
国民健康保険法（一部抜粋） 
昭和三十三年十二月二十七日法律第百九十二号 

 

 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与す

ることを目的とする。 

 

（国民健康保険） 

第二条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 

 

（保険者） 

第三条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 

２ 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 

 

（国及び都道府県の義務） 

第四条 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。 

２ 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。 

 

第三章 国民健康保険組合 

 

第一節 通則 

 

（組織） 

第十三条 国民健康保険組合（以下「組合」という。）は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地

区内に住所を有するものを組合員として組織する。 

２ 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、

この区域によらないことができる。 

３ 第一項の規定にかかわらず、第六条各号（第八号及び第十号を除く。）のいずれかに該当する者及び他の

組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同

条各号（第十号を除く。）のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者

があるときは、この限りでない。 

４ 第一項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第六条各号（第八号及び第十号を除く。）のいずれ

にも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となること

ができる。 

 

（人格） 

第十四条 組合は、法人とする。 

 

（名称） 

第十五条 組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。 

２ 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。 

 

（住所） 

第十六条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 

 

（設立） 

第十七条 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなら

ない。 



２ 前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て

行うものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村

の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと

認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 

４ 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。 

 

（規約の記載事項） 

第十八条 組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 名称 

二 事務所の所在地 

三 組合の地区及び組合員の範囲 

四 組合員の加入及び脱退に関する事項 

五 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 

六 役員に関する事項 

七 組合会に関する事項 

八 保険料に関する事項 

九 準備金その他の財産の管理に関する事項 

十 公告の方法 

十一 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項 

 

（被保険者） 

第十九条 組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、

第六条各号（第十号を除く。）のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、こ

の限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保

険者としないことができる。 

 

（資格取得の時期） 

第二十条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつ

た日又は第六条各号（第十号を除く。）のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康

保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。 

 

（資格喪失の時期） 

第二十一条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日

の翌日又は第六条各号（第九号及び第十号を除く。）のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資

格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、市町村又は他の組合

が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。 

２ 組合が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。 

 

（準用規定） 

第二十二条 第九条（第十二項から第十四項までを除く。）の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に

関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において、同条第一項か

ら第九項までの規定中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町

村」とあるのは「組合」と、同条第十項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主（第三項の規定

により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。）及びその世帯に属する被保険者、国民

年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）の規定による保険料を滞納している世帯主（同法第八十八条第二

項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当す



るものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。）」とあるのは「組合員（第三項の規定により組合が被

保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。）」と、「世帯の世帯主」とあるのは「世帯の組合員」と、

同条第十一項中「市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。 

 

 

第二節 管理 

 

（役員） 

第二十三条 組合に、役員として、理事及び監事を置く。 

２ 理事の定数は五人以上、監事の定数は二人以上とし、それぞれ規約で定める。 

３ 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情

があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。 

４ 理事及び監事の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。 

 

（役員の職務） 

第二十四条 理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。 

２ 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。 

３ 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。 

 

（理事の代表権の制限） 

第二十四条の二 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 

 

（理事の代理行為の委任） 

第二十四条の三 理事は、規約又は組合会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を

他人に委任することができる。 

 

（仮理事） 

第二十四条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、

都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。 

 

（利益相反行為） 

第二十四条の五 組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合にお

いては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 

 

（理事の専決処分） 

第二十五条 組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事

の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 

２ 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組

合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。 

３ 前二項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。 

 

（組合会） 

第二十六条 組合に組合会を置く。 

２ 組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下

らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以

上であることをもつて足りる。 

３ 組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。 

４ 組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。 

 



（組合会の議決事項） 

第二十七条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。 

一 規約の変更 

二 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 

三 収入支出の予算 

四 決算 

五 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 

六 準備金その他重要な財産の処分 

七 訴訟の提起及び和解 

八 前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項 

２ 前項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項（同項第一号及び第二号に掲げる事項のうち、合併により消

滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労

働省令で定めるものを除く。）の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 

３ 第十七条第三項の規定は、組合の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。 

４ 組合は、第一項第三号に掲げる事項及び第二項に規定する厚生労働省令で定める事項の議決をしたときは、

遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（組合会の招集） 

第二十八条 理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。 

２ 組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した

書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して二十日以

内に、臨時組合会を招集しなければならない。 

 

（選挙権及び議決権） 

第二十九条 組合員は、各自一箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自一箇の議決権を有する。 

 

（議決権のない場合） 

第二十九条の二 組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権

を有しない。 

 

