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昭和３７ 年３月 ２７日 制定

平成２ ５ 年９月１７日 改正

昭和３８ 年７月 １５日 改正

平成 ２６ 年１０月 ２日改 正

昭和３９ 年８月 ２１日 改正

平成 ２７ 年９月２ ８日改 正

昭和４１ 年７月 ２６日 改正
昭和４３ 年８月 ２６日 改正
昭和４５ 年８月 １日改 正
昭和４７ 年７月 ２６日 改正
昭和４８ 年８月 １日改 正
昭和５０ 年２月 １日改 正
昭和５２ 年８月 １７日 改正
昭和５３ 年８月 ９日改 正
昭和５４ 年８月 １６日 改正
昭和５５ 年９月 ３０日 改正
昭和５９ 年７月 １４日 改正
昭和６１ 年９月 １１日 改正
昭和６２ 年１０ 月１日 改正
昭和６３ 年７月 ２８日 改正
平成２年 ８月２ ３日改 正
平成４年 ８月１ ４日改 正
平成６年 ９月５ 日改正
平成９年 ９月２ ４日改 正
平成１１ 年１１ 月１７ 日改正
平成１２ 年５月 １９日 改正
平成１２ 年９月 １日改 正
平成１３ 年２月 ５日改 正
平成１４ 年９月 ５日改 正
平成１５ 年９月 ２９日 改正
平成１６ 年１０ 月１２ 日改正
平成１７ 年９月 １日改 正
平成１９ 年９月 ２５日 改正
平成２０ 年９月 1 日改 正
平成２１年８ 月２５日 改正
平成２２年９ 月２２日 改正
平成２３年９ 月１日改 正
平成２４年９ 月１０日 改正
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則

（保証す る債務 ）
第１条

この協 会が保 証する 債務は 、会員 たる 農業者等 （定款 第２条 第２項 の農業

者等をい い、そ の者が 農業協 同組合 である 場合 には、そ の組合 員を含 む。以 下同
じ。）が 次の各 号に掲 げる融 資機関 （以下 「融 資機関」 という 。）の いずれ かか
ら第６条 第１項 に規定 する資 金を借 り入れ るこ とにより 当該融 資機関 に対し 負担
する債務 とする 。
(１) この協 会の区 域の全 部又は 一部を その 地区とす る農業 協同組 合であ って農
業協同組 合法（ 昭和２ ２年法 律第１ ３２号 ）第 １０条第 １項第 ２号の 事業を
行うもの
(２) 全国共 済農業 協同組 合連合 会
(３) 農林中 央金庫
(４) 銀行
(５) 株式会 社商工 組合中 央金庫
(６) 信用金 庫又は 信用金 庫連合 会
(７) 信用協 同組合 又は中 小企業 等協同 組合 法（昭和 ２４年 法律第 １８１ 号）第
９条の９ 第１項 第１号 及び第 ２号の 事業を 併せ 行う協同 組合連 合会
（基金の 管理方 法）
第２条

この協 会の基 金は、 次の各 号に掲 げる 方法によ って管 理する 。

（１）農 業協同 組合法 第１０ 条第１ 項第３ 号の 事業を行 う農業 協同組 合 （こ の協
会の区域 内に住 所を有 するも のに限 る。 ） 、農 林中央金 庫又は 銀行へ の預金
（２）国 債証券 、地方 債証券 又は特 別の法 律に より法人 の発行 する債 券の保 有
（３）金 銭信託 （元本 補てん 契約の あるも のに 限る。） 又は貸 付信託 の受益 証券
の保有
（４）社債券（本邦企業が国内で発行する普通社債であって公募債（このうち無
担保普通社債の取得は、Ａ格相当以上に格付けされたもの）に限る。）の保
有
（独立行 政法人 農林漁 業信用 基金か らの借 入金 等の管理 方法）
第２条の ２

こ の協会 は、農 業信用 保証保 険法 （昭和３ ６年法 律第２ ０４号 。以下

「法」と いう。 ）第９ 条の２ 第１項 の資金 を、 前条各号 に掲げ る方法 によっ て管
理する。
第２条の ３

こ の協会 は、法 第９条 の３第 １項 の金銭を 融資機 関への 預金の 方法に
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より管理 する。
（保証の 金額の 合計額 の最高 限度）
第３条

