○
（昭和 三十九年 九月十 六日

漁業 共 済 組合 定 款の 基 準

総則

三九水 漁第六 二七五号 水産 庁長官 通知）
〔 最終改正 平成 二十一 年九月 十六日 〕
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附則
第 一章

（目的 ）
第 一条 こ の組合 は、組合 員を 構成する 中小漁 業者の ために 、漁業 災害補償 法（昭 和三
十九 年法律第 百五十 八号） の規定 に基づ き、漁業 共済事 業及び 地域共 済事業 を行うこ
とを目的 とする 。
（事 業）
第二条 この組 合は、 前条の 目的を 達成する ため、 次に掲 げる種 類の漁 業共済事 業及び
こ れに附 帯する事 業を行 う。
一 漁獲共済
二 養殖 共済
三 特定養 殖共済
四 漁 業施設 共済
五 地域 共済事業
イ ○○共済
ロ △△ 共済
（名 称）
第三条 この組 合は○ ○漁業 共済組 合とい う。
（ 地区）
第四 条 この 組合の 地区は、 ○○ ○の区域 とする 。
（事務 所）
第 五条 こ の組合の 主たる 事務所 は、○ ○市に 置く。
（公告 ）
第 六条 こ の組合 の公告 は、こ の組合 の掲示板 に掲示 してこ れをす る。
２ 前項の 公告の内 容は、 書面を もって 組合員 に通知す るも のとする 。

組 合員

（ 規約）
第七条 この定 款及び 共済規 程（地 域共済 事業に 係る共済 規程 を含む。 以下同 じ。） に
定 めるも ののほ か、業務 の執 行及び 会計その 他必要 な事項 は、総 会の議 決を経て 規約
で定 める。
第 二章

（組合員 たる資 格）
第八 条 この 組合の 地区内 に住所 を有す る漁業協 同組合 又は漁 業協同 組合連 合会は、 こ
の組合 の組合 員となる こと ができる 。
（ 出資口 数等）
第九 条 組合 員は、出 資一口 以上を 有しな ければ ならない 。
２ 出資 一口の 金額は 一万円 とする 。
（出 資の払 込の方 法）
第十条 出資は 、現金 をもっ て、出 資の各口 につき その全 額を払 い込む ものと する。
（ 加入等 ）
第十 一条 この 組合の組 合員 になろ うとする 者は、 名称、 住所及 び引き 受けよう とする
出資口数 を記載 した加 入申込 書に、 定款、 加入につ いて の総会の 議事録 等加入 の意思
を証 する書 面及び 次に掲げ る事 項を記 載した書 面を添 付して 、これ をこの 組合に提 出
しなけ ればな らない。
一 役員 の氏名 及び住所
二 その組 合員（加 入しよ うとす る当該 漁業協 同組合を 含む 。）若し くは会 員が営 む
漁業又 はこれら の者が 営む漁 業の用 に供す る養殖施 設若 しくは漁 具であ ってこ の組
合 の行う漁 業共済 事業及 び地域 共済事 業の対象 とする ものに ついて の概要
２ こ の組合 は、前 項の申込 みを 受け、こ れを承 認しよ うとす るとき は、その 旨を申 込
者 に通知 し、引 受出資口 数に 応ずる金 額の全 部の払 込をさ せた後 、組合員 名簿に 記載
する ものと する。
３ 申 込者は、 前項の 規定に よる出 資を払 い込みす ること によ って組合 員とな る。
４ 出資口 数を増 加しよ うとす る組合 員につい ては、 第一 項及び第 二項の 規定を 準用す
る。た だし、 第一項 の規定 による 定款その 他の書 面の添 付は、 これを 必要と しない。
（ 持分の 譲渡し ）
第十 二条 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。
２ 組合員 でない ものが 持分を 譲り受 けよう とすると きは 、前条第 一項及 び第二 項の規
定を準 用する 。ただ し、同 条第二 項の払 込みをさ せない 。
（届出）
第十 三条 組合 員がそ の資格 を失い 、又は 定款若し くは役 員の氏 名若し くは住 所に変更
があっ たとき は、直ち に、 その旨を 書面で この組 合に届 け出な ければな らない 。
（ 加入等 の承認を しない 場合）
第十 四条 この 組合 は、総 会 の招集 の通 知を 発した 日か ら総 会の 終了する 日までの間