（組合会の権限） 

第三十条 組合会は、組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、

議決の執行若しくは出納を検査することができる。 

２ 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができ

る。 

 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用） 

第三十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第七十八条の規定は、

組合について準用する。 

 

 

第四節 雑則 

 

（政令への委任） 

第三十五条 この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令

で定める。 

 

 

 



第六章 保健事業 

 

第八二条 保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、

健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければなら

ない。 

２ 保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要

な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の

必要な事業を行うことができる。 

３ 組合は、前二項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者に当該事業を利用させることができる。 

４ 厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適

切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 

５ 前項の指針は、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が

保たれたものでなければならない。 

 

 

第十章 監 督 

 

（報告の徴収等） 

第一〇六条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者又は連合会について、必要があると認めるときは、そ

の事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 

２ 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係

人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

（事業状況の報告） 

第一〇七条 保険者及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、事業状況を都道府県知事に報告しな

ければならない。 

 

（組合等に対する監督） 

第一〇八条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第百六条の規定により報告を徴し、又は検査した場合におい

て、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しく

は都道府県知事の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出

し、若しくは不当に財産を処分する等著しく事業の適正な執行を欠くと認めるとき、又は組合若しくは連合

会の役員がその事業若しくは財産の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、

組合若しくは連合会又はその役員に対し、その事業若しくは財産の管理若しくは執行について違反の是正又

は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 

２ 組合若しくは連合会又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当

該組合又は連合会に対し、期間を定めて、その役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。 

３ 組合又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、同項の命令に係る役

員を改任することができる。 

４ 組合又は連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業若しくは財産の状況によりその

事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該組合又は連合会の解散を

命ずることができる。 
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国民健康保険法施行令（一部抜粋） 

 昭和三三年一二月二七日政令第三六二号  

 

 

第二章 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 

 

（組合会の議長） 

第一二条 組合会に、組合会議長を置く。 

２ 議長は、組合会議員のうちから組合会で選挙する。 

３ 議長は、組合会の議事を主宰する。 

 

（組合会の会議及び議事） 

第一三条 組合会の会議は、組合会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事

は、出席組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、組合会議長の決するところによる。 

２ 規約の変更又は組合の解散若しくは合併に関する事項は、組合会議員の定数の三分の二以上で決する。 

 

（会計年度） 

第一四条 組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。ただし、事業開始の初年度

にあつては、事業開始の日に始まり、翌年（事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、

その年）の三月三十一日に終る。 

 

（予算の届出等） 

第一五条 組合は、毎年度収入支出の予算を調整し、当該年度の開始前に、都道府県知事に届け出なければな

らない。 

２ 予算に定めた各款の金額は、相互に流用することができない。 

３ 予算に定めた各項の金額は、組合会の議決を経て、相互に流用することができる。 

 

（継続費） 

第一六条 組合は、組合会の議決を経て継続費を設けることができる。 

 

（予備費） 

第一七条 組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。 

２ 予備費は、組合会の否決した費途に充てることができない。 

 

（出納閉鎖期） 

第一八条 組合の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。 

 

（特別積立金） 

第一九条 組合は、毎年度末日において、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額並びに当該

年度内に納付した高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」

という。）の規定による前期高齢者納付金等（以下「前期高齢者納付金等」という。）及び高齢者医療確保法

の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）並びに介護保険法（平成九年法

律第百二十三号）の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の総額（高齢者医療確保法の規定に

よる前期高齢者交付金（以下「前期高齢者交付金」という。）がある場合には、これを控除した額）の合算

額から当該年度における法第七十三条第一項の規定による補助金（国民健康保険の国庫負担金等の算定に関

する政令（昭和三十四年政令第四十一号）第五条第六項に規定する組合特別調整補助金を除く。以下この項

及び次条第三項において同じ。）の額を控除した額の十二分の二に相当する金額（事業開始の初年度の末日

においては、当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額から当該年度における法第七十三条第

一項の規定による補助金（療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療



養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用に係

るものに限る。）の額を控除した額を当該年度に属する月の数から一を控除した数で除して得た額並びに当

該年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の総額（前期高齢者交付

金がある場合には、これを控除した額）の合算額から当該年度における同項の規定による補助金（高齢者医

療確保法の規定による前期高齢者納付金及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金（第二十九条

の七第二項及び第三項において「後期高齢者支援金」という。）並びに介護納付金の納付に要する費用に係

るものに限る。）の額を控除した額を当該年度に属する月の数で除して得た額の合算額に、二を乗じて得た

額）を特別積立金として積み立て、翌年度末日まで据え置かなければならない。《改正》平 13政 414《改正》

平 18政 286《改正》平 20政 017 

２ 健康保険法（大正十一年法律第七十号）第百七十九条の規定により同法第百七十三条第一項に規定する日

雇関係組合とみなされた組合（次条第五項及び附則第一条の三において「日雇関係国保組合」という。）に

ついて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支

援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）」とあるのは「、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者

