第百一条
２

優先出資の引受け等を行つた場合にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事）に報 告し なければならない。

協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第二項の規定の適用については、 第一 号措 置に 係る 認定 に係る農水産業協同組合が第百条

（優先出資の発行の特例）

前項の農水産業協同組合が第百条第三項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による 変更 の登 記に おい ては、政

第三項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

第百一条の二
２
令で定めるところにより、 その旨をも登記しなければならない。
（取得優先出資又は取得貸付債権の処分）
（略）

機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣（当該処分に係る農水産業協同組合が都道府県知事の監督に係るものである場合

第百三条
２

にあつては、主務大臣及び当該都道府県知事）に報告しなければならない。
（負担金に係る決定）

機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当 該事 業年 度の 終了後三月以内に、主務大臣に報

四

三

二

一

その他政令で定める事項

収納した負担金の金額

取得優先出資又は取得貸付債 権に つき その 取得 価額 を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額

取得優先出資又は取得貸付債 権につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額

前条第一 項の 規定 によ り危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額

負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金で賄われるように、かつ、特定の農水産 業協 同組 合に 対し差別的取

業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。

の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事

）に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該報告時の属する事業年度前の事 業年 度に おい て、 当該報告時の属する事業年度以後

る事業年度以後の各事業年度において次条第一項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負 担金 （以下この項及び次項において「負担金」という。

主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要がある と認 める ときは、当該報告を受けた時（以下この項において「報告時」という。）の属す

五

告し なけ れば ならない。

第百六条

２

３
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第一項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項

扱いをしないように定めなければなら ない 。
一

主務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定め たと きは 、官 報により、これを公告しなければならない。

農水産業協同組合の財務の状況

４

主務大臣は、第二項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要が ある と認 める ときは、機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求め

二
５
ることができる。
（負担金の納付等）

農水産業協同組合は、前条第四項（次条第三項において準用する場合を含む。）の規定による公告がされたときは、 当該 公告 に係 る納 付期間中

第五十条第二項及び第五十二条から第五十四条までの規定は 、負 担金 につ いて 準用 する。

た金額とする。

の属する年の三月三十一日における負債（主務省令で定めるも のを 除く。）の額の合計額に、前条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算し

前項の規定により農水産業協同 組合 が納付すべき負担金（以下「負担金」という。）の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日

書類を提出して、負担金を納付し なけ れば なら ない。

、機構の危機対応業務の実 施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める

第百七条

２

３
（負担率等の変更）

機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由（第百六条 第一 項各 号に 掲げる事項に係るものを除く。）

第百六条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により主務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。

ることができる。

主 務大臣は、前項の報告に係る負担金の過不足を調整するために必要な限度で、第百六条第二項の規定により定められた負 担率 及び 納付 期間 を変 更す

によ り、 負担 金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

第百八条
２
３

政府は、負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄う とし たな らば、農水産業協同組合の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維

（政府の補助）

に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、同項の規定により既に 政府 の補 助を 受け た金 額の

機構は、負担金が納付されない事業年度（前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業 年度 の後 の事 業年 度に 限る。）において、危機対応勘定

を補助することができる。

持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲 内に おいて、機構に対し、当該業務に要する費用の一部

第百九条

２

合計 額か らこ の項 の規 定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
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３

前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

この法律における主務大臣は、農林水産大臣、財務 大臣 及び 内閣 総理大臣とする。ただし、第五十七条第二項及び第三項、第三章第四節（第

（主務大臣等）
第百十九条

六十五条第四項並びに第六十五条の二第二項及び第三項（これらの規定を第六十九条第四項にお いて 準用 する場合を含む。）を除く。）、第六章、第七

章（第百一条第二項、第百三条、第百六条、第百八条及び第百十条第一項を除く。）、第百十六条第一項 及び 第二 項、 第百十七条第一項、第二項及び第
内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を金融庁長官に委任する。

六項並びに第百十八条に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
２

この法律における主務省令は、農林水産省令・財務省令・内閣府令とする。

管理 人又 は管 理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰

ろ

３

（略）

前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者 は、 三年 以下 の懲役又は百万円以下の罰金に処

が管理人又は管理人代理の職務に関し管理人又は管理人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。

求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の 罰金 に処 する 。管 理人 又は管理人代理が法人である場合において、その役員又は職員

