大八洲開拓農業協同組合定款
第一章総則
︵目的︶

設

組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の
締結

目老人の福祉に関する施設

日責務の保証

第一条この組合は組合員が協同して開拓事業を完遂し開拓
地の農業生産力の増進と開拓農民の経済的地位の向

園農林中央金庫その他の信用事業規定に定めるものの

第三条この組合は大八洲開拓農業協同組合という︒

︵名称︶

を行う︒

二︑この組合は組合員の委託を受けて行う農業経営の事業

㈲第一号から第二号までの事業に附帯する事業

係る事務の取扱

回国・地方公共団体会社等の金銭の収納その他金銭に

義務の代理

上を図ることを目的とする︒
︵事業︶

第二条この組合は組合員のために次の事業を行う︒

㈲組合員の事業または生活に必要な資金の貸付
ロ組合員の貯金の受入れ

匂組合員の事業又は生活に必要な物資の供給
四組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設︵医療
又は老人福祉に関するものを除く︶の設置

農作業の共同化その他農業労働の効率の増進に関す

第四条この組合の地区は北相馬郡守谷町大字守谷甲︒大字

︵地区︶

㈲開拓農業の目的に供される土地の造成︒改良若しく

立沢・大字板戸井・大字大木及び水海道市菅生町の区域と

る施設

は管理農業の目的に供するための土地の売渡し貸付

する︒

第五条この組合の主たる事務所は茨城県北相馬郡守谷町大

︵事務所︶

若しくは交換又は農業水利施設の設置若しくは管理

岬組合員の生産する物資の運搬加工貯蔵又は販売

農村工業に関する施設

字板戸井二一七五番地に置く

■ 一

組合員の農業に関する技術及び経営の向上を図るた
めの教育又は農村の生活及び文化の改善に関する施
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(
で
）

︵広告の方法︶

柵又は販売農業生産に必要な資材の製造及び農作業の

受託並びに農業と併せて行う林業の経営を含む︶及び

これに附帯する事業のみを行うその他の法人でその事

第六条この組合の広告はこの組合の掲示場に掲示してこれ
を↑行う○

務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあ

三︑次に掲げるものはこの組合の准組合となることができ

るもの

二︑前項の広告の内容は必要があるときは書面をもって組
合員に通知し又は茨城新聞に掲載するものとする︒
︵組合員に対する通知又は催告︶

ブ︵︾○

一この組合の地区内に住所を有する個人でこの組合の

第七条この組合の組合員に対してする通知又は催告は組合
員名簿に記載したその組合員の住所に︑その組合員が別に

施設を利用することが適当であると認められるもの

とが適当であると認められるもの︵前項第三号及び前

団体﹂という︶であってこの組合の施設を利用するこ

なっているものに限る以下﹁農用地利用改善事業実施

の組合の地区内にある者に限る︶が﹁主たる構成員﹂と

項第一号に該当する正組合員にあってはその住所がこ

であって前項第一号又は第二号に該当する正組合員︵同

施区域の全部又は一部がこの組合の地区内にある団体

用改善事業を行う団体︵その農用地利用改善事業の実

受けた農用地利用規定で定めるところに従い農用地利

回農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の認定を

同組合

にこの組合の地区の全部又は一部を地区とする農業協

通知又は催告を受ける場所をこの組合に通知したときはそ
の場所に宛ててこれをする︒

二︑前項の通知又は催告は通常到着すべきであった時に到
着したものと見なす︒

第二章組合員
︵組合員の資格︶

第八条この組合の組合員は正組合員及び准組合員とする︒
二︑次に掲げるものはこの組合の正組合員となることがで
︑圭ごう︵︾Ｏ

㈲一○アール以上の土地を耕作する農民でその耕作す
る土地又は住所がこの組合の地区内にあるもの

︒一年のうち九○日以上農業に従事する農民でその住
⑧農業の経営を行う農事組合法人並びに農業の経営︵そ

民が主たる構成員となっている団体で協同組織のもと

四農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する農

号に掲げるものを除く︶

の行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又

に当該構成員の共同の利益を増進することを目的とす

所がこの組合の地区内にあるもの

は材料として使用する製造又は加工農畜産物の貯蔵運
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を有する農民が主たる構成員又は出資者となっている

