
定款変更新旧対照表 

 

新 旧 

（公告の方法） 

第５条 この組合の公告は、この組合の掲示

場に掲示し、かつ、香川県において発行す

る四国新聞に掲載する方法によってこれを

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、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

活用に関する法律第３条第１項の規定によ

る公告は、電子公告により行う。 

３ 第１項の公告の内容は、必要があるとき

は、書面をもって組合員に通知するものと

する。 

 

（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）～（37）  （略） 

（38）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第 10

条の定めるところにより、預金保険機構

からの委託を受けて行う休眠預金等代替

金の支払等に係る業務 

（39）簡易郵便局法の規定に基づく郵便窓口

業務並びに郵政民営化法等の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律附則第74

条の規定に基づく郵便貯金管理業務 

（40）貨物自動車運送事業法及び貨物運送取

扱事業法に基づく一般貨物自動車運送事

業及び第一種利用運送事業 

（41）家畜取引法に基づく家畜市場経営業務 

（42）主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律に基づく政府又はこれに準ずる機

関等からの物資の購入及び販売 

（43）前各号の事業に附帯する事業 

（公告の方法） 

第５条 この組合の公告は、この組合の掲示

場に掲示し、かつ、香川県において発行す

る四国新聞に掲載する方法によってこれを

する。 

（新設） 

 

 

 

２ 前項の公告の内容は、必要があるときは、

書面をもって組合員に通知するものとす

る。 

 

（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）～（37）  （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（38）簡易郵便局法の規定に基づく郵便窓口

業務並びに郵政民営化法等の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律附則第74

条の規定に基づく郵便貯金管理業務 

（39）貨物自動車運送事業法及び貨物運送取

扱事業法に基づく一般貨物自動車運送事

業及び第一種利用運送事業 

（40）家畜取引法に基づく家畜市場経営業務 

（41）主要食糧の需給及び価格の安定に関す

る法律に基づく政府又はこれに準ずる機

関等からの物資の購入及び販売 

（42）前各号の事業に附帯する事業 
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２        （略） 

 

 (員外利用） 

第９条 この組合は、組合員の利用に差し支

えない限り、組合員以外の者に第７条第１

項第１号から第42号までの事業（第21号の

事業を除く。）及びこれらに附帯する事業並

びに同条第２項の事業を利用させることが

できる。ただし、組合員以外の者の利用は、

農業協同組合法（以下「法」という。）第10

条第17項、第18項、第20項及び第22項に規

定する範囲内とし、第７条第１項第２号、

第26号、第28号及び第29号の事業の利用に

ついては、信用事業規程に定めるものに限

るものとする。 

 

 (事業規程等） 

第10条 第７条第１項第２号、第３号及び第

26号から第38号までの事業並びにこれらに

附帯する事業並びに第２項の事業の実施に

当たっては、信用事業規程の定めるところ

によるものとする。 

 

（役員の定数） 

第29条 この組合に、役員として経営管理委

員12人以上18人以内、理事９人以上13人以

内及び監事４人以上５人以内を置く。 

２～４      （略） 

 

 (監事の職務） 

第37条 監事は、経営管理委員及び理事の職

務の執行を監査する。 

２～９      （略）  

10 監事は、会計監査人の選任及び解任並び

に会計監査人を再任しないことに関する総

会議案の内容を決定する。 

２        （略） 

 

（員外利用） 

第９条 この組合は、組合員の利用に差し支

えない限り、組合員以外の者に第７条第１

項第１号から第41号までの事業（第21号の

事業を除く。）及びこれらに附帯する事業並

びに同条第２項の事業を利用させることが

できる。ただし、組合員以外の者の利用は、

農業協同組合法（以下「法」という。）第10

条第17項、第18項、第20項及び第22項に規

定する範囲内とし、第７条第１項第２号、

第26号、第28号及び第29号の事業の利用に

ついては、信用事業規程に定めるものに限

るものとする。 

 

（事業規程等） 

第10条 第７条第１項第２号、第３号及び第

26号から第37号までの事業並びにこれらに

附帯する事業並びに第２項の事業の実施に

当たっては、信用事業規程の定めるところ

によるものとする。 

 

（役員の定数） 

第29条 この組合に、役員として経営管理委

員11人以上16人以内、理事９人以上13人以

内及び監事４人以上５人以内を置く。 

２～４      （略） 

 