管理人又は管理人代理が法人である とき は、 管理 人又 は管理人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要

金に処する。

第百二十三条
２

３
第百二十四条
する 。

第百 十六 条第 一項又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は、一年以下の懲

第百十七条第一項、第二項若し くは 第六 項の 規定 による当該職員若しくは機構の職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれら

役又は三百万円以下の罰金に処す る。

第百二 十五 条
２

第二十二条（第三十三条において準用する場合を含む。） 又は 第九 十条 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

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項 と同 様と する 。
第百二十六条
処する。
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に処する。

第六 十五 条の 二第 四項（第六十九条第四項において準用する場合を含む。）、第八十二条又は第百二条第二項の規定による報告をせず、又は虚 偽の

第百二十八条
一
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二

第八十八条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

報告をした者

第四十六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、若しくは忌避したとき。

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 機構又は受託者の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一

第五十八条第四項（第五十九条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。）、第六 十五 条第 五項 （第六十九条第四項及び第六十九

第六十五条第四項（第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項（第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む 。） にお いて 準用 する場合

、第百 一条 第二 項、 第百 三条第二項又は第百六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とき。

条 の三 第二項（第百十一条及び第百十二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。）、第七十七条第三項、 第七 十九 条第 二項

二

第百二十九条

２

を含む。）の規定による主 務大臣の認可を受けないで第六十五条第一項、第六十九条第一項又は第六十九条の三第一項（第百十一条及び第百十二条にお

第三十七条第一項又は第五 十七 条の 二第 二項 の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

いて準用する場合を含む。）の規 定に よる 決定 をした機構の役員は、五十万円以下の罰金に処する。
第百三十条

法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理 人の 定め があ るも の（ 以下この条において「人格のない社団等」という。）を含む。以下

第百二十 七条 （会 計監 査人設置組合又は農林中央金庫の法人である会計監査人に係る部分に限る。）、第百二十八条又は前条

第百 二十 五条

対して各本条の罰金刑を科する。
一

二億円以下の罰金刑

二

人 格の ない 社団 等に つい て前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほ

各本条の罰金刑

務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して 当該 各号に定める罰金刑を、その人に

この項において同じ。）の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）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

第百三十一条

２

か、法人を被告人又は被疑者とす る場 合の 刑事 訴訟 に関 する法律の規定を適用する。
第百二十三条の罪は、日本国外に おい て同条の罪を犯した者にも適用する。

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農水産業協同組合の理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為

第百二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。

第百三十一条の二
２
第百三十二条
一

第六 十条 の三 第二 項の規定による命令に違反したとき。

この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。

について刑を科すべきときは、この限りでない。
二
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２
３

４
５

○

六

五

四

三

第百十四条第九項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つた とき 。

第百一条の二第二項の規定に違反して登記することを怠つ たと き。

第八十五条第二項の規定により選任された管理人に事務の引渡しをしないとき。

第八十三条第五項の規定に違反し て、 申出 をせ ず、 又は虚偽の申出をしたとき。

管理人が、第八十四条第一項の規定により管理を命ずる処分が取り消され たに もか かわ らず、被管理農水産業協同組合の理事又は清算人に事務の引渡

再編強化法第四十

次の各号に掲げる農水産業協同組合の管理人は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する 場合 には 、百 万円 以下 の過料に処する。ただし、その行

しをしないときは、百万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 。
為について刑を科すべきときは、この限りでない。
農林 中央 金庫

農 林中 央金庫法第百条第一項各号又は再編強化法第四十七条各号

一

農業協同組合、農業協 同組合連合会、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
七条各号

二

農水産業協同組合である農業協 同組 合又は農業協同組合連合会の管理人は、農業協同組合法第百一条第一項各号のいずれかに該当する場合には、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。

農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の管理人は、水産業協同組合法第百

三十条第一項各号のいずれかに該当する場合には、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。
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成二十三年法律第百十三号）（抄）

前条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における農水産業協同 組合 貯金 保険 法の 適用 につ