この協 会の保 証の金 額の合 計額の 最高 限度は、 保証（ 極度貸 付（農 業経営

改善促進 資金（ 農業経 営改善 促進資 金融通 事業 実施要綱 （平成 ６年６ 月２９ 日付
け６農経 Ａ第６ ６５号 農林水 産事務 次官依 命通 知）第４ の規定 に基づ く資金 をい
う。以下 同じ。 ）に係 るもの 及び理 事会が 定め たものに 限る。 以下同 じ。） の保
証を含む 。）に 係る元 本の残 高に係 る保証 の額 （独立行 政法人 農林漁 業信用 基金
との間に おいて 保険関 係が成 立して い る保 証に あっては 、当該 保険関 係に係 る保
険金額に 相当す る額、 一般社 団法人 全国農 協保 証センタ ー（以 下「セ ンター 」と
いう。） との間 におい て再保 証関係 が成立 して いる保証 にあっ ては、 当該再 保証
関係に係 る保証 金額の ２分の １に相 当する 額の 残高を控 除した 額）の 合計額 が、
特定資金 にあっ ては、 特定資 金に係 る保証 債務 の弁済に 充てる ための 基金の 額
（第２４ 条の規 定によ り償却 した求 償権で あっ て特定資 金に係 るもの の額に 相当
する額を 含む。 ）の２ ０倍に 相当す る額と なる 場合の保 証残高 （保証 に係る 借入
金の元本 、利息 及びそ の債務 の不履 行によ る債 務 保証契 約で定 める遅 延損害 金の
合計額の 残高を いう。 以下本 条及び 次条に おい て同じ。 ）の合 計額と し、定 款第
２条第１ 項第１ 号ニに 掲げる 資金で 特定資 金で ないもの （以下 「一般 資金」 とい
う。）に あって は、一 般資金 に係る 保証債 務の 弁済に充 てるた めの基 金の額 （第
２４条の 規定に より償 却した 求償権 であっ て一 般資金に 係るも のの額 に相当 する
額を含む 。）の ２５倍 に相当 する額 となる 場合 の保証残 高の合 計額と する。 ただ
し、第２ ０条第 １項の 規定に より弁 済する こと によって この額 を超え ること とな
る場合は 、この 限りで ない。
２

前項 の特定 資金と は、 次 に掲げ る資金 をい う。
(１) 農 業近代 化資金 （定款 第２条 第１項 第１ 号イに掲 げる資 金をい う。以 下
同じ。）
(２) 農 業改良 資金（ 定款第 ２条第 １項第 １号 ロに掲げ る資金 をいう 。以下 同
じ。）
(３) 青 年等就 農資金 （定款 第２条 第１項 第１ 号ハに掲 げる資 金をい う。以 下同
じ。）

（４）農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社日本政策金融公庫か
ら株式会社日本政策金融公庫法（平成１９年法律第５７号）第１１条第１
項第１号の規定による別表第１第８号の下欄のイからチまで、ネ又はナに
掲げる資金の貸付けを受け、その貸付けの目 的に従い、かつ、その貸付け
と同一の条件で農業を営む者又はその組織する法人に対して貸し付ける資
金
(５) 特 定農産 加工業経 営改善 臨時措 置法（ 平成元年 法律第 ６５号 ）第４ 条第１

2

項に規定 する承 認特定 農産加 工業者 等（同 法第 ３条第２ 項の承 認に係 る合併
により設 立した 法人又 は当該 承認に 係る出 資に 基づいて 設立さ れた法 人を含
む。）が 同法第 ４条第 ２項に 規定す る承認 計画 に従って 同法第 ３条第 １項に
規定する 経営改 善措置 又は同 条第２ 項に規 定す る事業提 携を行 うのに 必要な
資金
(６) 家 畜排せ つ物の 管理の 適正化 及び利 用の 促進に関 する法 律 （平 成１１ 年
法第１１ ２号） 第９条 第１項 の認定 を受け た者 が同法第 １０条 第２項 に規
定する認 定処理 高度化 施設整 備計画 に従っ て同 法第７条 第２項 第２号 に規
定する処 理高度 化施設 の整備 を実施 するの に必 要な資金
(７) 農 業経営 改善促 進資金
(８ ) 農 業 信 用 保 証 保 険 法 第 ２ 条 第 ３ 項 及 び 第 ６ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に 基
づき、主務大臣が指定する資金及び主務大臣が指定する農業協同組合を定
める件（平成１０年６月１７日大蔵省・農林水産省告示第３２号。以下
「告示」という。）第１条第１号イに掲げる資金のうち家畜等の購入又は
育成、肥料、飼料等 の購入に必要な資金（独立行政法人農畜産業振興機構
からの助 成に係 る利子 補給又 は原資 預託が ある ものに限 る。）
(９) 告 示第１ 条第１ 号ロか らニま でに規 定す る資金
３

第１ 項ただ し書に 該当す る場合 には、 保証 残高の合 計額が 同項に 規定す る額を
下ること となら なけれ ば、新 たに保 証する こと ができな い。

