
定款変更新旧対照表 

 
新 旧 

（事 業） 

第７条 この組合は、組合員のために次に掲

げる事業を行う。 

（１）～（11の２） （略） 

（12）組合員の生産する物資の運搬、加工、

保管又は販売 

（削除） 

（13）農村工業に関する施設 

（14）共済に関する施設 

（15）共栄火災海上保険株式会社の業務の代

理又は事務の代行 

（16）～（42）   （略） 

２ この組合は、組合員のためにする事業の

遂行を妨げない限度において、次に掲げる

事業を行う。 

（１）       （略） 

（２）農村地域における産業基盤又は生活環

境の整備のために必要な資金で、農業協

同組合法施行令第４条に規定するものの

貸付け（前号に掲げるものを除く。） 

（３）～（４）   （略） 

 

 

第８条       （削除）欠番とする。 

 

 

 

 

 

 

（員外利用） 

第９条       （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、第７条第１項

第15号の事業の組合員以外の者の利用につ

いては、農林水産省令で定める範囲内とす

る。 

３         （略） 

（事 業） 

第７条 この組合は、組合員のために次に掲

げる事業を行う。 

（１）～（11の２） （略） 

（12）組合員の生産する物資の運搬、加工、

貯蔵又は販売 

（13）農業倉庫業法に基づく農業倉庫事業 

（14）農村工業に関する施設 

（15）共済に関する施設 

（15の２）共栄火災海上保険株式会社の業務

の代理又は事務の代行 

（16）～（42）   （略） 

２ この組合は、組合員のためにする事業の

遂行を妨げない限度において、次に掲げる

事業を行う。 

（１）       （略） 

（２）農村地域における産業基盤又は生活環

境の整備のために必要な資金で、農業協

同組合法施行令第１条の４に規定するも

のの貸付け（前号に掲げるものを除く。） 

（３）～（４）   （略） 

 

（専属利用契約） 

第８条 この組合は、１年以内の期間におい

て、組合員がこの組合の施設の一部を専ら

利用しなければならない旨の契約を組合員

と締結することができる。 

２ 前項の契約は、書面でこれをしなければ

ならない。 

 

（員外利用） 

第９条       （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、第７条第１項

第15号の２の事業の組合員以外の者の利用

については、農林水産省令で定める範囲内

とする。 

３         （略） 
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（事業規程等） 

第10条       （略） 

２～５       （略） 

（削除） 

 

 

６ 第７条第１項第14号の事業の実施に当た

っては、共済規程の定めるところによるも

のとする。 

７～８       （略） 

 

（子会社） 

第11条       （略） 

２         （略） 

３ 前項の子会社管理規程は、経営管理委員

会の決議を経てこれを定める。 

 

（組合員の資格） 

第12条       （略） 

２         （略） 

３ 次に掲げる者は、この組合の准組合員と

なることができる。 

（１）       （略） 

（２）この組合から第７条第１項第２号から

第４号まで又は第14号の事業に係る物資

の供給又は役務の提供を１年以上継続し

て受けているこの組合の地区内に勤務地

を有する個人であって、引き続きこの組

合の事業を利用することが適当であると

認められるもの 

（３）～（６）   （略） 

４         （略） 

 

（除 名） 

第20条 組合員が、次の各号及び第２項のい

ずれかに該当するときは、総会の決議を経

てこれを除名することができる｡この場合

には、総会の日の10日前までにその組合員

に対してその旨を通知し、かつ、総会にお

（事業規程等） 

第10条       （略） 

２～５       （略） 

６ 第７条第１項第13号の事業の実施に当た

っては、農業倉庫業務規程の定めるところ

によるものとする。 

７ 第７条第１項第15号の事業の実施に当た

っては、共済規程の定めるところによるも

のとする。 

８～９       （略） 

 

（子会社） 

第11条       （略） 

２         （略） 

３ 前項の子会社管理規程は、経営管理委員

会の議決を経てこれを定める。 

 