（監事の職務） 

第37条 監事は、経営管理委員及び理事の職

務の執行を監査する。 

２～９      （略） 

（新設） 
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11 監事は、その職務を行うために必要があ

るときは、会計監査人に対し、その監査に

関する報告を求めることができる。 

12 経営管理委員は、監事の選任に関する議

案を総会に提出するには、監事の過半数の

同意を得なければならない。 

13 監事は、経営管理委員に対し、監事の選

任を総会の目的とすること又は監事の選任

に関する議案を総会に提出することを請求

することができる。 

14 監事は、経営管理委員又は理事が総会に

提出しようとする議案及び書類又は電磁的

記録その他の資料を調査しなければならな

い。この場合において、法令若しくは定款

に違反し、又は著しく不当な事項があると

認めるときは、その調査の結果を総会に報

告しなければならない。 

15 監事は、理事が組合の目的の範囲外の行

為その他法令若しくは定款に違反する行為

をし、又はこれらの行為をするおそれがあ

る場合において、その行為によって組合に

著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

その理事に対し、その行為をやめることを

請求することができる。 

16 監査の実施その他監事に関する事項は、

監事監査規程として監事がこれを作成し、

総会の承認を受けるものとする。 

 

第５章の２ 会計監査人 

 

（会計監査人の設置） 

第40条の２ この組合は、会計監査人を設置

する。 

 

（会計監査人の選任）  

第40条の３ 会計監査人は、総会において選

（新設） 

 

 

10 経営管理委員は、監事の選任に関する議

案を総会に提出するには、監事の過半数の

同意を得なければならない。 

11 監事は、経営管理委員に対し、監事の選

任を総会の目的とすること又は監事の選任

に関する議案を総会に提出することを請求

することができる。 

12 監事は、経営管理委員又は理事が総会に

提出しようとする議案及び書類又は電磁的

記録その他の資料を調査しなければならな

い。この場合において、法令若しくは定款

に違反し、又は著しく不当な事項があると

認めるときは、その調査の結果を総会に報

告しなければならない。 

13 監事は、理事が組合の目的の範囲外の行

為その他法令若しくは定款に違反する行為

をし、又はこれらの行為をするおそれがあ

る場合において、その行為によって組合に

著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

その理事に対し、その行為をやめることを

請求することができる。 

14 監査の実施その他監事に関する事項は、

監事監査規程として監事がこれを作成し、

総会の承認を受けるものとする。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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任する。 

 

（会計監査人の任期）  

第40条の４ 会計監査人の任期は、選任後１

年以内に終了する事業年度のうち最終のも

のに関する通常総会の終結の時までとす

る。 

２ 会計監査人は、前項の通常総会において

別段の決議がされなかったときは、当該通

常総会において再任されたものとみなす。 

 

（会計監査人の権限等） 

第40条の５ 会計監査人は、貸借対照表、損

益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、

注記表及びこれらの附属明細書を監査す

る。この場合において、会計監査人は、農

林水産省令で定めるところにより、会計監

査報告を作成しなければならない。 

２ 会計監査人は、いつでも、会計帳簿又は

これに関する資料の閲覧及び謄写をし、又

は経営管理委員及び理事並びに参事その他

の使用人に対し、会計に関する報告を求め

ることができる。 

３ 会計監査人は、その職務を行うため必要

があるときは、子会社等に対して会計に関

する報告を求め、又はこの組合若しくはそ

の子会社等の業務及び財産の状況の調査を

することができる。 

 

（監事に対する報告） 

第40条の６ 会計監査人は、その職務を行う

に際して経営管理委員及び理事の職務の執

行に関し不正の行為又は法令若しくは定款

に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、遅滞なく、これを監事に報告し

なければならない。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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（会計監査人の報酬等の決定） 

第40条の７ 理事は、会計監査人の報酬等を

定める場合には、監事の過半数の同意を得

なければならない。 

 

（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）～（12）  （略） 

（13）農業協同組合、農業協同組合連合会又

は農林中央金庫その他の団体への加入及

びこれらの団体からの脱退 

 

（14）      （略） 

（15）法第35条の６第４項及び法第37条の３

第２項の規定による責任の免除 

（16）会計監査人の選任、解任（監事による

解任を除く。）及び不再任 

（17）この組合の行う農業経営の内容に関す

ること 

（17の２）農業協同組合連合会が行う農業の

経営に対して同意すること 

（18）組合員の除名 

（19）前各号に定めるもののほか総会におい

て必要と認めた事項 

２        （略） 

３ 法第37条の２第４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。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（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）～（12）  （略） 

（13）農業協同組合、農業協同組合連合会、

農業協同組合中央会（以下「中央会」と

いう。）又は農林中央金庫その他の団体へ

の加入及びこれらの団体からの脱退 

（14）      （略） 

（15）法第35条の６第４項の規定による責任

の免除 

（新設） 

 

（16）この組合の行う農業経営の内容に関す

ること 

（16の２）農業協同組合連合会が行う農業の

経営に対して同意すること 

（17）組合員の除名 

（18）前各号に定めるもののほか総会におい

て必要と認めた事項 

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
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４～８      （略）  