（１被保 証者に ついて の保証 の金額 の最高 限度 ）
第４条

この協 会の１ 被保証 者につ いての 保証 の金額の 最高限 度 （ 以 下「 １被保

証者保 証限度 額」 とい う。） は、 次 項に 規定 する場 合を除 き、 その者 の保証
（極度貸 付の保 証を除 く。） に係る 元本の 残高 及び極度 貸付の 保証に 係る極 度
額に係る 保証の 額の合 計額 (以下「 保証 合計額 」とい う。 ) が、特 定資金 にあっ
ては当該 資金の 貸付限 度額、 一般資 金にあ って は次に掲 げる額 となる 場合の 保
証残高の 合計額 とする 。ただ し、一 般資金 につ いては、 理事会 が特に 必要と 認
めた場合 には、 この限 りでな い。
（１）個 人にあ っては ３，０ ００万 円
（２）個 人以外 の者の うち農 業（畜 産業及 び養 蚕業を含 む。以 下同じ 。）を 営む
者及び農 業に従 事する 者にあ っては ５，０ ００ 万円
（３）前 各号に 掲げる 者以外 の者に あって は１ ５，００ ０万円

２ 農商 工等 連携 事業 認定 者（ 中 小企 業者 と 農林 漁業 者と の連 携に よる 事業 活動
の 促 進 に 関 す る 法 律 (平 成 ２ ０ 年 法 律 第 ３ ８ 号 )第 ４ 条 に 基 づ く 認 定 を 受 け た
農商工等連携事業計画に従って同法第 ２条第４項に規定する農商工等連携事
業を行う農業者等をいう。以下同じ。）又は経営承継認定者（中小企業にお
け る 経 営 の 承 継 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 (平 成 ２ ０ 年 法 律 第 ３ ３ 号 )第 １ ２ 条 に
基づく認定を受けた農業者等をいう。以下同じ。）が当該認定に従って行う
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事 業 に 必 要 な 特 定 資 金 及 び 一 般 資 金 (以 下 「 認 定 事 業 資 金 」 と い う 。 )に 係 る
１被保証者保証限度額は、その者の認定事業資金の保証合計額が次に掲げる
額とな る場合 の保 証残 高の合 計額 とする 。
（１ ） 農商工 等連 携事業 認定 者にあ って は ２０ ，００ ０万 円
（２ ） 経営承 継認 定者に あっ ては ２ ０， ０００ 万円
（被保証 者の資 格）
第５条

この協 会の被 保証者 たる資 格を有 する 者は、会 員たる 農業者 等であ って、

融資機関 から資 金を借 り入れ ようと するも のと する
（保証に 係る借 入資金 の種類 及びそ の借入 期間 の最高限 度）
第６条

この協 会が保 証する ことが できる 借入 資金は、 特定資 金及び 次の各 号に掲

げる一般 資金と する。
（１）第 ４条第 １号に 掲げる 者の事 業又は 生活 に必 要な 資金
（２）第 ４条第 ２号及 び第３ 号に掲 げる者 の事 業に必要 な資金
２

前項 の借入 資金の 借入期 間の最 高限度 は、 特定資金 にあっ ては当 該資金 の償還
期限の最 高限度 、一般 資金に あって は２５ 年と する。た だし、 一般資 金につ いて
理事会が 特に必 要と認 めた場 合には 、この 限り でない。

（保証の 範囲）
第７条

この協 会が保 証する 債務の 範囲は 、そ の保証に 係る借 入金の 元本、 利息及

びその債 務の不 履行に よる債 務保証 契約で 定め る遅延損 害金の 合計額 の残高 に １
００分の１００を 乗じて 得た額 とする 。ただ し 、理事会 が特に 必要と 認めた 場合
には１０ ０分１ ００の 範囲内 で定め ること がで きる。

第 ２章

保証契 約の締 結及び 変更

（基本契 約）
第８条

この協 会は、 定款及 びこの 業務方 法書 に従って 行う債 務の保 証業務 を運営

するため に必要 な事項 につい て融資 機関と あら かじめ基 本契約 を締結 するも のと
する。
（委託に よる保 証）
第９条

この協 会は、 第６条 第１項 に規定 する 資金を借 り入れ ようと する者 の委託

によって 保証す る。
（保証の 委託申 込み）
第１０条

この 協会に 保証を 委託し ようと する 者は、借 入れの 申込み （極度 貸付の

保証を委 託しよ うとす る場合 にあっ ては、 極度 貸付に 係 る取引 契約の 申込み ）の
際に、こ の協会 に対す る債務 保証委 託申込 書を その申込 みをし た融資 機関に 提出
するもの とする 。
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（保証契 約の締 結）
第１１条