（農 水産 業協 同組合貯金保険法の特例）

農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）（抄）

「第四十五条第二項（機構法第五十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とする。

する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び機構法第五十四条第一項各号に掲げる業務」 と、 同条 第七 号中 「第四十五条第二項」とあるのは

項（機構法第五十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。 ）」 と、同法第百三十三条第三号中「第三十四条に規定

務及び機構法第五十四条第一項各号に掲げる業務を除く。）」と、同法第百二十 九条 第一 項第一号中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一

律又は機構法」と、同法第五十一条第二項中「業務（第四十条 の二 第二 号に 掲げ る業務を除く。）」とあるのは「業務（第四十条の二第二号に掲げる業

掲げる業務を除く。）」と、同法第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百三十二条第一項第一号中「この法律」とあるのは「この法

」という。）の規定による機構の 業務 に係 るも のを 除く 。）」と、同法第三十七条第一項中「業務」とあるのは「業務（機構法第五十四条第一項各号に

いては、同法第十五条第五号中「 事項」とあるのは「事項（株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成二十三年法律第百十三号。以下「機構法

第五十 五条

○
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第三十条の二
（略）

（略）

経営管理委員を置く組合（以下「経営管理委員設置組合」と いう 。） 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。

②～④
⑤
（略）

水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）（抄）

⑥～⑧
○

（ 略）

（経 営管 理委 員）
（略）

第三十 四条 の二

（略）

経営管理委員を置く組合（以下 「経 営管理委員設置組合」という。）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。

２・３
４
５・６

（略）

（略）

（準用規定）
２

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、第九

第九十二条
３

項、 第十 項、 第十三項及び第十四項、第三十四条の二から第四十七条の六まで、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十三項及び第十四項、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 十二号」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（第三十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。）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、同条第十三項及び第十四項中「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 あり

、並 びに 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、第三十四条第十三項第一号中「 組合
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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、第三十四条の二第三項及び第六項中「前条第十項及び第十二項」とあるのは「前条

第十項」と、同条第三項中「同条第十項」とあるのは「同項」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 四号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十五号」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）

理事は 、定 款で 定めるところにより、経営管理委員会が選任する。

農林中央金庫法（平成十三年法律第九十三号）（抄）

４・５
○
（理事）
（略）

第二十二条
２～６

経営管理委員は、定款で定めるところにより、総会 にお いて 選任 する 。

（経営管理委員）
（略）

第二十三条
２
（監事）

監事は、定款で定めるところにより、総会において選任する。

（ 略）

第二十四条
２

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。
農林中央金庫の会員である法 人の 役員 又は 使用 人以 外の者であること。

３
一

その就任の前五年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員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

（略）

会計監査人は、定款で定めるところにより、総会において選任する。

農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人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。

を行うべき社員）、執行役若しくは使用人でなかったこと。

二
三
４～６
（会計監査人）
（略）

第二十四条の二
２
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（役員の解任の請求）

会員は、総会員の五分の一（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）以上の連署をもって、その代表者から役員の解任

第一項の規定による請求につき 第四 項の総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

、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。

第 三項 の規 定に よる書類の提出があったときは、経営管理委員は、総会の日から七日前までに、その請求に係る役員にその書面又はその写し を送 付し

条第 二項 の規 定を 準用 する 。

第一項の規定による請求があったときは、経営管理委員は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第四十五条第二項及び第四十六

第一項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を経営管理委員に提出してしなければ なら ない 。

主務大臣の処分又は定款の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。

前項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全 員に つい て同 時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする

を請求することができる。

第三十八条
２
３
４
５
６

会計監査人は、いつでも、総会の決議によって 解任 する こと がで きる 。

（会計監査人の解任等）
（略）

第三十八条の二

金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律（平成十年法律第百八号）（抄）

２～４
○
（定義）

こ の法 律に おい て「 特定金融取引」とは、金利、通貨の価格、金融商品市場（金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十四項に

その 他我 が国 の法 令により営業若しくは事業の免許、登録等を受けている法人又は特別の法律により設立された法人であって、自己又は顧客の 計算

の 二第 九項 に規 定す る第 一種少額電子募集取扱業者を除く。）に限る。）

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（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（同法第二十九条の四

信用銀行

銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第一項に規定する銀行又は長期信用銀行法（ 昭和 二十七年法律第百八十七号）第二条に規定する長期