（組合員の資格） 

第12条       （略） 

２         （略） 

３ 次に掲げる者は、この組合の准組合員と

なることができる。 

（１）       （略） 

（２）この組合から第７条第１項第２号から

第４号まで又は第15号の事業に係る物資

の供給又は役務の提供を１年以上継続し

て受けているこの組合の地区内に勤務地

を有する個人であって、引き続きこの組

合の事業を利用することが適当であると

認められるもの 

（３）～（６）   （略） 

４         （略） 

 

（除 名） 

第20条 組合員が、次の各号及び第２項のい

ずれかに該当するときは、総会の議決を経

てこれを除名することができる｡この場合

には、総会の日の10日前までにその組合員

に対してその旨を通知し、かつ、総会にお
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いて弁明する機会を与えなければならな

い。 

（１）～（８）   （略） 

２         （略） 

３ 除名を決議したときは、その理由を明ら

かにした書面をもって、これをその組合員

に通知しなければならない。 

 

 

第25条       （削除）欠番とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役員の定数） 

第29条       （略） 

２～３       （略） 

４ 監事のうち１人は、法第30条第14項に規

定する者をもって充てるものとする。 

 

（経営管理委員会会長及び経営管理委員会副

会長） 

第34条 経営管理委員のうち１人を経営管理

委員会会長（以下「会長」という。）とし、

経営管理委員会の決議により経営管理委員

のうちから選任する。 

２ 経営管理委員会副会長（以下「副会長」

という。）は、必要に応じ、経営管理委員会

の決議により経営管理委員のうちから選任

することができる。 

３         （略） 

４ 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ経

営管理委員会の決議により定めた順位に従

い、会長に事故あるときはその職務を代理

いて弁明する機会を与えなければならな

い。 

（１）～（８）   （略） 

２         （略） 

３ 除名を議決したときは、その理由を明ら

かにした書面をもって、これをその組合員

に通知しなければならない。 

 

（回転出資） 

第25条 組合員は、第76条の規定により、そ

の事業の利用分量の割合に応じて配当され

る毎事業年度の剰余金の額に相当する金額

を超えない範囲で総会で定める金額を、回

転出資金として、５年を限りこの組合に出

資しなければならない。 

２ 組合員は、回転出資金の払込みについて、

相殺をもってこの組合に対抗することがで

きない。 

 

（役員の定数） 

第29条       （略） 

２～３       （略） 

４ 監事のうち１人は、法第30条第12項に規

定する者をもって充てるものとする。 

 

（経営管理委員会会長及び経営管理委員会副

会長） 

第34条 経営管理委員のうち１人を経営管理

委員会会長（以下「会長」という。）とし、

経営管理委員会の議決により経営管理委員

のうちから選任する。 

２ 経営管理委員会副会長（以下「副会長」

という。）は、必要に応じ、経営管理委員会

の議決により経営管理委員のうちから選任

することができる。 

３         （略） 

４ 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ経

営管理委員会の議決により定めた順位に従

い、会長に事故あるときはその職務を代理
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し、会長が欠員のときはその職務を行う。 

５ 経営管理委員は、あらかじめ経営管理委

員会の決議により定めた順位に従い、会長

及び副会長に事故あるときはその職務を代

理し、会長及び副会長が欠員のときはその

職務を行う。 

 

（代表理事） 

第35条 組合を代表すべき理事は、経営管理

委員会の決議により理事のうちから選任す

る。 

 

（理事長、副理事長、専務理事及び常務理事） 

第36条 理事のうち１人を理事長とし、経営

管理委員会の決議により代表理事のうちか

ら選任する。 

２ 副理事長、専務理事及び常務理事は、必

要に応じ、理事会の決議により理事のうち

から選任することができる。 

３         （略） 

４ 副理事長は、理事長を補佐してこの組合

の業務を処理し、あらかじめ理事会の決議

により定めた順位に従い、理事長に事故あ

るときはその職務を代理する。 

５ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐

してこの組合の業務を処理し、あらかじめ

理事会の決議により定めた順位に従い、理

事長及び副理事長に事故あるときはその職

務を代理する。 

６ 常務理事は、理事長、副理事長及び専務

理事を補佐してこの組合の業務を処理し、

あらかじめ理事会の決議により定めた順位

に従い、理事長、副理事長及び専務理事に

事故あるときはその職務を代理する。 

７ 理事長、副理事長、専務理事及び常務理

事以外の理事は、あらかじめ理事会の決議

により定めた順位に従い、理事長、副理事

長、専務理事及び常務理事ともに事故ある

ときはその職務を代理する。 

し、会長が欠員のときはその職務を行う。 

５ 経営管理委員は、あらかじめ経営管理委

員会の議決により定めた順位に従い、会長

及び副会長に事故あるときはその職務を代

理し、会長及び副会長が欠員のときはその

職務を行う。 

 