るものその他この組合またはこの組合の地区内に住所

向上に貢献すると認められる者であること

農業の生産能率を高め経済状態を改善し社会的地位の

匂第八条第二項各号に該当する正組合員と共同してその

︵加入︶

団体であってこの組合の施設を利用することが適当で
あると認められるもの︵前項第三号及び前第二号に掲

うとする出資口数を記載した加入申込害を組合に提出しな

第九条この組合の組合員となろうとするものは引き受けよ

函組合員となろうとするものが組合員たる資格を有す

ければならない︒この場合において第八条第二項第三号及

げるものを除く︶

るか否か明らかでないときは理事会でこれを決める

掲げる書類を添付しなければならない

び同条第三項第二号から第四号までに該当するものは次に

による公告があった農用地利用集積計画の定めるところに

㈲定款またはこれに代るべき書類

第八条の二農業経営基盤強化促進法第十九条第一項の規定
よって利用権を設定したことにより前条第二項第一号に該

ロ加入についての総会の議事録の抄本等当該団体の加

匂代表者の氏名及び住所を記載した書面

入の意志を称する書面

当しなくなった者︵前項第二号に該当するものを除く︶で
あって同項第三号又は同条第三項第二号若しくは第三号に
該当する組合員である農用地利用改善事業実施団体の構成

加入を承諾しようとするときは書面をもってその旨を加

二︑この組合は前項の申込書を受取った場合においてその

くこの組合に申出をし理事会において次の各号に掲げる要

入申込をしたものに通知し出資の払込をさせるとともに

員であるもののうち当該利用権設定前に又は設定後遅滞な
件に該当する者である旨の確認を受けたものは引続きこの

組合員名簿に記載するものとする︒

︵資格変動の申出︶

出はこれを必要としない︒

の規定を準用する︒ただし第一項各号に掲げる書類の提

四︑出資口数を増加しようとする組合員については前三項

することに因って組合員となる︒

三︑加入申込をしたものは前項の規定による出資の払込を

組合の正組合員とする︒

一その住所がこの組合の地区内にある者であること又は
その住所が別に定める地区内にある者であってこの組
合の施設︵農業に必要な施設に限る︶を利用すること
が適当であると認められるものであること
口利用権を設定した土地の全部又は一部がその者か構成
員となっている農用地利用改善事業実施団体の農用地

第十条組合員は前条第一項の規定ににより提出した書類の

記載事項に変更があったとき又は組合員たる資格を失い若

←

利用規定において定める農用地利用改善事業の実施区
域︵この組合の地区内に限る︶の地区内にあること
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しくはその資格に変動があったときは直ちにその旨を書類
でこの組合に届け出なければならない︒
︵持分の譲渡︶

第十一条組合員はこの組合の承認を得なければその持分を
譲り渡すことができない︒

二︑組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは
第九条の規定を準用する︒ただし同条第二項の払込をさ
せない︒

