
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

制定：令和 2年 5月22日内閣府・農林水産省令第8号

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令

令和 2年 5月22日内閣府・農林水産省令第8号

農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）及び関係法律の規定に基づき、農業協

同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令を次のよう

に定める。

令和二年五月二十二日 内閣総理大臣 安倍 晋三

農林水産大臣 江藤 拓

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命

令

（農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正）

第一条 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令（平成五年大蔵省・

農林水産省令第一号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。

改 正 後 改 正 前

（特定信用事業電子決済等代行業に該当し

ない行為）

（特定信用事業電子決済等代行業に該当し

ない行為）

第五十七条の三十一の十八 ［略］ 第五十七条の三十一の十八 ［同上］

２ 法第九十二条の五の二第二項の主務省令

で定める行為は、同項第二号に掲げる行為（

特定信用事業電子決済等代行業者（第五十七

条の三十一の二十第一項に規定する特定信用

事業電子決済等代行業者をいう。第一号にお

いて同じ。）の行為に限る。）であって、次

の各号のいずれにも該当するものとする。

［項を加える。］

一 当該特定信用事業電子決済等代行業者

及び組合の双方が法第九十二条の五の三第一

項に基づき、令和二年五月三十一日までに特

定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締

結する旨の意思を表示しているもの

二 新型コロナウイルス感染症（新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年

法律第三十一号）附則第一条の二第一項に規

定する新型コロナウイルス感染症をいう。）
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のまん延の影響によりやむを得ず前号に規定

する日までに同号の契約を締結することが困

難となるもの

三 第一号の契約を令和二年九月三十日ま

でに締結するもの

四 その行為に関し、その行為に関して取

得した利用者に関する情報の適正な取扱い及

び安全管理その他の健全かつ適切な運営を確

保するための措置が講じられているもの

備考 表中の［ ］の記載は注記である。

（漁業協同組合等の信用事業等に関する命令の一部改正）

第二条 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令（平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に

掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を

付した項を加える。

改 正 後 改 正 前

（員外利用の範囲） （員外利用の範囲）

第三条 法第十一条第八項、第八十七条第九

項、第九十三条第七項及び第九十七条第七項

の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げ

る規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める事業とする。

第三条 ［同上］

一 法第八十七条第三項各号又は第九十七

条第二項各号 当該漁業協同組合連合会及び

水産加工業協同組合連合会（以下「連合会」

という。）の会員である漁業協同組合及び水

産加工業協同組合（第五十条の二第一項第一

号ロ、第五十条の三十一の十八第一項第四号

、第五十条の三十一の十九、第五十条の三十

一の二十、第五十条の三十一の三十五第二項

、第五十条の三十一の三十六ただし書、第五

十条の三十一の三十七及び第五十条の三十一

の四十五第二号を除き、以下「組合」という

。）の組合員と同一の世帯に属する者に対す

る法第八十七条第三項各号又は第九十七条第

一 法第八十七条第三項各号又は第九十七

条第二項各号 当該漁業協同組合連合会及び

水産加工業協同組合連合会（以下「連合会」

という。）の会員である漁業協同組合及び水

産加工業協同組合（第五十条の二第一項第一

号ロ、第五十条の三十一の十八第四号、第五

十条の三十一の十九、第五十条の三十一の二

十、第五十条の三十一の三十五第二項、第五

十条の三十一の三十六ただし書、第五十条の

三十一の三十七及び第五十条の三十一の四十

五第二号を除き、以下「組合」という。）の

組合員と同一の世帯に属する者に対する法第

八十七条第三項各号又は第九十七条第二項各
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二項各号に掲げる事業 号に掲げる事業

［二・三 略］ ［二・三 同上］

（特定信用事業電子決済等代行業に該当し

ない行為）

（特定信用事業電子決済等代行業に該当し

ない行為）

第五十条の三十一の十八 ［略］ 第五十条の三十一の十八 ［同上］

２ 法第百二十一条の五の二第二項の主務省

令で定める行為は、同項第二号に掲げる行為

（特定信用事業電子決済等代行業者（第五十

条の三十一の二十第一項に規定する特定信用

事業電子決済等代行業者をいう。第一号にお

いて同じ。）の行為に限る。）であって、次

の各号のいずれにも該当するものとする。

［項を加える。］

一 当該特定信用事業電子決済等代行業者

及び組合の双方が法第百二十一条の五の三第

一項に基づき、令和二年五月三十一日までに

特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を

締結する旨の意思を表示しているもの

二 新型コロナウイルス感染症（新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年

法律第三十一号）附則第一条の二第一項に規

定する新型コロナウイルス感染症をいう。）

のまん延の影響によりやむを得ず前号に規定

する日までに同号の契約を締結することが困

難となるもの

三 第一号の契約を令和二年九月三十日ま

でに締結するもの

四 その行為に関し、その行為に関して取

得した利用者に関する情報の適正な取扱い及

び安全管理その他の健全かつ適切な運営を確

保するための措置が講じられているもの

備考 表中の［ ］の記載は注記である。

（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

施行規則の一部改正）

第三条 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

法律施行規則（平成九年大蔵省・農林水産省令第一号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後

欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

（信用農業協同組合連合会とみなされる特

定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険

法施行規則以外の命令の適用関係）

（信用農業協同組合連合会とみなされる特

定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険

法施行規則以外の命令の適用関係）

第三十八条 法附則第三十三条第二項の規定

により令附則第十六条第一項各号に掲げる法

令の規定を適用する場合における次の表の上

欄に掲げる命令の規定の適用については、同

欄に掲げる命令の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と

する。

第三十八条 ［同上］

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

備考 表中の［ ］の記載は注記である。

（農林中央金庫法施行規則の一部改正）

第四条 農林中央金庫法施行規則（平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号）の一部を次

のように改正する。

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。

改 正 後 改 正 前

（農林中央金庫電子決済等代行業に該当し

ない行為）

（農林中央金庫電子決済等代行業に該当し

ない行為）

第百四十七条の十六の三 ［略］ 第百四十七条の十六の三 ［同上］

２ 法第九十五条の五の二第二項の主務省令

で定める行為は、同項第二号に掲げる行為（

農林中央金庫電子決済等代行業者（第百四十

七条の十六の五第一項に規定する農林中央金

庫電子決済等代行業者をいう。第一号におい

て同じ。）の行為に限る。）であって、次の

各号のいずれにも該当するものとする。

［項を加える。］

一 当該農林中央金庫電子決済等代行業者

及び農林中央金庫の双方が法第九十五条の五

の三第一項に基づき、令和二年五月三十一日

までに農林中央金庫電子決済等代行業に係る
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契約を締結する旨の意思を表示しているもの

二 新型コロナウイルス感染症（新型イン

フルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年

法律第三十一号）附則第一条の二第一項に規

定する新型コロナウイルス感染症をいう。）

のまん延の影響によりやむを得ず前号に規定

する日までに同号の契約を締結することが困

難となるもの

三 第一号の契約を令和二年九月三十日ま

でに締結するもの

四 その行為に関し、その行為に関して取

得した利用者に関する情報の適正な取扱い及

び安全管理その他の健全かつ適切な運営を確

保するための措置が講じられているもの

備考 表中の［ ］の記載は注記である。

附 則

（施行期日）

１ この命令は、公布の日から施行する。

（この命令の失効）

２ この命令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。

*******
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