（代表理事） 

第35条 組合を代表すべき理事は、経営管理

委員会の議決により理事のうちから選任す

る。 

 

（理事長、副理事長、専務理事及び常務理事） 

第36条 理事のうち１人を理事長とし、経営

管理委員会の議決により代表理事のうちか

ら選任する。 

２ 副理事長、専務理事及び常務理事は、必

要に応じ、理事会の議決により理事のうち

から選任することができる。 

３         （略） 

４ 副理事長は、理事長を補佐してこの組合

の業務を処理し、あらかじめ理事会の議決

により定めた順位に従い、理事長に事故あ

るときはその職務を代理する。 

５ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐

してこの組合の業務を処理し、あらかじめ

理事会の議決により定めた順位に従い、理

事長及び副理事長に事故あるときはその職

務を代理する。 

６ 常務理事は、理事長、副理事長及び専務

理事を補佐してこの組合の業務を処理し、

あらかじめ理事会の議決により定めた順位

に従い、理事長、副理事長及び専務理事に

事故あるときはその職務を代理する。 

７ 理事長、副理事長、専務理事及び常務理

事以外の理事は、あらかじめ理事会の議決

により定めた順位に従い、理事長、副理事

長、専務理事及び常務理事ともに事故ある

ときはその職務を代理する。 
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（監事の職務） 

第37条       （略） 

２～８       （略） 

９ 監事は、経営管理委員会及び理事会に出

席し、必要があると認めるときは、意見を

述べなければならない。ただし、理事会に

ついては、監事の互選により出席する監事

を定めることができる。 

10～14       （略） 

 

（役員の責任） 

第38条 役員は、法令、法令に基づいてする

行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、

共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施

規程、農業経営規程、農地利用集積円滑化

事業規程、農業経営受託規程及び特定農地

貸付規程並びに総会（理事にあっては、総

会及び経営管理委員会）の決議を遵守し、

この組合のため忠実にその職務を遂行しな

ければならない。 

２～６       （略） 

 

（総会の招集） 

第41条 会長は、経営管理委員会の決議を経

て、毎事業年度１回６月に通常総会を招集

する。 

２ 会長は、次の場合に経営管理委員会の決

議を経て臨時総会を招集する。 

（１）～（３）   （略） 

３～５       （略） 

 

 

（総会の招集手続） 

第42条 総会を招集する場合には、経営管理

委員会の決議により、次に掲げる事項を定

めなければならない。 

（１）～（３）   （略） 

３～４       （略） 

 

（監事の職務） 

第37条       （略） 

２～８       （略） 

９ 監事は、経営管理委員会及び理事会に出

席し、必要があると認めるときは、意見を

述べなければならない。 

 

 

10～14       （略） 

 

（役員の責任） 

第38条 役員は、法令、法令に基づいてする

行政庁の処分、定款、規約、信用事業規程、

共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施

規程、農業経営規程、農地利用集積円滑化

事業規程、農業経営受託規程、農業倉庫業

務規程及び特定農地貸付規程並びに総会

（理事にあっては、総会及び経営管理委員

会）の決議を遵守し、この組合のため忠実

にその職務を遂行しなければならない。 

２～６       （略） 

 

（総会の招集） 

第41条 会長は、経営管理委員会の議決を経

て、毎事業年度１回６月に通常総会を招集

する。 

２ 会長は、次の場合に経営管理委員会の議

決を経て臨時総会を招集する。 

（１）～（３）   （略） 

３～５       （略） 

 

 