︵相続による加入︶

︵除名︶

第十五条組合員が次の各号の一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

の会日から十日前までにその組合員に対してその旨を通知

しかつ総会において弁明する機会を与えなければならない︒

㈲一年間この組合の施設を全く利用しないとき

ロ第十八条及び第十九条の規定による出資の払込及び

第二十条の規定による賦課金の納入その他この組合に

対する義務の履行を怠ったとき

払戻請求権の全部を取得した者が直ちにこの組合に加入の

合の定款若しくは規約に違反しその他故意又は重大な

卿法令︒法令に基づいてする行政庁の処分又はこの組

三この組合の事業を妨げる行為をしたとき

申込をし組合がこれを承諾したときはその相続人は非相続

過失によりこの組合の信用を失わせるような行為をし

第十二条組合員の相続人でその組合員の死亡により持分の

人の持分を取得したものとみなす︒

たとき

︵持分の払戻︶

もってこれをその組合員に通知しなければならない︒

二︑除名を決議したときはその理由を明らかにした書面を

︵加入の承諾及び持分譲渡の停止︶

第十三条この組合は前条の加入の場合を除き総会の会日よ
り二週間前から総会の終了するまでの間は加入の承諾及び
持分の譲渡の承諾をしないものとする︒

りにおけるこの組合の財産につき第二十七条第一項第一号

第十六条組合員が脱退した場合には脱退した事業年度の終

第十四条組合員は六十日前までにその旨を書面をもってこ

の規定により算定した持分の額を払戻するものとする︒た

︵脱退︶

の組合に予告し当該事業年度の終りにおいて脱退する︒

だし除名による脱退の場合は同号の規定によって算定した

持分の額の二分の一の払戻しに止めるものとする︒

二︑組合員は次の事由によって脱退する︒

㈲組合員たる資格の喪失

有するときは前項の規定により払戻すべき額と相殺する

二︑脱退した組合員がこの組合に対して払込むべき債務を

匂除名

ものとする︒

ロ死亡または解散
四持分全部の譲渡
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︵出資口数の減少︶

法は総会でこれを定める︒

第二十一条この組合は前条の賦課金について組合員につき

その賦課金額の算定の基準となった事項に変更があっても

第十七条組合員はやむを得ない理由があるときは理事会の
承認を得てその出資の口数を減少することができる︒

すでに賦課した金額はこれを変更しない︒

てるものとする︒

の五分の一に相当する金額以上の金額を準備金として積立

これを補填した後の残額︒以下二十五条までにおいて同じ︶

するまでの毎事業年度の剰余金︵繰越欠損のある場合には

第二十三条この組合は出資総額の二倍に相当する金額に達

︵法定準備金︶

することができる︒

の日までの日数によって計算した金額を過怠金として徴収

金額につき年三六︒五％の割合でその期限の翌日から履行

義務をその期限までに履行しないときは払込金額又は未納

第 二十二条この組合は組合員が出資払込及び斌
賦課金衲
納付の

︵過怠金︶

二︑組合員が出資口数を減少したときは減少した口数に係
る払込済出資金に対する持分額を払戻すものとする︒

第三章出資︒経費分担及び積立金
︵出資義務︶

第十八条組合員は出資一口以上を持たねばならないただし
五百口を 越 え る こ と は で き な い ︒
︵出資一口の金額及び払込方法︶

第十九条出資一口の金額は金千円として金額一時払いとす
ブ︵︾○

二︑組合員は前項の規定による出資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︒

第二十条この組合は第二条第一項第五号・六号︵農業の目

充てるため毎年事業年度の剰余金の二十分の一に相当する

第二十四条この組合は第二条第一項第九号の事業の費用に

︵教育情報繰越金︶

的に供するための土地の売渡し貸付又は交換の事業を除く︶

金額以上の金額を翌事業年度に繰越すものとする︒

︵経費の賦課︶

及び第九号の事業並びにこれらの事業に付帯する事業に必

︵特別積立金︶

の規定により準備金として積立てる金額及び前条の規定に

第二十五条この組合は毎事業年度の剰余金から第二十三条

要な経費に充てるために組合員に経費を賦課することがで
︑雲ごう︵︾○

二︑組合員は前項の経費の支払について相殺をもってこの

より繰越す金額を控除しなお残余があるときは特別積立金

として積立てることができる︒

b 一

組合に対抗することができない︒

三︑第一項の賦課金の額・賦課方法・徴収時期及び徴収方
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二︑特別積立金は欠損の填補に充てるものとする︒ただし