- 321 -

は 、加入及 び持分 の譲渡 しの承 認をし ない。
（総代 会を置 く組合 の場合）
（ 加入等 の承認 をしない 場合 ）
第十 四条 この 組合は 、総会 の招集 又は総 代の選挙 の通知 を発し た日か ら総会 又は総代
の選挙 の投票 の終了す る日 までの間 は、加 入及び 持分の 譲渡し の承認を しない 。
（ 脱退）
第十 五条 組合 員は、九 十日 前までに 書面で この組 合に予 告し、 事業年度 の終わ りにお
いて脱退 するこ とがで きる。
２ 組合員 は、次 に掲げる 事由 によって 脱退す る。
一 組 合員た る資格の 喪失
二 解散
三 除名
四 持分 全部の 譲渡し
（除 名）
第十六 条 組合員 が次の 各号の 一に該 当すると きは、 総会 の議決に よって 除名す ること
が できる 。この場 合には 、総 会の開日 の十日 前までに その 組合員 に対して その旨 を通
知し 、かつ、 総会で 弁明す る機会 を与え なけれ ばならな い。
一 この 組合に 対する 義務の 履行を 怠った とき。
二 この組 合の事 業を妨げ るこ とその 他その適 正円滑 な運営 を故意 に阻害 する行為 を
したと き。
三 法令 、法令 に基づい てす る行政庁 の処分 又はこ の組合 の定款 、共済規 程若し くは
規約 に違反 し、その 他こ の組合の 信用を 著しく 失わせ るよう な行為を したと き。
２ 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。
（脱退 者に対 する払 いもど し）
第 十七条 組 合員が 脱退し たとき は、持 分の全部 の譲渡 しによ る場合 を除き 、この組 合
は、 請求に より、出 資額を 限度と し、そ の持分 を払いも どす ものとす る。
２ 組 合員が除 名によ って脱 退した 場合に は、前項 の規定 にか かわらず 、前項 の規定に
よ り払いも どす金 額の半 額を払 いもど すものと する。
３ 第 一項の 持分は 、その組 合員 の脱退し た事業 年度の 終わり におけ るこの 組合の財 産
を もって 、その 者の払い 込ん だ出資額 の払い 込み済 みの全 出資額 に対す る割合に より
算定 する。
４ 持 分を算定 するに 当たり 、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 。
第十 八条 組合 員が 脱退し た 場合に おい て、 この組 合と 脱退 した 者の組合 員又は会員
（その脱 退した 者を含み 、そ の脱退 した者の 組合員 又は会 員とし て、こ の組合と の間
に共 済契約 が成立 している 者に 限る。） との間 に共済 契約が 成立し ており、 かつ、 当
該共済 契約に 係る共済 金額 の合計額 がその 脱退し た者の 出資額 をこえて いると きは、
こ の組合 は、当該 共済契 約の全 部が終 了し又 は失効す る時 まで、そ の脱退 した者 に対
し、 前条第一 項及び 第二項 の規定 による 払い戻し を停止 するも のとす る。
役職員

（ 出資口数 の減少 ）
第十 九条 組合 員は 、九十 日 前まで に書 面で この組 合に 予告 し、 この組合 の承認を得
て 、事業 年度の 終わりに おい て、そ の出資口 数を減 少する ことが できる 。
２ この組 合は、そ の出資 口数 の減少に よって 、当該 組合員 の組合 への出資 額の当 該組
合員に 係る当 該事業年 度に おける漁 業共済 事業及 び地域 共済事 業の利用 分量の 額に対
す る割合 が他の組 合員の 組合へ の出資 の合計 額の他の 組合 員に係る 当該事 業年度 にお
ける 漁業共済 事業及 び地域 共済事 業の利 用分量の 合計額 に対す る割合 を下る こととな
らない場 合であ って、 その出 資口数 の減少に よって 組合の 漁業共 済事業 及び地域 共済
事業 の運営 に支障 を生ずる こと とならな いとき は、前 項の承 認をす るものと する。
組 合員が その出資 口数を 減少し た場合 には、 第十七条 第一 項、第三 項及び 第四項 の
規 定を準 用する。
３

第三章

（役員 の定数 ）
第 二十条 こ の組合 に、役員 とし て理事 ○人及び 監事○ 人をお く。
（役 員の選任 ）
第二十一 条 理事は、 組合員 たる 漁業協同 組合若 しくは 漁業協 同組合 連合会の 理事（ 経
営管 理委員 を置く 漁業協同 組合 又は漁 業協同組 合連合 会にあ っては 、理事 又は経営 管
理委員 ）又は 組合員た る漁 業協同 組合の組 合員（ 准組合 員を除 くもの とし、法 人にあ
っ てはそ の代表 者とする 。） の中から 総会に おいて 選任す る。
２ 総会に おいて必 要と認 めると きは、 その議 決により 、理 事の定数 の五分 の二以 下は
前項に 規定する 者以外 から選 任する ことが できる。
３ 前二項 に規定 するも ののほ か、役 員の選任 は、附 属書役 員選任 規程の 定めると ころ
による 。
（ 組合長 等）
第二 十二条 理事 は、組 合長及 び専務 理事各一 人を互 選す る者とす る。
第二十 三条 組合長 は、この 組合 を代表し 、理事 会の決 定に従 ってこ の組合 の業務を 掌
理 する。
２ 専 務理事 は、組 合長を補 佐し て、この 組合の 業務を 処理し 、組合 長に事 故がある と
き はその 職務を 代理し、 組合 長が欠員 の時は その職 務を行 う。
３ 組合長 及び専務 理事以 外の 理事は、 あらか じめ理事 会に おいて 定める順 位に従 い、
組合長 及び専務 理事と もに 事故があ るとき はその 職務を 代理し 、組合長 及び専 務理事
が ともに欠 員の時 はその 職務を 行う。
（監事 ）
第二十四 条 監事は、 少なく とも毎 事業年 度二回 この組合 の財 産及び業 務執行 の状況 を
監査 しなけ ればな らない。
２ 監 事は、 前項の監 査の結 果につ き総会 及び理 事会に報 告し 、意見を 述べな ければ な
ら ない。
監査につ いての 細則は 、監事 が定め る。
３
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（ 理事会）
第二十 五条 この組 合の事 業運 営につき 、この 定款及 び共済 規程で 定めるも ののほ か、
次 に掲げ る事項 は、理事 会に おいて これを決 定する 。
一 業務を 執行する ための 方針 の決定に 関する 事項
二 総 会の招 集及び総 会に 付議すべ き事項
三 前各 号の事項 のほか 、理事 会にお いて必 要と認め た事 項
第二 十六条 理事 会の議事 は、 理事の過 半数が 出席し 、その 過半数 で決する 。
２ 理事 会の議 事につ いては 、議事 の経過の 要領及 びその 結果を 記載し た議事録 を作成
し、 出席し た理事 の二分の 一以 上がこれ に署名 し、又 は記名 押印す るものと する。
（役員 の任期 ）
第 二十七 条 役 員の任 期は、 三年と し、就任 後三年 を経過 する日 までの 間におけ る最終
の決 算期に関 する通 常総会 の終了 の時ま でとする 。
２ 補欠 （定数 の増加 に伴う 場合の 補充を含 む。） のため 選任さ れた役 員の任 期は、前
項の 規定に かかわ らず現任 者の 残任期間 とする 。
３ 理 事又は 監事の全 員が、 任期満 了前に 退任し た場合に おい て新た に選任さ れた役 員
の 任期は 、前項の 規定に かか わらず、 就任の 日から起 算し て三年 を経過す る日ま での
間に おける最 終の決 算期に 関する 通常総 会の終 了する時 まで とする。
４ 役員 の任期 がその 期間中 の最終 の決算 期に関す る通常 総会が 終了す る時ま での間に
終了 すると きは、 その任期 を通 常総会 が終了す る時ま
で 延長す る。
５ 理 事又は 監事の全 員が欠 けた ときは、 役員の 解任の 請求又 は役員 の解任命 令によ る
解 任の場 合を除 き、退任 した 理事又は 監事は 、後任 者のう ち少な くとも一 人が就 任す
るま で、な おその職 務を行 う。
（役員 の忠実義 務）
第 二十八条 役 員は、法 令、 法令に基 づいて する行 政庁の 処分、 定款、共 済規程 、規約
及び 総 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 役員が その任務 を怠っ たとき は、そ の役員 は、組合 に対 し連帯し て損害 賠償の 責め
に任ず る。
３ 役員が その職 務を行 うにつ き悪意 又は重大 な過失 があ ったとき は、そ の役員 は、第
三者に 対して 連帯し て損害 賠償の 責めに任 ずる。 重要な 事項に つき、 事業報 告書、財
産 目録、 貸借対 照表、損 益計 算書、剰 余金処 分案若 しくは 損失処 理案に 虚偽の記 載を
し、 又は虚 偽の登記 若しく は公 告をした ときも 、同様と する 。
（役員 の退任）
第 二十九条 役 員は、そ の任 期満了 前に、附 属書役 員選任 規程第 一条第 二号から 第四号
までに 掲げる 者とな ったと き、又 は第二 十一条第 二項の 規定に より選 任され た理事以
外の理事 が同条 第一項に 規定 する者 でなくな ったと きは、 その事 由が発 生したと きに
退任 する。
（参事 及び会 計主任）
第 三十条 こ の組合 は、参事 一人 及び会計 主任一 人を置 くこと ができ る。
２ 参事及び 会計主 任の選 任及び 解任は 、全理事 の過半 数によ って決 する。
総会