融資 機関は 、この 協会の 保証に よっ て貸付け 又は極 度貸付 に係る 取引契

約をしよ うとす るとき は、前 条の債 務保証 委託 申込書に その融 資機関 の意見 書を
添付して 、この 協会に 送付す るもの とする 。
２

この 協会は 、前項 の書類 を受理 したと きは 、速やか に審査 し、必 要があ ると認
めるとき は、保 証の委 託申込 みをし た者に つい て実地に 調査す るもの とする 。

３

この 協会は 、前項 の審査 又は調 査をし たと き は、速 やかに 、保証 の委託 申込み
に対する 諾否を 決定し 、次に 掲げる 者に対 し通 知等を行 うもの とする 。
(１)

委託 申込み を承諾す ること を決定 したと きは、融 資機関 に債務 保証委 託

申込みに 係る承 諾の通 知書を 交付す るとと もに 、保証の 委託申 込みを した者
に承諾の 旨を通 知する 。
(２)

委託 申込み を拒絶す ること を決定 したと きは、そ の旨を 融資機 関及び 保

証の委託 申込み をした 者に通 知する 。
(３)

融資 機関及 び保証の 委託申 込みを した者 から申出 があっ た場合 には、 法

第６６条 第２項 の規定 を踏ま え、債 務保証 を行 わない旨 の意見 書を融 資機 関
に提出す るとと もに、 提出す ること を決定 した 旨を保証 の委託 申込み をした
者に通知 する。
４

前項 の保証 の承諾 の通知 を受け た者が その 融資機関 から前 項の保 証の承 諾に係
る資金を 借り入 れよう とする ときは 、債務 保証 委託証書 をこの 協会に 提出す るも
のとし、 この協 会は、 債務保 証委託 証書を 受理 したとき は、速 やかに 債務保 証書
をその融 資機関 に交付 するも のとす る。

５

第３ 項の債 務保証 委託申 込みに 係る承 諾の 通知書及 び前項 の債務 保証書 の交付
は、書面 をもっ てする 交付に 代えて 、電磁 的方 法 (電子情 報処理 組織を 使用す る
方法その 他の情 報通信 の技 術 を利用 する方 法で あって受 信者に おいて 具体的 内容
が確実に 記録さ れるも のをい う。第 １２条 にお いて同じ 。 )によ り行う ことが で
きるもの とする 。

（特別貸 付保証 契約の 締結）
第１１条 の２

融資機 関は、 この協 会の保 証に よって特 別の貸 付け（ １の貸 付けに

係る貸付 金の額 が一定 額以下 のもの であっ て、 この協会 の理事 会が定 めるも のに
限る。） をしよ うとす る場合 には、 前条の 規定 にかかわ らず、 この協 会に対 し、
その貸付 け（第 １０条 の債務 保証委 託申込 書の 提出のあ ったも のに限 る。） をし
たことを 通知す ること により 、その 貸付金 につ き保証し た金額 の総額 が一定 の金
額に達す るまで 、その 貸付け につき 、この 協会 と融資機 関との 間に保 証契約 が成
立する旨 を定め る契約 を締結 するこ とがで きる 。
（貸付け の報告 ）
第１２条

融資 機関は 、第１ １条第 ４項に 規定 する債務 保証書 の交付 を受け てその

保証に係 る資金 の貸付 け又は 極度貸 付に係 る取 引契約を したと きは、 速やか に、
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この協会 にその 旨を報 告する ものと する。
２

前項 の報告 は、書 面をも ってす る報告 に代 えて、電 磁的方 法によ り行う ことが
できるも のとす る。

（保証契 約の変 更）
第１３条

被保 証者は 、やむ を得な い事情 によ りこの協 会の保 証に 係 る債務 の弁済

期限その 他の事 項（当 該保証 契約の 内容た るも のに限る 。）を 変更し 、引き 続き
この協会 の保証 を受け ようと すると きは、 この 協会に対 する保 証契約 変更申 請書
を債権者 たる融 資機関 に提出 するも のとす る。
２

融資 機関は 、前項 の保証 契約変 更申請 書を 受理し、 当該申 請に係 る保証 契約の
内容たる 事項の 変更を 適当と 認めた ときは 、当 該申請書 にその 融資機 関の意 見書
を添付し て、こ の協会 に送付 するの もとす る。

３

この 協会は 、前項 の書類 を受理 した場 合に おいてそ の書類 が第１ １条の 規定に
より締結 される 保証契 約に係 るもの である とき は、 遅滞 なく保 証契約 の変更 の諾
否を決定 し、そ の変更 を承諾 するこ とを決 定し たときは 、保証 契約変 更書を その
融資機関 に交付 すると ともに 当該被 保証者 に変 更承諾の 旨を通 知する ものと し、
その変更 を拒絶 するこ とを決 定した ときは 、そ の旨を当 該融資 機関及 び当該 被保
証者に通 知する ものと する。