二︑理事の定数の過半数はこの組合の第八条第二項第一号

第二十八条この組合に役員として理事五名監事三名をおく︒

又は第二号に該当する正組合員でなければならない︒

総会で臨時の支出に充てることを議決した場合はこの限
りでない︒

三︑前項の規定の運用については第八条の二の規定による

第三十条正組合員は正組合員の五分の一以上の連署をもつ

︵役員の改選︶

り組合員が総会においてこれを選任する︒

第二十九条役員は附属書役員選任規定の定めるところによ

︵役員の選任︶

す︒

項第一号又は第二号に該当する正会員である理事とみな

第二号に該当しなくなった者はその任期中は第八条第二

正組合員である理事で任期中に第八条第二項第一号及び

︵資本積立金︶

第二十六条この組合は次の各号に掲げる金額を資本積立金
として積立てるものとする︒

㈲合併差益
ロ減資差益
二︑前項の資本積立金は欠損の填補に充てる場合を除いて
はこれを取り崩さない︒
︵持分の算定︶

第二十七条この組合の財産についての組合員の持分は次の
標準によってこれを定める︒

二︑前項の規定による請求は理事の全員または監事の全員

てその代表者から役員の改選を請求することができる︒

合員の払込んだ出資額に応じて算定する︒ただしその

について同時にしなければならない︒ただし法令に基づ

㈲払込んだ出資の総額に相当する財産については各組
財産が払込んだ出資の総額より減少したときは各組合

いてする行政庁の処分または定款︒規約若しくは信用事

業規定の違反を理由とする改選の請求はこの限りでない︒

員の出資額に応じて減額して算定する

︒その他の財産についてはこの組合の解散の場合に限

三︑第一項の規定による請求は改選の理由を記載した書面

面又はその写しを送付しかつ総会において弁明する機会

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

五︑第三項の規定による書面の提出があったときは理事は

会の議に付さねばならない︒

四︑第一項の規定による請求があったとき理事はこれを総

を理事に提出してしなければならない︒

って算定するものとしその算定の方法は総会でこれを
定め る

二︑持分を算定するにあたり計算の基礎となる金額で一円
未満のものはこれを切り捨てるものとする︒

第四章役職員
︵役員の定数︶
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を与えなければならない︒

四︑理事は組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を

発見したときは直ちに監事に報告しなければならない︒

五︑監事は理事会に出席し意見を述べることができる︒

六︑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

六︑監事は理事が組合の目的の範囲内でない行為その他法

認を受けるものとする︒

一○︑監査についての細則は監事がこれを作成し総会の承

その行為をやめるべきことを請求することができる︒

を生ずるおそれがある場合においては監事は理事に対し

定款に違反する行為を行いこれにより組合に著しい損害

九︑理事が組合の目的の範囲内でない行為その他法令又は

れを準用する︒

八︑第五十条第四項の規定は前項の請求があった場合にこ

召集を請求することができる︒

七︑前項の場合において必要があるときは監事は理事会の

ない︒

あると認めるときは理事会にこれを報告しなければなら

令若しくは定款に違反する行為を行い又は行うおそれが

員はその時その職を失う︒
︵代表理事︶

第三十一条組合を代表すべき理事は理事会の議決により理
事のうちから選任する︒
︵組合長の職務及び理事の職務︶

第三十二条理事のうち一人を組合長とし理事会の議決によ
り第八条第二項第一号又は第二号に該当する正組合員であ
る理事のうちから選任する︒

二︑組合長は組合の業務を総括する︒

三︑理事はあらかじめ理事会の議決により定めた順位に従
い組合長に事故ある時はその職務を代理する︒
︵監事の職務︶

第三十三条監事は少なくとも毎事業年度二回理事の職務の
執行を監査しその結果につき総会及び理事会に報告し意見
二︑監事はいつでも理事及び参事その他の使用人に対し事

定款︑規約︑信用事業規程︑農地保有合理化事業規定︑農

第三十四条役員は法令・法令に基づいてする行政庁の処分︑

︵役員の責任︶

業の報告を求めまたは組合の業務及び財産の状況を調査

業経営受託規定及び監査細則の規程並びに総会の決議を遵

を述べなければならない︒

することができる︒

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︒

三︑監事は理事が総会に提出しようとする議案及び書類を
調査し法令若しくは定款に違反しまたは著しく不当な事

二︑理事又は監事が任務を怠ったときはその理事又は監事

はそれぞれにこの組合に対して連帯して損害賠償の責に

←

項があると認めるときは総会にその意見を報告しなけれ
ばなら な い ︒
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応じる︒