３ 参事は 、理事 会の決 定によ り、事 務所に おいて、 この 組合の事 業に関 する一 切の業
務を理 事に代 わって 行う権 限を有 する。
４ 会計 主任は 、この組 合の 財務及 び会計に 関する 事務を 処理し 、財務 及び会計 に関す
る帳 簿、証 ひょう書 類等の 保管 並びに金 銭の出 納及び 保管の 責めに 任ずる。
（職員 退職給 与規程）
第 三十一 条 こ の組合 は、職 員退職 給与規程 の定め るとこ ろによ り、毎 年度職員 退職給
与引 当金を引 き当て るもの とする 。
２ 職員 退職給 与規程 は、理 事会の 議決によ って定 める。
（損 害評価 会）
（組合 に置く 場合）
第 三十二 条 こ の組合 に、損 害評価 会を置く 。
２ 損害評価 会は、 共済事 故によ る損失 又は損害 の認定 に関 する重要 事項及 び漁業災 害
補償法第 九十三 条第一 項（同 法第百 九六条の 一七に おい て準用す る場合 を含む 。）の
規定 による 免責に 関する事 項に ついて調 査審議 する。
３ 損 害評価 会は、前 項に規 定する 事項に 関し学 識経験者 を有 する者 のうちか ら、組 合
長 が理事 会の承認 を得て 委嘱 する委員 ○人を もって組 織す る。
（全 国漁業共 済組合 連合会 に委託 する場 合）
第三十二 条 この組合 は、共 済事 故による 損失又 は損害 の認定 に関す る重要事 項及び 漁
業 災 害補償 法第 九十三 条第 一項 （同 法第 百九六 条の 一七 にお いて準 用す る場 合を含
む。） の規定 による免 責に 関する 事項につ いて調 査審議 する事 務を、 全国漁業 共済組
合 連合会 に置か れる損害 評価 会に委託 するも のとす る。
第四章