支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）及び健康保険法（大正十一年法律第七十号）第百七十三

条第二項に規定する日雇拠出金（以下「日雇拠出金」という。）」と、「及び後期高齢者支援金等」とあるの

は「、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金」とする。《全改》平 20政 017 

 

（準備金） 

第二〇条 組合は、給付費等支払準備金を積み立てなければならない。 

２ 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 

３ 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその直前の二箇年度内にお

いて行つた保険給付に要した費用の額（保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。）並び

に当該年度及びその直前の二箇年度内に納付した前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護

納付金の総額（前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額）の合算額の一年度当たりの平均額か

ら当該年度及びその直前の二箇年度における法第七十三条第一項の規定による補助金の額の一年度当たり

の平均額を控除した額の百分の十に相当する額に達するまでは、当該年度の剰余金を給付費等支払準備金と

して積み立てなければならない。《改正》平 13政 414《改正》平 20政 017 

４ 前項の限度内の給付費等支払準備金は、保険給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並び

に介護納付金の納付に要する費用に不足を生じたとき以外は、使用することができない。《改正》平 20 政

017 

５ 日雇関係国保組合について、前二項の規定を適用する場合においては、第三項中「及び後期高齢者支援金

等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び健康保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金（次項に

おいて「日雇拠出金」という。）」と、前項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金

等及び日雇拠出金」とする。《全改》平 20政 017 

 

（決算上の剰余の翌年度繰入） 

第二一条 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、前条の準備金として積み立てるも

のを除き、これを翌年度の収入に繰り入れなければならない。 

 

（繰替使用等） 

第二二条 組合は、支払上現金に不足を生じたときは、特別積立金若しくは準備金に属する現金を繰替使用し、

又は一時借入金をすることができる。 

２ 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。 

 

（事業報告） 

第二三条 組合の理事は、事業報告及び決算を調整して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後

四箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。 



２ 前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在におい

て調整した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。 

 

（事業報告の公告） 

第二四条 組合の理事は、事業報告について前条第一項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第二

項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。 

 

  



国民健康保険法施行規則（一部抜粋） 

昭和三十三年厚生省令第五十三号 

 

 

第二章 国民健康保険組合 

 

（規約の記載事項） 

第十八条 法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 

一 保険給付に関する事項 

二 一部負担金に関する事項 

 

（事業計画書） 

第十九条 第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 事業開始の予定年月日 

二 被保険者数 

三 保険料 

四 療養の給付の方法及び一部負担 

五 療養の給付以外の保険給付の方法 

六 保健事業 

 

（準用規定） 

第二十条 第二条第一項、第三条、第五条から第十条まで、第十一条第一項、第十二条、第十三条及び第十五

条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢

受給者証について準用する。この場合において、これらの規定（第五条の二の規定を除く。）中「その者の

属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、第二条

第一項中「市町村の区域内に住所を有するに至つたため」とあるのは「組合員又は組合員の世帯に属する者

となつたため」と、第三条及び第十三条中「法第六条各号」とあるのは「法第六条各号（第十号を除く。）」

と、第五条の五中「法第九条第三項」とあるのは「法第二十二条において準用する法第九条第三項」と、第

五条の八第一項中「令第一条」とあるのは「令第二十五条の二において準用する令第一条」と、同条第二項

中「令第一条の二」とあるのは「令第二十五条の二において準用する令第一条の二」と、第七条の二第三項

ただし書及び第七条の四第二項第二号中「法第九条第三項又は第四項」とあるのは「法第二十二条において

準用する法第九条第三項又は第四項」と、第九条及び第十条中「市町村の区域内において」とあるのは「当

該組合の地区内において」と、第十一条中「法第九条第九項」とあるのは「法第二十二条において準用する

法第九条第九項」と読み替えるものとする。 

 

（世帯主の変更の届出） 

第二十条の二 組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第

一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変

更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。 

２ 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 

 

（組合会の議決の認可） 

第二十一条 組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、

申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書

面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 

一 組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における

事業計画書 

二 保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面 



三 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を

明らかにする書面 

四 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面 

 

（役員の変更の届出） 

第二十三条 組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け

出なければならない。 

 