︵参事及び会計主任︶

過失があったときその理事又は監事はそれぞれ第三者に

二︑参事は理事会の決定により組合の名において行う権限

ができる︒

第三十六条この組合に参事及び会計主任各一人を置くこと

対して連帯して損害賠償の責に任じる︒重要な事項につ

を有する一切の義務を誠実に善良なる管理者の注意をも

三︑理事又は監事がその職務を行うにつき悪意又は重大な

き事業報告書・財産目録︒貸借対照表・損益計算書及び

って行わなければならない︒

二︑職員給与規程は理事会の議決を経てこれを定める︒

ろによる︒

第三十七条職員に対する給与は職員給与規程の定めるとこ

︵職員の給与︶

金銭の出納・保管の責に任ずる︒

事し財務及び会計に関する帳簿・証葱書類等の保管及び

三︑会計主任はこの組合の財務及び会計に関する事務に従

剰余金処分案又は損失処理案に虚偽の記載をし又は虚偽
の登記若しくは広告をしたときも又同様とする︒

四︑監事が前二項の規定によりこの組合又は第三者に対し
て損害賠償の責に任すべき場合において理事もその責に
任ずべきときはその監事及び理事はこれを連帯債務者と
する︒

︵役員の任期︶

第三十五条役員の任期は就任後三年以内の最終の決算期に
びに第三十条の規定及び農業協同組合法︵以下﹁法﹂とい

規程の定めるところによりこれらのものに対し退職手当を

第三十八条この組合は職員が退職するときは職員退職給与

︵職員の退職給与︶

う︶第九十五条第二項の規定による改選並びに法第九十六

支給する︒

関する通常総会の終了の時までとする︒ただし補欠選任並

条の規定による決議の取消しによる選任によって選任され

二︑この組合は職員退職給与規程の定めるところにより毎

月又は二月に通常総会を召集する︒

第三十九条組合長は理事会の議決を経て毎事業年度一回一

︵総会の召集︶

第五章総会

三︑退職給与規程は理事会の議決を経てこれを定める︒

事業年度の退職給与引当金を引当てる︒

る役員の任期は退任した役員の残任期間とする︒

二︑前項の規定による選任が役員の全員にかかるときはそ
の任期は前項ただし書の規定に関わらず就任後三年以内
の最終の決算期に関する通常総会終了の時までとする︒

三︑役員の数がその定款を欠くに至った場合においては任
期の満了又は辞任によって退任した役員は新たに選任さ
れた役員が就任するまでなお役員としての権利義務を有
する︒
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二︑組合長は次の場合に理事会の議決を得て臨時総会を召
集する︒

㈲理事会が必要と認めたとき
ロ正組合員がその五分の一以上の同意を得て会議の目
的とする事項及び召集の理由を記載した書面を理事会
に提出して召集を請求したとき
②正組合員が第三十条の規定により役員の改選を請求
したとき