（総会の招集手続） 

第42条 総会を招集する場合には、経営管理

委員会の議決により、次に掲げる事項を定

めなければならない。 

（１）～（３）   （略） 

３～４       （略） 
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（総会の決議事項） 

第43条 次に掲げる事項は、総会の決議を経

なければならない。 

（１）       （略） 

（２）規約、信用事業規程、共済規程、信託

規程、宅地等供給事業実施規程、農業経

営規程、農地利用集積円滑化事業規程、

農業経営受託規程及び特定農地貸付規程

の設定、変更及び廃止 

 

（３）～（７）   （略） 

（８）解散、合併、法第70条第１項の規定に

よる権利義務の承継（以下、「包括承継」

という。）及び新設分割 

（９）事業の全部又は重要な一部の譲渡、信

用事業（第７条第１項第２号及び第３号

の事業（これらに附帯する事業を含む。）

並びに同条第２項各号の事業をいう。以

下同じ。）の全部又は一部の譲渡、共済事

業（第７条第１項第14号の事業（これに

附帯する事業を含む。）をいう。以下同

じ。）の全部又は一部の譲渡及び共済契約

の包括移転 

（10）       （略） 

（11）共済契約に係る法第11条の52に規定す

る契約条件の変更 

（12）～（18）   （略） 

２         （略） 

３ 農業協同組合法等の一部を改正する等の

法律（平成27年法律第63号。以下、「平成27

年改正法」という。）附則第７条第１項の規

定によりなお従前の例によることとされた

平成27年改正法第１条の規定による改正前

の法（以下、「旧農協法」という。）第37条

の２第７項で準用する会社法第439条に定

める要件に該当する場合は、第１項の規定

にかかわらず、貸借対照表、損益計算書及

び注記表については、総会の決議を経るこ

とを要しない。この場合においては、理事

（総会の議決事項） 

第43条 次に掲げる事項は、総会の議決を経

なければならない。 

（１）       （略） 

（２）規約、信用事業規程、共済規程、信託

規程、宅地等供給事業実施規程、農業経

営規程、農地利用集積円滑化事業規程、

農業経営受託規程、農業倉庫業務規程及

び特定農地貸付規程の設定、変更及び廃

止 

（３）～（７）   （略） 

（８）解散及び合併 

 

 

（９）事業の全部又は重要な一部の譲渡、信

用事業（第７条第１項第２号及び第３号

の事業（これらに附帯する事業を含む。）

並びに同条第２項各号の事業をいう。以

下同じ。）の全部又は一部の譲渡、共済事

業（第７条第１項第15号の事業（これに

附帯する事業を含む。）をいう。以下同

じ。）の全部又は一部の譲渡及び共済契約

の包括移転 

（10）       （略） 

（11）共済契約に係る法第11条の33に規定す

る契約条件の変更 

（12）～（18）   （略） 

２         （略） 

３ 法第37条の２第７項で準用する会社法第

439条に定める要件に該当する場合は、第１

項の規定にかかわらず、貸借対照表、損益

計算書及び注記表については、総会の議決

を経ることを要しない。この場合において

は、理事長は総会にこれらの書類を提出し、

その内容について報告しなければならな

い。 
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長は総会にこれらの書類を提出し、その内

容について報告しなければならない。 

４         （略） 

５ 第１項第８号の新設分割のうち、新設分

割によって設立する組合に承継させる資産

の帳簿価額の合計額が新設分割をする組合

の最終の貸借対照表により現存する資産の

額の５分の１を超えない場合における新設

分割は、第１項の規定にかかわらず、経営

管理委員会においてこれを決定する。 

６～７       （略） 

８ 第１項第14号の株式の取得、出資又は出

えんのうち、当該株式の取得、出資又は出

えんの額が5,000万円以下である場合には、

同項の規定にかかわらず、経営管理委員会

においてこれを決する。 

 

（総会の報告事項） 

第44条 次に掲げる事項は、総会にこれを報

告しなければならない。 

（１）平成27年改正法附則第10条の規定によ

りなおその効力を有するものとされた旧

農協法第73条の22第１項第１号の規定に

基づく中央会の指導を受けた場合におけ

る当該指導の内容及び当該指導に対する

改善措置の内容 

（２）～（３）   （略） 

（４）総会で決議した事項の処理状況 

（５）       （略） 

 