４

第１ １条の 規定に より締 結され る保証 契約 の変更に ついて は、第 １１条 第２項
及び第５ 項並び に前条 の規定 を準用 する。

５

第１ １条 の２ の保 証契 約 は、 第２ 項の 書類 の送 付に より 変更 され るも の とす る。

第 ３章

保証料 に関す る事項 その他 被保 証者 の守 るべき 条件

（保証料 ）
第１４条

こ の 協 会 は 、 被 保証 者 か ら 元 本 の保 証 残 高 に つ き 、 農 業 近 代 化資 金 及

び 農 業 改 良 資 金 に あ っ て は 年１ ． ０ ０ パ ー セン ト （ た だ し 、 融 資 対 象 物 件以 外 の
担 保 又 は 第 三 者 保 証 人 を 徴 求す る 場 合 に あ って は 年

０ ． ５ ０ パ ー セ ン ト） 、 青

年 等 就 農 資 金 に あ っ て は 年 ０． ５ ０ パ ー セ ント 、 農 業 近 代 化 資 金 、 農 業 改良 資 金
及 び 青 年 等 就 農 資 金 を 除 く 特定 資 金 並 び に 一般 資 金 に あ っ て は 年 ２ ． ０ ０パ ー セ
ン ト で 計 算 し た 保 証 期 間 の 保証 料 の 総 額 の 範囲 内 で 、 理 事 会 で 定 め た 割 合で 計 算
し た 額 及 び １ の 貸 付 け 又 は 極度 貸 付 に 係 る 保証 に つ き 理 事 会 で 定 め た 額 の合 計 額
を保証料 として 徴収す るもの とする 。
２

前項 に規定 する保 証料は 、特別 な事情 があ る場合は 、理事 会の決 議によ り、減
免するこ とがで きる。

（保証料 の徴収 方法）
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第１５条

保証 料は、 融資機 関が、 この協 会に 代わって 、この 協会の 定める 方法に

従って徴 収する ものと する。
２

この 協会は 、被保 証者が 保証料 の納入 を怠 ったとき は、納 入すべ き保証 料の金
額につき 納入期 日の翌 日から 納入の あった 日ま での日数 に応じ 、年１ １パー セン
ト以内で 理事会 で定め た割合 で計算 した遅 延損 害金を課 するも のとし 、当該 遅延
損害金は 、融資 機関が この協 会に代 わって 徴収 するもの とする 。

３

前項 の規定 に定め る年当 たりの 割合は 、閏 年の日を 含む期 間につ いても 、３６
５日当た りの割 合とす る。

４

第２ 項の遅 延損害 金は、 特別の 事情が ある 場合は、 理事会 の議決 により 、減免
すること ができ るもの とする 。

（保証料 の返れ い）
第１６条

保証 料は、 次の各 号に掲 げる場 合の ほか返れ いしな いも の とする 。

（１）第 １４条 第２項 の規定 による 保証料 の減 免があっ た場合
（２）違 算によ り徴収 すべき 額を超 える額 の納 入があっ た場合
（被保証 者から の報告 の徴収 等）
第１７条

この 協会は 、必要 がある と認め ると きは、被 保証者 の業務 及び財 産の状

況並びに 債務の 履行の ための 措置に ついて 報告 を徴し、 又は書 類若し くは帳 簿の閲
覧を求め ること ができ る。
２

前項 の場合 におい て、被 保証者 は、同 項の 規定に違 反して 報告を せず、 若しく
は虚 偽の 報 告を し 、又 は書 類 若し くは 帳 簿の 閲 覧を 拒ん で はな ら ない もの と する 。

（届出）
第１８条

この 協会の 会員で ない被 保証者 は、 被保証者 たる資 格を失 ったと き、又

は次の事 項につ いて変 更が生 じたと きは、 速や かに、そ の旨を この協 会に通 知し
なければ ならな いもの とする 。
（１）氏 名若し くは名 称又は 住所
（２）法 人たる 被保証 者にあ っては 、定款 又は 役員の氏 名若し くは住 所

第 ４章

保証債 務の弁 済並び に求償 権の 行使及び その償 却

（被保証 債権の 取立て ）
第１９条

被保 証者が この協 会の保 証に係 る債 務の弁済 期日到 来の日 （分割 償還の

場合は、 各償還 期日。 以下同 じ。） 又は期 限の 利益を失 った日 におい て、な おそ
の債務の 全部又 は一部 の履行 をしな い場合 には 、融資機 関は、 この協 会が保 証し
ていない 債権の 取立て と同じ 方法を もって 債権 の取立て をする ものと する。
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（保証債 務の弁 済）
第２０条