三︑理事会は前項第二号又は第三号の請求があったときは
その請求があった日から二十日以内に総会を召集すべき
ことを決しなければならない︒

四規約︑信用事業規程︑農業経営受託規程︑農地保有

合理化事業規程及び監査細則の設定︑変更及び廃止

⑳第二条第一項第十号の団体協約の締結
㈲毎事業年度の事業計画の設定及び変更
㈲経費の賦課及び徴収の方法
伽借入金の最高限度
理事及び監事の報酬

⑥事業報告書︑貸借対照表︑損益計算書及び剰余金処
分案又は損失処理案

目農業協同組合中央会又は農業協同組合連合会その他

の団体の設立の発起人となり又は設立準備会の議事に
同意すること

白農業協同組合︒農業協同組合中央会又は農業協同組

四︑監事は組合長若しくは組合長の職務を代理する者がな
いとき又は第二項第二号若しくは第三号の請求があった

業協同組合中央会又は農業協同組合連合会その他の団

合連合会その他の団体への加入及び農業協同組合・農

が正当なる理由がないのに総会召集の手続きをしないと

体からの脱退

場合において組合長若しくは組合長の職務を代理する者
きは総会を召集する︒

会社の株式を取得し又は法人若しくは団体︵農業協同

三この組合の事業を行うため必要がある場合において

第四十条総会召集の通知はその総会の日から十日前までに

組合・農業協同組合中央会・農業協同組合連合会︒農

︵総会の召集手続︶

その会議の目的たる事項を示してこれを行うものとする︒

林中央金庫及び農業信用基金協会を除く︶に対して出
資又は出えんをすること

︵総会の議決事項︶

第四十一条次に掲げる事項は総会の議決を経なければなら

二︑前項第十三号の株式の取得︒出資又は出えんについて

はこの組合の事業運営に及ぼす影響が軽微なものと認め

られるものは前項に規定に関わらず理事会においてこれ
を決する︒

−

ない︒

㈲定款の変更
口組合の解散及び合併
⑧組合員の除名
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第四十二条総会は正組合員の半数以上が出席しその出席者

席者の半数以上が第八条第二項の規定による正組合員であ

第四十五条次の事項は正組合員の半数以上が出席しその出

︵総会の特別議決事項︶

の半数以上が第八条第二項の規定による正組合員である場

る場合においてその出席者の議決権の三分の二以上の多数

︵総会の定足数︶

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

による議決を必要とする︒

四十条の規定を適用しない︒

二︑前項の規定により続行され又は延期された総会には第

は延期することができる︒

第四十六条総会の会日は総会の議決によりこれを続行し又

︵総会の続行及び延期︶

㈲定款の変更
ロ組合の解散及び合併
回組合員の除名

において第四十七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︒

二︑前項に規定する正組合員の出席がないときは二十日以
内にさらに総会を召集しなければならない︒この場合に
は前項の規定に関わらず出席者の半数以上が第八条第二
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︶

第四十三条総会では四十条の規定によりあらかじめ通知し

事項並びに役員の選任︵第三十条の規定及び法第九十五条

一項第十一号から第十三号まで及び第四十五条に規定する

うことができる︒

知のあった事項につき書面又は代理人をもって議決権を行

第四十七条正組合員は第四十条の規定によりあらかじめ通

︵書面又は代理人による議決︶

第二項の規定による改選を除く︶を除き緊急を要する事項

二︑前項の規定により書面をもって議決を行おうとする正

た事項に限って議決するものとする︒ただし第四十一条第

についてはこの限りでない︒

ぞれ賛否を記入してこれに署名又は記名押印の上総会の

組合員はあらかじめ通知のあった事項につき書面にそれ

第四十四条総会の議事は出席した正組合員の議決権の過半

会日の前日までにこの組合に提出しなければならない︒

︵総会の議決法及び議長︶

数でこれを決し可否同数の時は議長の決するところによる

三︑第一項の規定により正組合員が議決権を行なわせよう

四︑代理人は二人以上の組合員を代理することができない︒

はその正組合員でなければならない︒

とする代理人はその組合員と同一世帯に属する成年者又

二︑議長は総会において出席した正組合員の中から正組合
員がこれを選任する︒

三︑議長は組合員として総会の議決に加わる権利を有しな
い︒
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五︑代理人は代理権を証する書面をこの組合に提出しなけ
ればならない︒
︵準組合員の意見︶