（総会の定足数） 

第45条 総会は、正組合員の半数以上が出席

し、その出席者の半数以上が第12条第２項

の規定による正組合員である場合でなけれ

ば議事を開き決議することができない。こ

の場合において、第51条の規定により、書

面又は代理人をもって議決権を行う者は、

これを出席者とみなす。 

２ 前項に規定する正組合員の出席がないと

 

 

４         （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

５～６       （略） 

７ 第１項第14号の株式の取得、出資又は出

えんのうち、当該株式の取得、出資又は出

えんの額が1,000万円以下である場合には、

同項の規定にかかわらず、経営管理委員会

においてこれを決する。 

 

（総会の報告事項） 

第44条 次に掲げる事項は、総会にこれを報

告しなければならない。 

（１）法第73条の22第１項第１号の規定に基

づく中央会の指導を受けた場合における

当該指導の内容及び当該指導に対する改

善措置の内容 

 

 

（２）～（３）   （略） 

（４）総会で議決した事項の処理状況 

（５）       （略） 

 

（総会の定足数） 

第45条 総会は、正組合員の半数以上が出席

し、その出席者の半数以上が第12条第２項

の規定による正組合員である場合でなけれ

ば議事を開き議決することができない。こ

の場合において、第51条の規定により、書

面又は代理人をもって議決権を行う者は、

これを出席者とみなす。 

２ 前項に規定する正組合員の出席がないと
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きは、当該総会の日から20日以内の日を会

日とする総会を再度招集しなければならな

い。この場合には、前項の規定にかかわら

ず、出席者の半数以上が第12条第２項の規

定による正組合員である場合には議事を開

き決議することができる。 

 

（緊急議案） 

第46条 総会では、第42条の規定によりあら

かじめ通知した事項に限って決議するもの

とする。ただし、第43条第１項第９号から

第14号まで及び第49条に規定する事項並び

に役員の選任（第33条の規定による改選又

は解任及び法第95条第２項の規定による改

選を除く。）を除き、緊急を要する事項につ

いてはこの限りでない。 

 

（総会の決議方法及び議長） 

第48条       （略） 

２～３       （略） 

 

（総会の特別決議事項） 

第49条 次の事項は、正組合員の半数以上が

出席し、その出席者の半数以上が第12条第

２項の規定による正組合員である場合にお

いて、その出席者の議決権の３分の２以上

の多数による決議を必要とする。 

（１）       （略） 

（２）解散、合併、包括承継及び新設分割 

（３）～（７）   （略） 

（８）共済契約に係る法第11条の52に規定す

る契約条件の変更 

 

（特別決議に関する特例） 

第49条の２ 次に掲げる決議は、第45条及び

第49条の規定にかかわらず、出席した組合

員の議決権の３分の２以上に当たる多数を

もって、仮にすることができる。 

（１）第43条第１項第11号の決議又はこれと

きは、当該総会の日から20日以内の日を会

日とする総会を再度招集しなければならな

い。この場合には、前項の規定にかかわら

ず、出席者の半数以上が第12条第２項の規

定による正組合員である場合には議事を開

き議決することができる。 

 

（緊急議案） 

第46条 総会では、第42条の規定によりあら

かじめ通知した事項に限って議決するもの

とする。ただし、第43条第１項第９号から

第14号まで及び第49条に規定する事項並び

に役員の選任（第33条の規定による改選又

は解任及び法第95条第２項の規定による改

選を除く。）を除き、緊急を要する事項につ

いてはこの限りでない。 

 

（総会の議決方法及び議長） 

第48条       （略） 

２～３       （略） 

 

（総会の特別議決事項） 

第49条 次の事項は、正組合員の半数以上が

出席し、その出席者の半数以上が第12条第

２項の規定による正組合員である場合にお

いて、その出席者の議決権の３分の２以上

の多数による議決を必要とする。 

（１）       （略） 

（２）解散及び合併 

（３）～（７）   （略） 

（８）共済契約に係る法第11条の33に規定す

る契約条件の変更 

 