（総会 の招集 ）
第 三十三 条 理 事は、 毎事業 年度一 回五月 又は六月 に通常 総会を 招集す るもの とする。
２ 理事は 、次の場 合に臨 時総会 を招集 する。
一 理 事会が必 要と認 めたと き。
二 組合員 が総組 合員の 五分の 一以上 の同意を 得て、 会議 の目的た 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。
三 組合 員が総 組合員の 五分 の一以上 の連署 をもっ て役員 の解任 の請求 をしたと き。
３ 前項第 二号又は 第三号 の場 合には、 理事は 請求のあ った 日から 二十日以 内に総 会を
招集し なければ ならな い。
４ 監事は 、次の 場合に 臨時総 会を招 集する 。
一 理 事の職 務を行 うもの 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
った場合 におい て理事が 正当 な理由 がないの に招集 の手続 をしな いとき 。
二 監事が 財産の 状況又は 業務 の執行に ついて 不整の 点があ ること を発見し た場合 に
おいて 、これ を総会に 報告 するため 必要と 認めた とき。
総会 の招集の 通知は 、その 会日の 七日前 までに、 その 会議の目 的たる 事項、 日時及
び場 所を記載 した書 面をも ってし なけれ ばならな い。
５
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（ 総会の議 決事項 ）
第三十 四条 法令、 この定 款又 は共済規 程で定 めるも ののほ か、次 の事項は 、総会 の議
決 を経な ければ ならない 。
一 定款の 変更
二 共 済規程 の設定又 は変 更
三 規約 の設定、 変更及 び廃止
四 毎事業年 度の事 業計画 の設定 及び変 更
五 事業 報告書 、財産 目録、 貸借対 照表、損 益計算 書及び 余剰金 処分案 又は損失 処理
案
六 毎 事業年 度内にお ける 借入金の 最高限 度
七 役員 の報酬
（総 会の定足 数）
第三十五 条 総会は、 総組合 員の二 分の一 以上が 出席しな けれ ば議事 を開いて 議決す る
こと ができ ない。
２ 前 項に規 定する組 合員の 出席が ないと きは、 理事は二 十日 以内に さらに総 会を招 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、 第三十八 条各号 に掲
げる 事項及び 役員の 選任を 除き、 総組合 員の四 分の一以 上が 出席すれ ば、議 事を開 い
て議決す ること ができ る。
（総 会の議 事）
第三十 六条 総会で は第三 十三条 第五項 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 、第三十 八条各 号に掲 げる事 項及び 役員の選 任を除 き、
緊急 を要す る事項に ついて は、こ の限り ではな い。
第三十 七条 総会の 議事は、 次条 に規定す る場合 を除き 、出席 者の議 決権の過 半数で 決
し 、可否同 数のと きは、 議長の 決する ところに よる。
２ 議 長は、 総会に おいて、 出席 した組合 員の代 表者の うちか ら組合 員がその つど選 任
す る。
（特 別の議 決）
第三十 八条 次の項 目は、総 組合 員の過半 数が出 席し、 その議 決権の 三分の 二以上の 多
数 による議 決を必 要とす る。
一 定 款の変 更
二 解散 又は合 併
三 組合員 の除名
（総会 の延期又 は続行 の決 議）
第 三十九条 総 会の会日 は、 総会の 議決によ り延期 し、又 は続行 するこ とができ る。
（議決 権の行 使）
第四十条 組合員は 、第三 十三条 第五項 の規定 によりあ らか じめ通知 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 なうこ とがで きる。
前 項の規 定により 議決権 を行な う者は 、これ を出席者 とみ なす。
第一 項の規定 により 書面を もって 議決権 を行なお うと する組合 員は、 第三十 三条第
五項 の規定に よりあ らかじ め通知 のあっ た事項に つき、 書面に それぞ れの賛 否を記入
２
３

し てこれに 署名又 は記名 押印し 、総会 の開会 までにこ の組 合に提出 しなけ ればな らな
い。
４ 第一 項に規 定する代 理人 は、そ の組合員 の使用 人又は その他 の組合 員でなけ ればな
らな い。
５ 代 理人が 代理しう る組合 員数は 、二人 までと する。
６ 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 。
第四 十一条 総会 において この 組合と組 合員と の関係 につい て議決 を行う場 合には 、そ
の組合員 は、そ の議決 につい て議決 権を有し ない。
（議 事録）
第四十 二条 総会の 議事に ついて は、議 事の経過 の要領 及びそ の結果 を記載 した議事 録
を 作成し 、議長及 び出席 した理 事がこ れに署 名し、又 は記 名押印す るもの とする 。
（総代会 を置く 組合の 場合）
第四 章の二 総代 会

（ 総代会 ）
第四 十二条の 二 この 組合は 、総会 に代わ るべき総 代会を 設置す るもの とする 。
２ 総代 は、組 合員で なけれ ばなら ない。
３ 総代の 定数は 、○人と し、 次の各 区ごとに 、その 区内に 住所の 有する 組合員が その
区内に 住所を 有する組 合員 の中か ら選挙す る。
第 ○区 （○○ 県○○郡 ○○ 町）
○人
第○ 区 （ ○○県○ ○郡 ○○町）
○人
第○区 （○○ 県○○ 郡○○ 町）
○人
第 ○区 （ ○○県 ○○郡 ○○町 ）
○人
４ 総 代は、 附属書 総代選挙 規程 の定める ところ により 、組合 員がこ れを選挙 する。
（ 総代の 任期）
第四 十二 条の 三 総代 の任 期は 、三 年と し、前 任者 の任 期満 了の日 の翌日か ら起算す
る。た だし、補 欠選挙 （定数 の増加 に伴う 場合の補 充選 挙を含 む。）に よって 選挙さ
れ る総代の 任期は 、退任 した総 代の残 任期間と する。
２ 前 項の規 定によ る選挙が 、総 代の全員 に係る ときは 、その 任期は 、前項 ただし書 の
規 定にか かわら ず三年と し、 就任の日 から起 算する 。
（議 決権等 ）
第四十 二条の四 総代は 、各一 個の議 決権を 有する。
２ 総代会 には、 総会に 関する 規定を 準用す る。この 場合 において 、第三 十三条 第二項
第二号 及び第 三号中 「組合 員」と あるの は「組合 員又は 総代」 と、第 四十条 第四項中
「その組 合員の 使用人又 はそ の他の 組合員」 とある のは「 他の組 合員」 と、同条 第五
項中 「二人 」とあ るのは「 一人 」と読み 替える ものと する。
総 代会に おいては 、前項 の規定 にかか わらず 、組合の 解散 を議決す ること はでき な
い。
３
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第 五章