る理事会の召集通知が発せられないときは自ら理事会を
召集することができる︒
︵理事会の召集手続︶

第五十一条理事会の召集はその理事会の日の三日前までに

各理事及び監事に対してその通知を発していなければなら

第四十八条准組合員は総会において議長の許可を得て意見
を述べることができる︒

ない︒ただし緊急の必要がある場合にはこの期間を短縮す

限度

⑥一組合員に対する信用の供与︵貸付金の額︶の最高

貸付金の利率の最高限度

上リース取引による固定資産の貸借に関する事項
伽大口資金の貸付の決定に関する事項

向固定資産の取得または処分に関する事項

⑳参事及び会計主任の任免に関する事項

艸準組合員の資格に関する事項

口総会の召集及び総会に付議すべき事項
匂役員の選任に関する事項

㈲業務を執行するための方針に関する事項

る事項は理事会においてこれを決する︒

第五十二条この組合の組織及び事業の運営につき次に掲げ

︵理事会の議決事項︶

の手続きを経ないで開くことができる︒

二︑理事会は理事及び監事の全員の同意があるときは召集

ることができる︒

︵総会の議事録︶

第四十九条総会の議事について議事録を作成し議長及び出
席した理事がこれに署名又は記名押印するものとする︒

二︑前項の議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載し
なければならない︒

㈲開催の日時及び場所
口正組合員数及びその出席者数
回議事の経過の要領
四議案別の議決の結果

第五章の二理事会
︵理事会の召集者︶

第五十条理事会は組合長が召集する︒
二︑組合長が事故又は欠員の時はあらかじめ理事会におい
て定めた順位に従い他の理事が召集する︒

三︑理事は必要があると認めるときはいつでも組合長に対
し会議の目的たる事項を記載した書面を提出して理事会
を召集すべきことを請求することができる︒

目一の組合員以外の者に対する信用の供与の最高限度

白延滞債権の処理の方針に関する事項

二

四︑前項の請求をした理事は同項の請求した日から五日以
内にその請求の日より二週間以内の日を理事会の日とす
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筐この組合の事業運営に及ぼす影響が軽微なものと認
められる株式の取得︒出資又は出えん

画行政庁による検査・農業協同組合中央会による監査
及び監事による監査の結果に関する事項

園前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認
めた事項
二︑理事
一認を受けた場合に限りこの組合と契
事は
は理
理事
事会
会の
の承承
約することができる︒
︵理事会の報告事項︶

第五十二条の二組合長は次に掲げる事項を定期的に理事会

五︑理事会の議事録については第四十九条の規定を準用す

るこの場合において同条第一項中﹁議長及び出席した理

事﹂とあるのは﹁出席した理事及び監事﹂と同条第二項

中﹁議案別の議決の結果﹂とあるのは﹁議案別の議決の

結果︵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︶﹂と読み替えるも
のとする︒

第六章業務の執行及び会計
︵事業年度︶

一日までとする︒

第五十三条この組合の事業年度は一月一日から十二月三十

㈲組合員の加入及び脱退の状況

︵専属利用契約︶

に報告しなければならない︒

ロ取扱高その他この組合の事業の実施状況

第五十四条この組合は一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

②理事会の決定に係る事業の処理状況

四内部検査の結果

約を組合員と締結することができる︒

第五十五条この組合は組合員の利用に差支えない限り第二

二・前項の規定は書面でこれをしなければならない︒

函前各号に掲げる事項のほか理事会において必要と認
めた事項
︵理事会の議決方法及び議長︶

条第一項第十二号から第十四号までの事業及びこれらに附

帯する事業のほか組合員以外の者に第二条第一項第一号か

第五十二条の三理事会の議事は理事の過半数が出席し出席
した理事の過半数でこれを決する︒

ら第九号まで及び第十一号の事業及びこれに附帯する事業

︵会計区分︶

はこの信用事業規程に定めるものに限るものとする︒

し同条第一項第一号や及び第十二号の事業の利用について

並びに同条第二項の事業を利用させることができる︒ただ

二︑前項の議事に特別の利害関係を有する理事はその議決
に加わることができない︒

三︑前項の規定により議決に加わることができない理事の
数は第一項の理事の数にこれを算入しない︒
四︑組合長は理事会の議長となる︒
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第五十六条この組合は第二条第一項第一号及び第二号の事
業は農業協同組合財務処理基準令第三条第三項の規程に従
いその他の事業とそれぞれ区分して経理するものとする︒
︵農地保有合理化事業規程︶