（特別議決に関する特例） 

第49条の２ 次に掲げる議決は、第45条及び

第49条の規定にかかわらず、出席した組合

員の議決権の３分の２以上に当たる多数を

もって、仮にすることができる。 

（１）第43条第１項第11号の議決又はこれと
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ともに行う第49条第１号、第２号若しく

は第４号に掲げる事項に係る決議 

（２）農水産業協同組合貯金保険法第83条第

１項の管理を命ずる処分があった場合に

おける第49条第１号から第４号までに掲

げる事項に係る決議 

２ 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。）があった

場合には、組合員に対し、当該仮決議の趣

旨を通知し、当該仮決議の日から１月以内

に再度の総会を招集しなければならない。 

３ 前項の総会において第１項に規定する多

数をもって仮決議を承認した場合には、当

該承認のあった時に、当該仮決議をした事

項に係る決議があったものとみなす。 

 

（総会の続行又は延期） 

第50条 総会は、その決議によりこれを続行

し、又は延期することができる。 

２         （略） 

 

（書面又は代理人による決議） 

第51条       （略） 

２～５       （略） 

 

（議決権等） 

第56条       （略） 

２～３       （略） 

４ 総代会において組合の解散、非出資組合

への移行に関する定款の変更、合併、包括

承継又は新設分割の決議があったときは、

理事は当該決議の日から10日以内に、正組

合員に当該決議の内容を通知しなければな

らない。 

 

（経営管理委員会の招集者） 

第57条       （略） 

２ 会長が事故又は欠員のときは、あらかじ

め経営管理委員会の決議により定めた順位

ともに行う第49条第１号、第２号若しく

は第４号に掲げる事項に係る議決 

（２）農水産業協同組合貯金保険法第83条第

１項の管理を命ずる処分があった場合に

おける第49条第１号から第４号までに掲

げる事項に係る議決 

２ 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。）があった

場合には、組合員に対し、当該仮議決の趣

旨を通知し、当該仮議決の日から１月以内

に再度の総会を招集しなければならない。 

３ 前項の総会において第１項に規定する多

数をもって仮議決を承認した場合には、当

該承認のあった時に、当該仮議決をした事

項に係る議決があったものとみなす。 

 

（総会の続行又は延期） 

第50条 総会は、その議決によりこれを続行

し、又は延期することができる。 

２         （略） 

 

（書面又は代理人による議決） 

第51条       （略） 

２～５       （略） 

 

（議決権等） 

第56条       （略） 

２～３       （略） 

４ 総代会において組合の解散又は合併の議

決があったときは、理事は当該決議の日か

ら10日以内に、正組合員に当該決議の内容

を通知しなければならない。 

 

 

 

（経営管理委員会の招集者） 

第57条       （略） 

２ 会長が事故又は欠員のときは、あらかじ

め経営管理委員会の議決により定めた順位
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に従い、他の経営管理委員が招集する。 

３～５       （略） 

 

（経営管理委員会の決議事項） 

第59条 次に掲げる事項は、経営管理委員会

においてこれを決する。 

（１）～（８）   （略） 

（９）１組合員に対する信用の供与等（法第

11条の８第１項に規定する「信用の供与

等」をいう。以下同じ。）の最高限度額及

び組合員に対する貸付金の利率の最高限

度 

（10）       （略） 

（11）同一人（当該同一人と特殊の関係のあ

る者（法第11条の８第１項に規定する者

をいう。）を含む。以下同じ。）に対する

信用の供与等の最高限度額 

（12）～（14）   （略） 

（15）平成27年改正法附則第10条の規定によ

りなおその効力を有するものとされた旧

農協法第73条の22第１項第１号の規定に

基づく中央会の指導を受けた場合におけ

る当該指導に対する改善措置（経営管理

委員会が決定すべき事項に限る。） 

（16）～（17）   （略） 

（18）第43条第５項の規定に該当する新設分  

割 

（19）第43条第６項の規定に該当する信用事

業の全部又は一部の譲受け 

（20）第43条第７項の規定に該当する共済事

業の全部又は一部の譲受け及び共済契約

の包括移転につき移転先となること。 

（21）       （略） 

２～３       （略） 

４ 経営管理委員及び理事は、次に掲げる場

合には、経営管理委員会において、当該取

引につき重要な事実を開示し、その承認を

受けなければならない。 

（１）自己又は第三者のためにこの組合と取

に従い、他の経営管理委員が招集する。 

３～５       （略） 

 