この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる法人をい う。

令で定めるものをいう。

出される金銭の授受を約する取引その他の金利変動等を利用して行われる取引のうち、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引その他の内閣府

規定する金融商品市場をいう。） にお ける 相場 その 他の 指標に係る変動、市場間の格差等（以下この項において「金利変動等」という。）に基づいて算

第二条

２
一
二
三

- 18 -

３

この法律において「一括清算事由」とは、破産手続開 始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをいう。

この法律において「破産手続等 」と は、 破産 手続 、再 生手続又は更生手続をいう。

において特定金融取引を相当の規模で行うものとして政令で 定め るもの
４

この法律において「基本契約書」とは、特定金融取引を行お うと する 金融 機関等とその相手方との間において二以上の特定金融取引を継続して行うた

この法律において「一括清算」とは、基本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の 一方 に一 括清 算事 由が 生じた場合には、当該当事者の双

項を定めるものをいう。

めに作成される契約書で、契約の当事者間において行われる特定金融取引に係る債務についてそ の履 行の 方法その他当該特定金融取引に関する基本的事

５

６

方の意思にかかわらず、当該一括清算事由が生じた時において、当該基本契約書に基づいて行われている全ての特定金融取引 につ いて その 時に おけ る当

該特 定金 融取 引の それ ぞれ につき内閣府令で定めるところにより算出した評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一
の債務となることをいう。
（一括清算と破産手続等との関係）

破産手続開始の決定、再生手続 開始 の決 定又 は更 生手続開始の決定（以下この条において「破産手続開始決定等」という。）がされた者が、一括

民事 再生 法（平成十一年法律第二百二十五号）

破産法（平成十六年法律第七十五号）

定に基づき有することとなった一の債権とする。
一

会社更生 法（ 平成 十四 年法律第百五十四号）又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）

破産財団に属する財産又は破産債権

二

再生手続開始の時に再生債務者に属する財産又は再生債権

三

民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）（ 抄）

文若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四 条第十二項本文若しくは第百六十九条第十二項本文に規定する更生債権等

式会社若しくは同法第二条第二項に規定 する 協同 組織 金融機関若しくは同条第六項に規定する相互会社に属する財産又は会社更生法第二条第十二項本

更生手続開始の時に株

清算事由が生じたことにより、それぞれ、当該破産手続開始決定等がされた者が当該約定に基づ き有 する こと とな った一の債権又はその相手方が当該約

ての特定金融取引についてこれらの者が有する次の各号に掲げる法律に規定する当該各号に定める財産又は債権は、当該破産手続開始決定等に係る一括

清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金 融機 関等 又は その 相手 方である場合には、当該基本契約書に基づいて行われていた全

第三条

○

破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条

（双務契約についての破産法の準用）
第五十一条

第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「民事再生法第四十九条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第

二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、 同条 第三 項に おい て準 用す

る同 法第 五十 四条 第一 項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「再生手続」と、同条第 二項
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○

中「請求権は、破産者が有するときは 破産 財団 に属 し」 とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「再生債権」と読み替えるものとする。
破産法（平成十六年法律第七十五号）（抄）
（市場の相場がある商品の取引に係る契約）

取引所の相場その他の市場の相場がある商品の取引に係る契約であって、その取引の 性質上特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ

前項の場合において、損害賠償の額は、履行地又はその地の相場の標準となるべき地における同種の取引であって同一の時期に履行すべきものの相場

契約をした目的を達することができないものについて、その時期が破産手続開始後に到来すべきときは、当該契約は、解除さ れたものとみなす。

第五十八条
２

第一項又は第二 項に 定め る事項について当該取引所又は市場における別段の定めがあるときは、その定めに従う。

第 五十 四条 第一 項の規定は、前項の規定による損害の賠償について準用する。

と当 該契 約に おけ る商 品の 価格との差額によって定める。
３

第一項の取引を継続して行うた めに その当事者間で締結された基本契約において、その基本契約に基づいて行われるすべての同項の取引に係る契約に

４
５

つき生ずる第二項に規定する損害賠償の債権又は債務を差引計 算し て決済する旨の定めをしたときは、請求することができる損害賠償の額の算定につい
ては、その定めに従う。
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