業 務の執行 及び 会計

（ 事業年 度）
第四 十三条 この 組合の 事業年 度は、 毎年四 月一日に 始ま り翌年三 月三十 一日に 終わる
ものと する。
（ 共済規 程）
第四 十四条 次の 事項は、 共済 規程の定 めると ころに よる。
一 漁業 共済事 業及び 地域共 済事業 の細目に 関する 事項
二 共済掛 金に関 する事項
三 共 済金額 に関する 事項
四 共済 責任に関 する事 項
五 損失又は 損害の 認定に 関する 事項そ の他漁業 共済事 業又 は地域共 済事業 の実施の
方法に関 する事 項
六 共済契 約の締 結に関す る事 項
（勘定 区分）
第 四十五 条 こ の組合 の会計 は、次 の勘定 に区分し て経理 する。
一 漁獲共済 に関す る勘定
二 養殖 共済に 関する 勘定
三 特定養 殖共済 に関する 勘定
四 漁 業施設 共済に関 する 勘定
五 漁業 共済事 業の業務 の執 行に要す る経費 に関す る勘定
六 地域共 済事業に 関する 勘定
七 地 域共済事 業の業 務の執 行に要 する経 費に関す る勘 定
（ 責任準備 金の積 立て）
第四十 六条 この組 合は、 毎事業 年度の 終わり において 存す る共済責 任につ き、次 に掲
げ る金額 （当該 金額のう ち附 加共済掛 金に相 当する 部分に ついて は、その 二分の 一）
を責 任準備 金として 積み立 てるも のとす る。
一 漁 獲共済又 は特定 養殖共 済につ いては 、次に掲 げる 金額の 合計額
イ 共済 掛 金（ 共済 掛金 が概算 金額 をも っ て支払 われる場 合にあっ ては、そ の概算
金額。 以下こ の項目 におい て同じ 。）のう ち純共 済掛 金に相当 する部 分の金 額の
合 計額か ら再共 済掛金 （共済 掛金が概 算金額 をもっ て支払 われて いる場 合にあっ
ては 、その 概算金額 のう ち再共 済掛金に 相当す る部分 の金額 とする 。以下こ の項
目にお いて同じ 。）の うち 純再共済 掛金に 相当す る部分 の金額 の合計額 を差し 引
い て得た金 額
ロ 共 済契約 ごとに 、共済 掛金の うち附 加共済掛 金に 相当する 部分の 金額か ら再共
済掛金の うち附 加再共 済掛金 に相当 する部分 を差し 引いて 得た金 額につ き、共済
責任 期間の うちま だ経過 しない 期間の共 済責任 期間に 対する 割合（ 以下「未 経過
期間割 合」と いう。） によ って算定 した金 額の合 計額
養殖 共済につ いては 、共済 契約ご とに、 共済掛金 から 再共済掛 金を差 し引い て得
た金 額につき 、未経 過期間 割合に よって 算定した 金額 の合計額
二