（経営管理委員会の議決事項） 

第59条 次に掲げる事項は、経営管理委員会

においてこれを決する。 

（１）～（８）   （略） 

（９）１組合員に対する信用の供与等（法第

11条の４第１項に規定する「信用の供与

等」をいう。以下同じ。）の最高限度額及

び組合員に対する貸付金の利率の最高限

度 

（10）       （略） 

（11）同一人（当該同一人と特殊の関係のあ

る者（法第11条の４第１項に規定する者

をいう。）を含む。以下同じ。）に対する

信用の供与等の最高限度額 

（12）～（14）   （略） 

（15）法第73条の22第１項第１号の規定に基

づく中央会の指導を受けた場合における

当該指導に対する改善措置（経営管理委

員会が決定すべき事項に限る。） 

 

 

（16）～（17）   （略） 

（新設） 

 

（18）第43条第５項の規定に該当する信用事

業の全部又は一部の譲受け 

（19）第43条第６項の規定に該当する共済事

業の全部又は一部の譲受け及び共済契約

の包括移転につき移転先となること。 

（20）       （略） 

２～３       （略） 

４ 経営管理委員又は理事は、経営管理委員

会の承認を受けた場合に限り、この組合と

契約することができる。 
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引をしようとするとき。 

（２）この組合が経営管理委員又は理事の債

務を保証することその他経営管理委員又

は理事以外の者との間において組合と当

該経営管理委員又は理事との利益が相反

する取引をしようとするとき。 

５ 経営管理委員及び理事は、前項各号の取

引についての重要な事実を経営管理委員会

に報告しなければならない。 

 

（経営管理委員会の決議方法及び議長） 

第62条       （略） 

２～６       （略） 

７ 経営管理委員会の議事録には次に掲げる

事項を記載し、又は記録しなければならな

い。 

（１）       （略） 

（２）議事の経過の要領及び結果（議案別の

決議の結果については、可決、否決の別

及び賛否の議決権数並びに賛成した経営

管理委員の氏名及び反対した経営管理委

員の氏名を含む。） 

（３）～（５）   （略） 

 

（理事会の招集者） 

第63条       （略） 

２ 理事長が事故又は欠員のときは、あらか

じめ理事会の決議により定めた順位に従

い、他の理事が招集する。 

３～４       （略） 

 

（理事会の決議事項） 

第65条 次に掲げる事項は、理事会において

これを決する。 

（１）～（10）   （略） 

（11）平成27年改正法附則第10条の規定によ

りなおその効力を有するものとされた旧

農協法第73条の22第１項第１号の規定に

基づく中央会の指導を受けた場合におけ

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（経営管理委員会の議決方法及び議長） 

第62条       （略） 

２～６       （略） 

７ 経営管理委員会の議事録には次に掲げる

事項を記載し、又は記録しなければならな

い。 

（１）       （略） 

（２）議事の経過の要領及び結果（議案別の

議決の結果については、可決、否決の別

及び賛否の議決権数並びに賛成した経営

管理委員の氏名及び反対した経営管理委

員の氏名を含む。） 

（３）～（５）   （略） 

 

（理事会の招集者） 

第63条       （略） 

２ 理事長が事故又は欠員のときは、あらか

じめ理事会の議決により定めた順位に従

い、他の理事が招集する。 

３～４       （略） 

 

（理事会の議決事項） 

第65条 次に掲げる事項は、理事会において

これを決する。 

（１）～（10）   （略） 

（11）法第73条の22第１項第１号の規定に基

づく中央会の指導を受けた場合における

当該指導に対する改善措置（経営管理委

員会が決定する事項を除く。） 
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る当該指導に対する改善措置（経営管理

委員会が決定する事項を除く。） 

（12）～（15）   （略） 

２ 理事は、前項第９号の共済規程の変更を

決議したときは、その内容をこの組合の掲

示場に掲示するほか、組合員に対する通知

その他の方法により組合員に周知徹底する

ものとする。 

 