この 協会は 、被保 証者が この協 会の 保証に係 る債務 の弁済 期

日又は期 限の利 益を失 った日 から３ 月を経 過し てなおそ の債
の履行を しない 場合に おいて 、融資 機関か らこ の協
の請求が あった ときは 、速や かに、 これを
を経ずし て保証 債務の 弁済の 請求
必要があ ると認 めたと き
２

限 到来の

務の全 部又は 一部

会 に対し て保証 債務の 弁済

弁 済するも のとす る。た だし、 ３月

があっ た場 合であっ ても、 特別の 事由に より

は 、これ を弁済 する ことがで きる。

前項 の請求 は、融 資機関 が代位 弁済請 求書 を提出し てこれ を行う ものと し、債
務の弁済 期限到 来の日 又は被 保証者 が期限 の利 益を失っ た日か ら１年 を経過 した
日以後に おいて は、こ れを行 うこと ができ ない ものとす る。

（保証債 務の免 責）
第２１条

融資 機関に 故意又 は重大 な過失 があ ったため この協 会の保 証に係 る債権

の全部又 は一部 の履行 を受け ること ができ なか った場合 には、 この協 会は、 当該
融資 機関 が 適当 な 措置 をと れ ば弁 済を 受 ける こ とが でき た であ ろ う限 度に お いて 、
弁済の義 務を免 れるも のとす る。
（求償権 の取得 ）
第２２条

この 協会は 、保証 債務の 弁済を した とき（セ ンター が保証 債務の 弁済を

したとき を含む 。）は 、その 時にお いて、 当該 被保証者 に対し 、その 弁済し た金
額に相当 する求 償権を 取得す るもの とする 。
２

この 協会は 、前項 の規定 により この協 会が 取得する 求償権 に対し 、代位 弁済し
た日から 次条第 ２項に 規定す る求償 権の行 使方 法により 定めら れた弁 済期限 到来
の日まで の日数 に応じ 、その 残高に つき年 ８． ７５パー セント 以内で 理事会 で定
めた割合 で計算 した利 息を、 弁済期 限到来 の日 の翌日か ら弁済 のあっ た日ま で の
日数に応 じ、そ の支払 を受け るべき 金額に つき 年１１パ ーセン ト以内 で理事 会が
定めた割 合で計 算した 遅延損 害金を 当該債 務者 に課する ものと する。

３

前項 の利息 及び遅 延損害 金には 、第１ ４条 第２項及 び第１ ５条第 ３項の 規定を
準用する 。

（求償権 の行使 方法）
第２３条

前条 の規定 により この協 会が求 償権 を取得し たとき は、遅 滞なく 、その

旨を当該 債務者 に通知 するも のとす る。
２

前項 の通知 をした ときは 、この 協会は 、そ の者にそ の求償 権の行 使方法 を提示
するもの とする 。

（求償権 の償却 ）
第２４条

この 協会が 第２２ 条の規 定によ り取 得 した求 償権は 、次の 各号の いずれ

かに該当 する場 合には 、理事 会の承 認を得 て、 その全部 又は一 部を償 却する こと
ができる 。
（１）当 該求償 権に係 る債務 の債務 者の破 産 手 続開始の 決定 等 の理由 により 、当
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該債務の 全部又 は一部 の弁済 の見込 みがな いと 認められ る場合
（２）当 該求償 権に係 る債務 の債務 者が天 災地 変その他 の事情 により 著しく 損害
を受け、 当該債 務の全 部又は 一部の 弁済の 見込 みがない と認め られる 場合
（３）前 各号に 掲げる 場合の ほか、 当該求 償権 に係る債 務の弁 済が著 しく困 難で
あると認 められ る場合

第 ４章の ２

融 資機関 に対す る資金 の供 給

（基本契 約）
第２４条 の２

この協 会は、 定款及 びこの 業務 方法書に 従って 行う農 業経営 改善促

進資金に 係る資 金の供 給業務 を運営 するた めに 必要な事 項につ いて融 資機関 （第
１条第２ 号及び 第５号 に掲げ るもの を除く 。） とあらか じめ基 本契約 を締結 する
ものとす る。
（供給の 条件）
第２４条 の３

この協 会が、 融資機 関へ農 業経 営改善促 進資金 に係る 資金を 供給す

る場合の 条件は 、次に 掲げる とおり とする 。
（１）供 給方法

定期の 預（貯 ）金（ ただ し、農業 協同組 合法第 １０条 第１
項第２号 の事業 のみを 行う農 業協同 組合に つい ては、貸 付け
の方法に より行 うこと ができ る。）