三 漁業施 設共 済（ 定置網 に 属する 漁網 を共済 目的 とす るも のを 除く。 ）に つい て
は、共 済契約 ごとに 、共済 掛金か ら再共 済掛金を 差し 引いて得 た金額 につき 、未経
過 期間割 合によ って算定 した 金額の 合計額
四 定置網 に属する 漁網を 共済 目的とす る漁業 施設共 済につ いては 、共済契 約ごと 及
び共済 規程で 共済責任 期間 を危険の 程度に より分 けて定 める時 期ごとに 、共済 掛金
か ら再共 済掛金を 差し引 いて得 た金額 のうち 当該時期 に対 応する部 分とし て共済 規
程で 定める部 分につ き、当 該時期 のうち まだ経過 して いない期 間の当 該時期 に対す
る割合に よって 算定し た部分 の金額 の合計額 の総計
五 地域共 済事業 について は、 次に掲げ る金額 の合計 額
イ ○ ○共済 （収穫高 保険 方式をと る地域 共済で あって 、ロに 掲げる以 外のも の）
に つき、 第一号の 規定 の例によ り算定 した額
ロ △△共済 （収穫 高保険 方式を とる地 域共済の うち 操業の 制限を受 けた期 間に応
じて算定 するも の及び 物損保 険方式 をとる地 域共済 ）に つき、第 二号の 規定の 例
によ り算定 した額
２ 前 項の積 み立てな ければ ならな い責任 準備金 の金額を 計算 するに は、未経 過期間 割
合 及び前 項第四号 の当該 時期 のうちま だ経過 していな い期 間の当 該時期に 対する 割合
につ いては日 割で計 算する 。
（支払備 金の積 立て）
第四 十七条 この 組合は 、毎 事業年度 の終わ りにお いて、 次に掲 げる金額 から、 これに
つき連 合会か ら受ける べき 再共済 金及び再 共済掛 金の払 戻金に 相当す る金額を 差し引
い て得た 金額の 合計額を 漁業 共済事業 に係る ものと 地域共 済事業 に係るも のに区 分し
て、 それぞ れ支払備 金とし て積み 立てる ものと する。
一 共 済金の支 払又は 共済掛 金の払 戻し若 しくは返 還を すべき場 合にお いて、 まだそ
の 金額が確 定して いない ものが あると きは、そ の金額 の見込 額
二 共 済金の 支払又 は共済 掛金の 払戻し若 しくは 返還に 関して 訴訟係 属中のも のがあ
る ときは 、その 金額
（剰 余金の 処分等）
第四十 八条 この組 合は、毎 事業 年度の剰 余金の 全部を 準備金 として 積み立 てるもの と
す る。
２ 前 項の準 備金は 、損失の てん 補に充て る場合 を除い ては、 これを 取りく ずさない も
の とする 。
（損 失の処 理）
第四十 九条 損失の てん補は 、前 条の準 備金をも ってし 、なお 残余が あると きは、翌 事
業 年度に繰 り越す ものと する。
（余裕 金の運 用）
第五十条 この組合 の余裕 金は、 次の方 法によ って運用 する ものとす る。
一 ○○信 用漁業 協同組合 連合 会、農林 中央金 庫又は 総会に おいて 指定する 金融期 間
への預 貯金
国債 、地方債 、農林 債券そ の他特 別の法 律により 法人 の発行す る債券 、社債 又は
公社 債投資信 託若し くは貸 付信託 の受益 証券の取 得
二
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三 総会に おいて 指定す る信託 業務を 営む銀 行又は信 託会 社への金 銭信託
四 独 立行政 法人農 林漁業 信用基 金への 金銭の寄 託
附 則
１ この組 合の設立 当時の 役員 の任期は 、この 組合の 成立し た日か ら昭和○ 年五月 三十
一日ま でとす る。
２ この 組合の設 立当初 の事業 年度は 、この 組合の成 立の 日に始ま り、翌 年三月 三十一
日に 終わるも のとす る。
〔昭和四 十年五 月六日
四 〇水漁 第三一三 四号 一部改 正〕
〔昭 和四十 九年十 月一日 四九 水漁第四 四〇九 号 一 部改正 〕
前 文 〔平成 七年九 月二十 日七水 漁第二八 六六号 〕 抄
漁 業災害 補償法施 行令の 一部を 改正す る政令 （平成七 年政 令第二一 七号） の施行 等に
伴い 、（中略 ）平成 七年一 〇月一 日から 施行する （後略 ）
附 則 〔平成十 四年九 月三十 日一四 水漁第 一五八六 号〕
１ この定 款の変 更は、平 成十 四年十月 一日か ら適用 する。
２ 変 更後の 第四十五 条第四 号及び 第四十 六条第 一項第二 号か ら第四 号までの 規定は 、
そ の共済 責任期間 の開始 日が 平成十四 年十月 一日以後 の日 である 共済契約 につい て適
用し 、その共 済責任 期間の 開始日 が同年 九月三 十日以前 の日 である共 済契約 につい て
は、なお 従前の 例によ る。
附 則〔平 成十四 年十 二月十八 日一四 水漁第 二一一 三号〕
この定 款の変 更は、平 成十 五年一 月一日か ら適用 する。
附 則〔 平成十 七年四 月十九 日一七 水漁第二 一八号 〕
この 定款の 変更は、 平成十 七年 月 日 から適 用する。
（通知 発出日 平成十 七年四 月十九 日）
附 則〔 平成十八 年五 月二十二 日一八 水漁第 五一三 号〕
この定 款の変 更は、 平成十 八年八 月一日か ら適用 する。
附 則〔 平成二 十一年 九月十 六日二 一水漁第 一五二 八号〕
１ この定 款の変更 は、平 成二十 一年十 月一日 から適用 する 。
２ 変 更後の第 四十六 条第五 号の規 定は、 その共済 責任期 間の 開始日が 平成二 十一年十
月 一日以後 の日で ある共 済契約 につい て適用し 、その 共済 責任期間 の開始 日が同 年九
月三十 日以前 の日で ある共 済契約 について は、な お従前 の例に よる。
（附 属書）
役員選 任規定
（ 候補者と するこ とがで きない 者）
第一条 次に掲 げる者 は、役 員の候 補者と するこ とができ ない 。
一 未成 年者
二 成年被 後見人 又は被保 佐人
三 破 産者で 復権ので きな い者
四 禁固 以上の刑 に処せ られそ の執行 を終わ るまでの 者又 はその執 行を受 けるこ とが
なく なるまで の者（ ただし 、刑の 執行猶 予中の者 は、 この限り ではな い）

（ 選任の期 日）
第二条 役員の 任期満 了によ る選任 は、役 員任期 満了の日 から 二箇月前 までは これを 行
わ ない。
（選 任の方 法）
第三条 役員は 、総会 の議決 によっ て選任す る。
第 四条 役 員の選 任に関す る議 案は、組 合長が これを 総会に 提出す る。
２ 組合長は 、役員 の選任 に関す る議案 を総会に 提出す るには 、当該 総会に おいてそ の
つど選任 される 推薦委 員をも って構 成する推 薦会議 におい て推薦 された 者につき 議案
を作 成して しなけ ればなら ない 。
３ 二 人以上 の役員を 選任す る場合 におい ては、 役員に推 薦さ れた者に つき、 理事に 推
薦 された 者と監事 に推薦 された 者とを 区分す るときを 除き 、区分し て議案 を作成 して
はな らない。
第五条 推薦会 議は 、前 条第 二項の 規定 によ り役員 の候 補者 を推 薦しよう とするとき
は、 あらか じめ、 その者の 承諾 を得てお かなけ ればな らない 。
（通知 及び公 告）
第 六条 役 員の選 任に関す る議 案が総 会におい て可決 された ときは 、組合 長は、直 ちに
役員 に選任さ れた者 （以下 「被選 任者」 という 。）にそ の旨 を通知し 、同時 に被選 任
者の住所 及び氏 名並び に理事 又は監 事の別 を公告し なけ ればなら ない。
２ 被選任 者は、 前項の規 定に よる公 告があっ たとき に役員 に就任 するも のとする 。
（補欠 の選任 ）
第 七条 役 員中欠 員を生 じた場 合にお いて、そ の欠員 数が理 事若し くは監 事の定数 の三
分の 一を超 えること となっ たとき 又は理 事が必 要と認め ると きは、補 欠選任 を行わ な
ければ ならない 。
前項の 補欠選 任は、 役員の 任期満 了日の四 月前の 日以後 はこれ を行わ ない。
第 一項の 場合に は、前条 まで の規定を 準用す る。
２
３