（理事会の決議方法及び議長） 

第67条       （略） 

２～６       （略） 

７ 理事会の議事録には次に掲げる事項を記

載し、又は記録しなければならない。 

（１）       （略） 

（２）議事の経過の要領及び結果（議案別の

決議の結果については、可決、否決の別

及び賛否の議決権数並びに賛成した理事

の氏名及び反対した理事の氏名を含む。） 

（３）～（５）   （略） 

 

（会計区分） 

第69条       （略） 

２ 第７条第１項第８号の事業、第９号の事

業、第10号から第11号の２までの事業及び

第22号から第24号までの事業については、

それぞれ他の事業と区分して経理するもの

とする。 

 

（任意積立金） 

第75条       （略） 

２ 任意積立金は、損失金のてん補又はこの

組合の事業の改善発達のための支出その他

の総会の決議により定めた支出に充てるも

のとする。 

 

（配 当） 

第76条 この組合の剰余金の処分に当たって

は、経営の健全性の確保や事業の成長発展

 

 

（12）～（15）   （略） 

２ 理事は、前項第９号の共済規程の変更を

議決したときは、その内容をこの組合の掲

示場に掲示するほか、組合員に対する通知

その他の方法により組合員に周知徹底する

ものとする。 

 

（理事会の議決方法及び議長） 

第67条       （略） 

２～６       （略） 

７ 理事会の議事録には次に掲げる事項を記

載し、又は記録しなければならない。 

（１）       （略） 

（２）議事の経過の要領及び結果（議案別の

議決の結果については、可決、否決の別

及び賛否の議決権数並びに賛成した理事

の氏名及び反対した理事の氏名を含む。） 

（３）～（５）   （略） 

 

（会計区分） 

第69条       （略） 

２ 第７条第１項第８号の事業、第９号の事

業、第10号から第11号の２までの事業、第

13号の事業及び第22号から第24号までの事

業については、それぞれ他の事業と区分し

て経理するものとする。 

 

（任意積立金） 

第75条       （略） 

２ 任意積立金は、損失金のてん補又はこの

組合の事業の改善発達のための支出その他

の総会の議決により定めた支出に充てるも

のとする。 

 

（配 当） 

第76条 この組合の剰余金の処分に当たって

は、内部留保を優先するものとし、組合員
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を図るための投資に資する内部留保を優先

するものとし、組合員に対して剰余金の配

当を行う場合には、次項から第５項までに

定めるところによる。 

２         （略） 

３ この組合の出資額に応じてする配当は、

毎事業年度の終わりにおける組合員の払込

済出資額に応じてこれを行う。 

 

４ 前２項の配当は、その事業年度の剰余金

処分案の決議をする総会の日において組合

員である者について計算するものとする。 

５         （略） 

 

（損失金の処理） 

第78条 この組合は、事業年度末に損失金が

ある場合には、任意積立金、利益準備金、

資本準備金及び再評価積立金の順に取り崩

して、そのてん補に充てるものとする。 

 

（削除） 

 

 

 

に対して剰余金の配当を行う場合には、次

項から第５項までに定めるところによる。 

 

 

２         （略） 

３ この組合の出資額に応じてする配当は、

毎事業年度の終わりにおける組合員の払込

済出資額（回転出資金の額を除く。次条に

おいて同じ。）に応じてこれを行う。 

４ 前２項の配当は、その事業年度の剰余金

処分案の議決をする総会の日において組合

員である者について計算するものとする。 

５         （略） 

 

（損失金の処理） 

第78条 この組合は、事業年度末に損失金が

ある場合には、任意積立金、利益準備金、

資本準備金、回転出資金及び再評価積立金

の順に取り崩して、そのてん補に充てるも

のとする。 

２ 前項の損失金のてん補に充てるべき回転

出資金の額は、当該事業年度末における各

事業年度の回転出資金の額の割合に応じて

それぞれこれを算定する。 

 

附 則 

 １ この定款の変更は、行政庁の認可を受けた日から効力を生ずる。 