 

（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。 

（削除） 

 

 

 

 

 

（１）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（以下「信用事業再編強化法」

という。）第３条の規定に基づく指導を受

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）信用事業再編強化法第４条の規定に基

づき農林中央金庫が定める基本方針の内

容 

（３）総会で決議した事項の処理状況 

（４）前各号に定めるもののほか総会におい

て必要と認めた事項 

 

（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）～（４）  （略） 

（５）法第35条の６第４項及び法第37条の３

第２項の規定による責任の免除 

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。 

４～８      （略） 

 

（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）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（以下「信用事業再編強化法」

という。）第３条の規定に基づく指導を受

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 

（３）信用事業再編強化法第４条の規定に基

づき農林中央金庫が定める基本方針の内

容 

（４）総会で決議した事項の処理状況 

（５）前各号に定めるもののほか総会におい

て必要と認めた事項 

 

（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）～（４）  （略） 

（５）法第35条の６第４項の規定による責任

の免除 
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（６）～（８）  （略） 

 

（総会の議事録） 

第53条 総会の議事については、議事録を作

成し、次に掲げる事項を記載し、又は記録

しなければならない。 

（１）～（２）  （略） 

（３）出席した経営管理委員、理事、監事又

は会計監査人の氏名又は名称 

（４）～（６）  （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）～（13）  （略） 

（14）行政庁による検査、会計監査人による

監査及び監事による監査の結果に関する

事項（経営管理委員会が決定すべき事項

に限る。） 

（削除） 

 

 

 

 

 

（15）信用事業再編強化法第３条の規定に基

づく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）第43条第４項の規定に該当する合併 

（17）第43条第５項の規定に該当する新設分

割 

（18）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 

（19）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

（６）～（８）  （略） 

 

（総会の議事録） 

第53条 総会の議事については、議事録を作

成し、次に掲げる事項を記載し、又は記録

しなければならない。 

（１）～（２）  （略） 

（３）出席した経営管理委員、理事及び監事

の氏名 

（４）～（６）  （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）～（13）  （略） 

（14）行政庁による検査、中央会による監査

及び監事による監査の結果に関する事項

（経営管理委員会が決定すべき事項に限

る。） 

（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）信用事業再編強化法第３条の規定に基

づく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。） 

（17）第43条第４項の規定に該当する合併 

（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



新 旧 

の包括移転につき移転先となること。 

（20）前各号に定めるもののほか経営管理委

員会において必要と認めた事項 

２～５      （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）～（９）  （略） 

（10）行政庁による検査、会計監査人による

監査及び監事による監査の結果に関する

事項（経営管理委員会が決定する事項を

除く。） 

（削除） 

 

 

 

 

 

（11）信用事業再編強化法第３条の規定に基

づく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。） 

（12）行政庁に提出する業務報告書及び連結

業務報告書 

（13）法第54条の３の規定に基づくこの組合

の業務及び財産の状況に関する説明書類

並びにこの組合及び子会社等につき連結

して記載した業務及び財産の状況に関す

る説明書類 

（14）前各号に定めるもののほか理事会にお

いて必要と認めた事項 

２        （略） 

の包括移転につき移転先となること。 

（21）前各号に定めるもののほか経営管理委

員会において必要と認めた事項 

２～５      （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）～（９）  （略） 

（10）行政庁による検査、中央会による監査

及び監事による監査の結果に関する事項

（経営管理委員会が決定する事項を除

く。） 

（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

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）信用事業再編強化法第３条の規定に基

づく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。） 

（13）行政庁に提出する業務報告書及び連結

業務報告書 

（14）法第54条の３の規定に基づくこの組合

の業務及び財産の状況に関する説明書類

並びにこの組合及び子会社等につき連結

して記載した業務及び財産の状況に関す

る説明書類 

（15）前各号に定めるもののほか理事会にお

いて必要と認めた事項 

２        （略） 

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。 

２ 前項の規定にかかわらず、変更後の第 29条の規定は、平成 31年４月１日以降最



初に招集する通常総代会の日から適用し、同日前は、なお従前の例による。 

３ 第１項の規定にかかわらず、変更前の第 43 条第１項第 13 号及び第３項、第 44

条第１号、第 59条第１項第 14号及び第 15号、第 65条第１項第 10号及び第 11号

については、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成 27年法律第 63号）

附則第 10条に基づく存続中央会の会員である間は、なお従前の例による。 

４ 第１項の規定にかかわらず、会計監査人に関する規定については、平成 31 年４

月１日以降最初に招集する通常総代会の日から適用し、同日前は、なお従前の例に

よる。 