（２） 利

率

年 １％

ただし 、資金 供給予 定日 の 14 日前 の日の 属する

週に日本 銀行が 作成し た「預 金種類 別店頭 表示 金利の平 均年
利率等に ついて 」（当 該週に 作成さ れない 場合 には資金 供給
予定日の 21 日前 の日に 属する 週に作 成され た もの）に おけ
る「預入 金額が ３百万 円以上 １千万 円未満 の定 期預金の 預入
期間別平 均年利 率」に 掲げる 預入期 間が１ 年の 利率が１ ％未
満の場合 は、当 該利率
（３） 期

限

第 ５章

１ 年以内

雑

則

（融資機 関から の報告 の徴収 ）
第２５条

この 協会は 、この 協会の 保証に 係る 貸付債権 の回収 状況そ の他の 事項及

び農業経 営改善 促進資 金に係 る貸付 状況そ の他 の事項に 関し、 融資機 関から 報告
を求める ことが できる 。
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（融資機 関の守 るべき 条件）
第２６条

融資 機関は 、常に この協 会の保 証に 係る債権 の保全 に必要 な

い、債務 の履行 を困難 とする 事情を 予見し 、又 は知った とき
の旨をこ の協会 に通知 し、か つ、適 当と認 める 措置

注 意を払

は、速 やかに 、そ

を 講ずる ものと する 。

（証拠書 類等の 保存）
第２７条

この 協会の 債務の 保証の ために 用い た帳簿及 び証拠 書類等 は、そ の保証

債務の消 滅後３ 年間保 存す る ものと する。
（業務の 委託）
第２８条

この 協会は 、必要 がある と認め ると きは、理 事会の 承認を 得て、 適当と

認められ る融資 機関に この協 会の業 務（債 務の 保証の決 定及び 資金の 供給の 決定
を除く。 ）の一 部を委 託する ことが できる 。
（書類の 経由）
第２９条

この 協会の 保証を 受けよ うとす る者 及び被保 証者が この業 務方法 書に基

づき、こ の協会 に提出 する書 類は、 当該保 証に 係る融資 機関を 経由し て提出 する
ものとす る。

附

則

１．この 業務方 法書は 、この 協会の 成立し た日 から実施 する。
２．この 協会が 農業信 用基金 協会法 （昭和 ３ ６ 年法律第 ２０４ 号）附 則第２ 条第２
項及び同 法附則 第５条 第１項 の規定 により 承継 した保証 債務の 内容と なって いる
事項がこ の業務 方法書 の規定 と異な る場合 には 、これら の保証 債務の 内容と なる
事項は、 この業 務方法 書の規 定にか かわら ず、 なお従前 の例に よる。
３．この 業務方 法書の 実施の 際、現 に貸し 付け られてい る農業 近代化 資金に 係る保
証（農業 信用基 金協会 法附則 第２条 第２項 及び 同法附則 第５条 第１項 の規定 によ
り承継し た債務 に係る ものを 除く。 ）の委 託申 込み及び 保証契 約の締 結につ いて
は、第１ ０条及 び第１ １条の 規定を 準用す る。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和３ ８年７ 月１ ５日から 実施す る。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和３ ９年８ 月２ １日から 実施す る。
附

則

１．この 業務方 法書の 変更は 、昭和 ４１年 ７月 ２６日か ら実施 する。
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２．この 業務方 法書の 変更の 実施の 際、現 に変 更前の業 務方法 書第１ ０条の 規定に
よる債務 保証委 託申込 書を提 出した 者につ いて の保証の 委託申 込み及 び保証 契約
の締結に 係る手 続きに ついて は、な お従前 の例 による。
３．昭和 ４１年 ３月３ １日以 前に県 が承認 した 農業近代 化資金 の保証 に係る １被保
証者につ いての 保証の 金額の 最高限 度、保 証の 範囲及び 保証料 につい ては、 改正
後の第４ 条、第 ７条及 び第１ ４条の 規定に かか わらず、 なお従 前の例 による 。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和４ ３年８ 月２ ６日から 実施す る。
附

則

１．この 業務方 法書の 変更は 、昭和 ４５年 ８月 １日から 実施す る。（ 以下「 実施
日」とい う。）
２．この 業務方 法書の 実施日 前に締 結され てい る契約に 係るも のにつ いては 、当該
契約を変 更する 場合を 除き、 なお従 前の例 によ る。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和４ ７年７ 月２ ６日から 実施す る。
附

則

１．この 業務方 法書の 変更は 、昭和 ４８年 ８月 １日（以 下「実 施日」 という 。）か
ら実施す る。
２．この 業務方 法書の 変更実 施日前 に締結 され ている契 約に係 るもの で、業 務方法
書第７条 につい ては、 当該契 約を変 更する 場合 を除き、 なお従 前の例 による 。
附