（総 代会を 置く組合 の場合 ）
（附属 書）
漁 業共済組 合総代 選挙規 程
（選挙 期日）
第 一条 総 代の任 期の満 了によ る選挙 は、当該 総代の 任期 の満了す る日の 六十日 前の日
以後 にこれ を行う。
２ 第 二十四条 の規定 による 再選挙 又は第 二十五 条の規定 によ る補欠選 挙は、 これを 行
う べき事由 の生じ た日か ら三十 日以内 にこれ を行う。
（選挙 区）
第二条 総代の選 挙は、 定款第 四十二 条の二 第三項に 定め る各区（ 以下「 選挙区 」とい
う。 ）ごと にこれ を行う。
（選挙 の通知 及び公告 ）
第 三条 組 合長は 、選挙期 日の 十四日前 までに 、選挙 管理者 の氏名 、投票開 始の時 刻、
投票 終了の時 刻、投 票所、 開票所 及び選 挙される 選挙区 ごとの 総代の 数を書 面をもっ
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て 組合員に 通知し 、かつ 、公告 しなけ ればな らない。
（投票 所）
第 四条 投 票所は 選挙管 理者の 指定す る場所 に設ける 。
（選 挙管理 者等）
第五条 選挙管 理者は 、組合 長又は 選挙ごと に組合 長の指 名した 役職員 若しくは 組合員
と する。 ただし、 組合員 を指名 したと きは、 本人の承 諾を 得なけれ ばなら ない。
２ 選挙立会 人は、 選挙ご とに選 挙管理 者が組合 員のう ちから 、三人 の立会 人を選任 す
る。この 場合に は、本 人の承 諾を得 なければ ならな い。
３ 総代の 候補者 は、選挙 管理 者及び選 挙立会 人にな ること ができ ない。
（選挙 管理者 の職務）
第 六条 選 挙管理 者は、選 挙に 関する事 務を統 轄し、 選挙立 会人の 立会いの 上、投 票箱
を 開い て点 検し、 各人 の得 票数 を計算 し、 選挙 録を作 っ て選挙 に関 する 次第を 記載
し、選挙 立会人 ととも にこれ に署名 又は記名 押印し なけ ればなら ない。
２ 投票の 効力は 、選挙立 会人 が決める 。可否 同数の ときは 、選挙 管理者 が決める 。
（選挙 録等の 保存）
第 七条 選 挙録は 、投票用 紙と 併せて 、その選 挙に係 る総代 の在任 期間中 この組合 にお
いて 保存する ものと する。
（候補者 ）
第八 条 組合 員でな ければ 自ら総 代の候 補者と なり、又 は総 代の候補 者を推 薦する こと
ができ ない。
２ 自ら 総代の 候補者と なろ うとする 者は、 選挙期 日の公 告のあ った日か ら選挙 期日の
七日 前まで の間に、 その旨 を書面 をもっ て選挙 管理者に 届け 出なけれ ばなら ない。
３ 総 代の候補 者を推 薦しよ うとす る者は 、本人の 承諾書 を添え 、前項 の期間 内に、そ
の 旨を書面 をもっ て選挙 管理者 に届け 出なけれ ばなら ない。
４ 選 挙管理 者は、 総代の候 補者 の住所、 名称及 び立候 補又は 被推薦 の別を前 二項の 届
出 があっ たとき から選挙 期日 の前日ま で公告 し、か つ、選 挙の当 日投票所 に掲示 する
もの とする 。
５ 総 代の候補 者が候 補を辞 退した 場合に は、候補 者又は 候補 者を推薦 した者 は、直ち
に 、その旨 を書面 をもっ て選挙 管理者 に届け出 なけれ ばな らない。
６ 前 項の届 出があ った場合 は、 選挙管理 者は直 ちにそ の旨を 公告す る。
（ 選挙の 方法）
第九 条 選挙 は、無 記名投票 でこ れを行 う。
２ 投 票は、一 組合員 につき 一票と する。
（ 選挙の無 効）
第十条 選挙区 の組合 員の二 分の一 以上の 投票が なければ 、当 該選挙区 におけ る選挙 は
無効とす る。
（投 票）
第十一 条 組合員 の代表 者（以 下「投 票人」と いう。 ）は、 選挙の 当日組 合員名簿 の記
載 等によ り、その 資格を 明らか にした 上投票 用紙の交 付を 受けるも のとす る。
投票人は 、前項 の投票 用紙に 候補者 の名称を 自書し て、こ れを投 票箱に 入れなけ れ
２