②特別の法律により設立された法人︵金融機関を除く︶

の発行する債券︵政府保証債券を除く︶の取得

四銀行又は信託会社への金銭信託︵運用方法の特定し
たものを除く︶

二︑この組合は前項第二号若しくは第三号に規定する債券

函貸付信託の受益証券の取得

ち農地保有合理化事業︵農業経営基盤強化促進法第四条第

又は同項第五号に規定する受益証券の銀行又は信託会社

第五十六条の二この組合は第二条第一項第六号の事業のう
二項に規定する農地保有合理化事業をいう︶の実施に当た

への信託をすることができる︒

額は余裕金総額の三分の二を下がってはならない︒

合会︒農林中央金庫及び農業協同組合への預け金の合計

三︑第一項第一号の規程による茨城県信用農業協同組合連

っては農地保有合理化事業規程の定めるところによるもの
とする︒

︵農業経営受託規程︶

第五十六条の三この組合は第二条第二項の農業の経営の実

四︑この組合が第一項第三号から第五号までに掲げる目的

に運用する余裕金の総額はこの組合の受入れに係る貯金

施に当たっては農業経営受託規程の定めるところによるも
のとする︒

の合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならな

第五十八条次に掲げる事項は毎事業度理事会においてこれ

いＯ

︵信用事業規程︶

第五十六条の四この組合は第二条第一項第一号及び第十二
号から第十四号までの事業及びこれらに附帯する事業の実

を決する︒

㈲余裕金の運用の方針に関する事項

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︒

︒余裕金の運用方法に関する事項

第五十九条組合長はこの組合の余裕金の運用状況を定期的

⑳前条第二項の規程による信託先銀行又は信託会社

用する余裕金額の最高限度

四前条第一項第三号から第五号までに掲げる目的に運

会社

⑧前条第一項第四号の規程による信託先銀行又は信託

︵余裕金の運用︶

第五十七条この組合の余裕金は次に掲げる目的以外の目的
には運用す る こ と が で き な い ︒

い茨城県信用農業協同組合連合会・農林中央金庫︒農
業協同組合及び銀行への預け金又は郵便貯金

ロ国債証券・地方債証券・政府保証債券又は農林中央
金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
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に理事会に 報 告 せ ね ば な ら な い ︒
︵規約︶

第六十条次の事項は定款で定めるものを除いて規約でこれ
を定める︒

㈲総会及び理事会に関する規定
口業務の執行及び会計に関する規定
匂組合員に関する規定
心役員に関する規定
⑳職員に関する規定

第七章剰余金の処分及び損失の処理

取扱った物の数量・価格その他事業の分量を参酌して組

合員の事業の利用分量に応じてこれをする︒

三︑前二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ものについて計算す
るものとする︒

四︑第二十七条第二項の規定は配当の計算にこれを準用す
る︒

︵配当金等の出資払込への充当︶︒

第六十三条出資の払込を終わらない組合員に対する払込済

出資額に応じて配当する剰余金はその払込に充てることが
できる︒
︵欠損の処理︶

第六十四条この組合は事業年度末に欠損がある場合には特

︵剰余金の処分︶

第六十一条毎事業年度の剰余金は欠損を填補し第二十三条

別積立金資本積立金及び準備金の順に取り崩してその填補

力を生ずる︒

附則この定款の変更は行政庁の認可を受けた日からその効

に充てるものとする︒

の規定による準備金に積立てる金額第二十四条の規定によ
り繰越す金額及び第二十五条の規定による特別積立金に積
立てる金額を差引きなお剰余金があるときはこれを組合員
に配当し又は翌事業年度に繰越すものとする︒

二︑前項の配当は組合員の払込済の出資の額に応じてこれ
をしなお余裕があるときは組合員の事業の利用分量の割
合に応じてこれをするものとする︒
︵剰余金の配当︶

第六十二条出資に対する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しその率は年七％以内と
する︒

二︑事業の利用分量に対する配当はその事業年度において

−273−