則

１．この 協会が 開拓融 資保証 協会の 廃止に 関す る法律（ 昭和４ ８年法 律第４ ９号）
第３条第 １項の 規定に より福 島県開 拓融資 保証 協会と締 結した 地方承 継契約 の定
めるとこ ろによ り、承 継した 権利及 び義務 に関 する業務 につい ては、 この業 務方
法書の規 定にか かわら ず、な お従前 の例に よる 。
２．この 業務方 法書の 変更は 、 昭和 ５０年 ２月 １日（地 方承継 日とい う。） から実
施する。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和５ ２年８ 月１ ７日から 実施す る。
附

則
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この業 務方法 書の変 更は、 昭和５ ３年８ 月９ 日から実 施する 。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和５ ４年８ 月１ ６日から 実施す る。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和５ ５年９ 月３ ０日から 実施す る。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和５ ９年７ 月１ ４日から 実施す る。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和６ １年９ 月１ １日から 実施す る。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和６ ２年１ ０月 １日から 実施す る。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 昭和６ ３年７ 月２ ８日から 実施す る。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 平成２ 年８月 ２３ 日から実 施する 。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 平成４ 年８月 １４ 日から実 施する 。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 平成６ 年９月 ５日 から実施 する。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 平成９ 年９月 ２４ 日から実 施する 。
附

則

この業 務方法 書の変 更 は、 平成１ １年１ １月 １７日か ら実施 する。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 平成１ ２年５ 月１ ９日から 実施す る。
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附

則

この業 務方法 書の変 更は、 平成１ ２年９ 月１ 日から実 施する 。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 平成１ ３年２ 月５ 日から実 施する 。
附

則

この業 務方法 書の変 更は、 平成１ ４年９ 月５ 日から実 施する 。
附

則

１．この 業務方 法書の 変更は 、平成 １５年 ９月 ２９日か ら実施 する。
ただ し、第 ２条の ２の見 出し、 第３条 第１ 項及び第 ２４条 の３第 ２号中 「農林
漁業信用 基金」 を「独 立行政 法人農 林漁業 信用 基金」と する変 更は、 平成１ ５年
１０月１ 日から 実施す る。
２．平成 １５年 ９月２ ９日か ら平成 １５年 ９月 ３０日ま での間 は、第 ３条第 ２項第
８号の規 定中「 独立行 政法人 農畜産 業振興 機構 」とある のは「 農畜産 業振興 事業
団」と読 み替え るもの とする 。
附

則

この業務 方法書 の変更 は、平 成１ ６ 年１０ 月１ ２日から 実施す る。
附

則

この業務 方法書 の変更 は、平 成１７ 年９月 １日 から実施 する。
附

則

この業務 方法書 の変更 は、平 成１９ 年９月 ２５ 日から実 施する 。
附

則

この 業務方 法書 の変更 は、主 務大 臣の認 可の あった日 （ 平 成２０ 年９月 １日 ）か
ら実施す る。
ただし、変更後の第１条（変更前の第１条第２号の規定を削除する変更箇所に
限る。）及び第２条の規定は福島県信用農業協同組合連合会が解散した日（平成
２０年１０月３１日）から、変更後の第３条第２項及び第６条の規定は平成２０
年１０月 １日か ら適用 する。
附

則

13

この業務 方法書 の変更 は、平 成 ２１ 年８月 ２５ 日から実 施する 。
附

則

この業務 方法書 の変更 は、平 成２２ 年９月 ２２ 日から実 施する 。
附

則

この業務 方法書 の変更 は、平 成２３ 年９月 １日 から実施 する。
附

則

この 業務方 法書 の変更 は、 主 務大 臣の認 可の あった日 （ 平 成２４ 年９月 １０ 日）
から実施 する。
ただ し、 変更 後の 第 ３条 第１ 項の 規定 は、 変 更 前の 社団 法人 全国 農 協保 証セ ンタ
ーが 、一 般社 団法 人及 び 一般 財団 法人 に関 する 法律 及び 公益 社団 法人 及 び公 益財 団
法人 の認 定等 に関 する 法 律の 施行 に伴 う関 係法 律の 整備 等に 関す る法 律 （平 成１ ８
年法 律第 ５０ 号） 第１ ２ １条 第１ 項で 準用 する 同法 第第 １０ ６条 第１ 項 の規 定に 基
づく設立 の登記 をした 日から 適用す る。
附

則

この業務 方法書 の変更 は、平 成２５ 年９月 １７ 日から実 施する 。
附

則

この業務 方法書 の変更 は、平 成２６ 年４月 １日 から遡っ て適用 する。
附

則

この業務方法書の変更は、主務大臣の認可のあった日（平成 ２７年９月２８
日）から 施行す る。
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