ば ならない 。
３ 投 票用紙 に記載 する選挙 され る総代 の数は、 一人と する。
４ 第三 条の規 定により 公告 した投 票終了の 時刻ま でに投 票所に 到着し ていない 投票人
は、 投票を すること ができ ない 。
５ 第 三条の 規定によ る投票 開始の 時刻は ○時と し、投票 終了 の時刻は ○時と する。
（ 郵送に よる投票 ）
第十 二条 組合 員で選挙 の当 日その投 票人が 自ら投 票所に 行き投 票するこ とを困 難とす
る事由が あるも のの投 票につ いては 、投票人 が現在 する場 所にお いて投 票用紙に 投票
の記 載をし 、これ を郵送す る方 法により 行わせ ること ができ る。
２ 組 合員は 、前項に 規定す る事由 がある と認め られる場 合に は、選挙 期日の 前日ま で
に 選挙管 理者に対 し、そ の事由 を示し て投票 用封筒及 び投 票用紙の 交付を 請求す るこ
とが できる。
３ 選挙 管理者 は、前 項の規 定によ る請求が あった 場合に おいて 当該請 求がや むを得な
いも のと認 めたと きは、前 条第 一項の規 定にか かわら ず、組 合員の 資格を 確認の上 、
すみ や かに投 票用 封筒（ （ 甲）及 び（ 乙） の二種 類と する 。） 及び投 票用 紙を 交付
し 、かつ 、候補者 の住所 及び 名称を通 知しな ければな らな い。
第十 三条 投票 人は、前 条第 一項に 規定する 方法に より、 投票す るとき は、第十 一条第
二項の規 定にか かわら ず、投 票用紙 に総代 の候補者 の名 称を自書 し、こ れを投 票用封
筒（ 乙）に 封入し 、これを 投票 用封筒 （甲）に 封入し 、その 所定の 欄に署 名又は記 名
押印の 上、選 挙管理者 に対 し、投 票終了の 時刻ま でに到 着する ように 、郵送を もって
送 付しな ければ ならない 。
２ 投票人 は、前項 の規定 により 投票用 紙を投 票用封筒 （乙 ）に封入 する場 合及び 投票
用封筒 （乙）を 投票用 封筒（ 甲）に 封入す る場合に は、 それぞれ 投票用 紙以外 のもの
又 は投票用 封筒（ 乙）以 外のも のを封 入しては ならな い。
３ 投 票人は 、投票 用封筒（ 乙） には、何 も記載 し、又 は添付 しては ならない 。
４ 選挙 管理者 は、第一 項の 規定によ り投票 用封筒 （甲） の送付 を受けた ときは 、直ち
にこ れを開 き、封入 された 投票用 封筒（ 乙）を 次条の規 定に より開く まで誠 実に保 管
しなけ ればなら ない。
第 十四条 選 挙管理者 は、投 票箱を 閉める 前に前 条第四項 の規 定によ り保管し ていた 投
票用封 筒（乙 ）を開 き、直 ちに封 入されて いた投 票用紙 を投票 箱に入 れなけ ればなら
な い。た だし、 第十六条 の規 定により 投票を 拒否す る場合 は、こ の限り ではない 。
第十 五条 投票 終了の 時刻以 後に到 着した 投票用封 筒（甲 ）があ るとき は、こ れに封入
されて いる投票 用紙は 、投 票箱に入 れるこ とがで きない 。
（ 投票の拒 否）
第十六 条 投票の 拒否は 、選 挙立会人 が決め る。可 否同数 のとき は、選挙 管理者 が決め
る。
（開 票）
第十七 条 開票所 は、こ の組合 の事務 所に設け る。
２ 開票 は、投票 の当日 ○時か ら行う 。
（無 効投票）
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第 十八条 次 に掲げる 投票は 、無 効投票と する。
一 所 定の用 紙を用 いない もの
二 候補 者の名 称のほか 他事 を記載 したもの （住所 又は敬 称の類 を記載 したもの を除
く。 ）
三 候 補者の 何人であ るか 確認し難 い名称 を記載 したも の
四 候補 者でない 者の名 称を記 載した もの
五 候補者の 名称を 自書し ないも の
六 第二 十四条 の規定 による 再選挙 又は第二 十五条 の規定 による 補欠選 挙の場合 にあ
って は、そ れぞれ 既に当 選人と なってい る者の 名称又 は現に 総代で ある者の 名称を
記載し たもの
七 一票 中に二人 以上の 候補者 の名称 を記載 したもの
（当 選人）
第十九条 有効得票 の多数 を得た 者をも って当 選人とす る。
２ 当選人 を定め るにあた り、 得票数が 同数の ものに ついて は、選 挙管理 者が抽選 の上
当選人 を定め る。
（ 無投票 による当 選）
第二 十条 候補 者がその 選挙 におい て選挙す る総代 の数を 超えな いとき 又は超え なくな
ったとき は、投 票は行 わない 。
２ 前項の 規定に より、投 票を 行わな いことと なった ときは 、選挙 管理者 は直ちに 公告
しなけ ればな らない。
３ 第一 項の場 合におい ては 、当該候 補者を 当選人 とする 。
（当 選の通 知等）
第二十 一条 当選人 が定まっ たと きは、選 挙管理 者は、 直ちに 当選人 に当選の 旨を通 知
し 、同時に 当選人 の住所 及び名 称を公 告しなけ ればな らない 。
２ 前 項の通 知を発 した日か ら五 日以内に 当選を 辞する 旨の届 出がな いときは 、当選 人
は 、その 当選を 承諾した もの とみなす 。
（当 選人の 繰上げ補 充）
第二十 二条 当選人 が前条第 二項 の期間満 了の日 までに 、当選 を辞し 、又は 解散した と
き は、選挙 管理者 は、直 ちに第 十九条 の例によ って当 選人 を定めな ければ ならな い。
２ 前 項の規 定によ り当選人 が定 まった場 合には 、前条 の規定 を準用 する。
（ 就任）
第二 十三条 選挙 管理者 は、第 二十一 条第二 項（前条 第二 項におい て準用 する場 合を含
む。） の期間満 了の日 の翌 日当選人 の住所 及び名 称を公 告しな ければな らない 。
２ 当選人 は、前 項の公 告があ ったと きに総 代に就任 する ものとす る。
３ 前 項の規 定にか かわらず 、総 代の任 期満了に 伴う選 挙の当 選人は 、第一 項の公告 の
ときが現 任総代 の任期満 了前 である ときは、 その任 期満了 の日の 翌日に 総代に就 任す
るも のとす る。
（再選 挙）
第 二十四 条 第 十九条 から第 二十二 条までの 規定に よる当 選人が ない場 合又は選 挙すべ
き総 代の数に 足る当 選人を 得るこ とがで きない場 合は、 その不 足の員 数につ き、再選

挙 を行わな ければ ならな い。
（補欠 選挙）
第 二十五 条 総 代中欠 員を生 じた場 合にお いて、 その欠員 数が 総代の定 数の三 分の一 以
上 にな った とき 又は理 事会 が必 要と 認める とき は、 補欠 選挙 を行わ なけ れば ならな
い。
前項 の補欠選 挙は、 総代の 任期の 満了す る日の九 十日 前の日以 後は、 これを 行わな
い。
２
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