
 

 

２０１９年１１月 

 

お客さま 各位 

 

 

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等を 

踏まえた預金規定の改定について 

 

平素は、浜松いわた信用金庫をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

さて、当金庫は 2018年 2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイ

ドライン」及び 2020年 4月の「民法改正」を踏まえ、預金規定を下記のとおり改定いたします。 

規定改定後は、お客さまに関する情報等を従前より詳細に確認させていただく場合がございますので、ご協力を

お願いいたします。 

当金庫がお願いする確認や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合には、お取引をお断りさせて

いただく場合や、制限させていただく場合がございますのでご了承願います。 

なお、改定後の規定は、改定前からお取引をいただいているお客さまにも適用されます。 

 

ご不明な点がございましたら、当金庫の窓口にお問合せください。 

 

記 

 

＜改定する預金規定＞ 

  ・普通預金規定 

  ・総合口座取引規定 

  ・貯蓄預金規定 

  ・納税準備預金規定 

 

＜改定日＞ 

  ２０２０年１月１日（水） 

 

  



 

 

＜主な改定内容＞ 

  普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。 

 

「預金契約の成立」の新設 

第１条（預金契約の成立） 

当金庫は、お客様からこの預金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、

当該預金に係る契約が成立するものとします。 

 

「振込金の受入れ」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第３条（振込金の受入れ） 

（1）この預金口座には、為替による振込金を受入れます｡ただし、この預金口座の名義人より、当該振込

みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。ま

た、この預金口座の名義人に相続が開始した後（当金庫が預金口座名義人の死亡を確認した以

後）の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。 

（2）省略 

 

「預金の払戻し」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第５条（預金の払戻し） 

（1）～（2）省略 

（2）の 2 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後

（当金庫が預金口座名義人の死亡を確認した以後）は、当該名義人の共同相続人全員の総意

（相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。）による払戻し請求でなければ、払戻しできませ

ん。ただし、家事事件手続法第 200条第３項の保全処分、または民法第 909条の２の規定に基づく

払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。 

（3）この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときはあらかじめ当金庫所定の手続をしてくださ

い｡なお、この預金口座の名義人に相続が開始した後（当金庫が預金口座名義人の死亡を確認した以

後）は、当該各種料金等の自動支払いを一時停止し、共同相続人の総意を確認のうえ、取扱いいたし

ます。 

（4）省略 

 

「利息」条項の一部追加（下線部を変更します） 

第６条（利息） 

この預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く）

1,000円以上について付利単位を１円として、毎年９月と３月の第２土曜日の翌日に、この預金に組入

れます。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。 

 

「届出事項の変更、通帳の再発行等」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第７条（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（1）省略 

（2）前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた

損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません｡ 



 

 

（3）個人以外のこの預金の取引において、通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の

届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当金庫に届出てください。この届出の前に、届出を行

わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

（4）～（5）省略 
 

「成年後見人等の届出」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第８条（成年後見人等の届出） 

（1）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、または預金者の補助人・保佐人・

後見人につき、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を届出てください。 

（2）省略 

（3）すでに預金者が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、任意後見監督人の選任がなされ

ている場合にも、前２項と同様に、直ちに書面によって届出てください。 

（4）～（5）省略 
 

「印鑑照合等」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第９条（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違な

いものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫

が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。 

なお、個人のこの預金の取引において、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額

に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。 
 

「取引の制限等」の新設 

第 13条（取引の制限等） 

（1）当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定し

て各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回

答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合

があります。 

（2）最終取引日から 3年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部

または一部を制限する場合があります。 

（3）日本国籍を保有せずに本邦に居住する預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項

を当金庫所定の方法により届出てください。当該預金者が当金庫に届出た在留期間が経過した場合

には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 

（4）第１項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の

説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく

取引の全部または一部を制限する場合があります。 

（5）前４項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリン

グ、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が

認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 



 

 

 

「解約等」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第 14条（解約等） 

 （1）省略 

 （2）次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知す

るなどによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達

のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約さ

れたものとします｡ 

①～② 省略 

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用

され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

④ 省略 

（3）省略 

（4）第２項および第３項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停

止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当金庫に申出てください。この場合、当金庫

は相当の期間をおき、必要な書類の提出または保証人を求めることがあります｡ 

（5）この預金が、当金庫が別途定める一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を

超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの

預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとしま

す。 

 

「規定の変更等」の新設 

第 19条（規定の変更等） 

（1）当金庫は本取引の各条項その他の条件について民法 548条の４の規定により、次の場合に本規

定を変更できるものとします。 

① お客様の一般の利益に適合する場合 

② 前号の場合を除き、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合 

（2）本規定の変更は、変更後の規定の内容および効力発生日をホームページその他適当な方法で周知

し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。 

（3）第１項２号による変更の場合、前項の周知時と効力発生日の間には１ヶ月以上の相当な期間を

置くものとします。 

 

  その他、条項新設に伴う条番号変更もございます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  総合口座取引規定について、以下の条項を新設・追加いたします。 

 

「預金契約の成立」の新設 

第１条（預金契約の成立） 

当金庫は、お客様からこの預金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、

当該預金に係る契約が成立するものとします。 

 
 

「預金の払戻し」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第４条（預金の払戻し） 

（1）～（2）省略 

（2）の 2 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後

（当金庫が預金口座名義人の死亡を確認した以後）は、当該名義人の共同相続人全員の総意

（相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。）による払戻し請求でなければ、払戻しできませ

ん。ただし、家事事件手続法第 200条第３項の保全処分、または民法第 909条の２の規定に基づく

払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。 

（3）普通預金から各種料金等の自動支払いをするときはあらかじめ当金庫所定の手続をしてください｡な

お、この預金口座の名義人に相続が開始した後（当金庫が預金口座名義人の死亡を確認した以後）

は、当該各種料金等の自動支払いを一時停止し、共同相続人の総意を確認のうえ、取扱いいたしま

す。 

（4）省略 

 
 

「届出事項の変更、通帳の再発行等」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第９条（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（1）省略 

（2）前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた

損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません｡ 

（３）～（5）省略 

 
 

 
 
 
 
 

「印鑑照合等」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第 10条（印鑑照合等） 

この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって

照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情

がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。 

なお、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは支払いの額に相当する金額につ

いて、次条により補てんを請求することができます。 



 

 

「即時支払」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第 12条（即時支払） 

（1）次の各号の一つでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それ

らを支払ってください。 

① ～ ④省略 

⑤ 貸越金の担保となっている定期預金について（仮）差押の命令、通知の発送がされたとき 

（2）省略 

 

 

「取引の制限等」の新設 

第 13条（取引の制限等） 

（1）当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定し

て各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回

答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合

があります。 

（2）最終取引日から 3年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部

または一部を制限する場合があります。 

（3）日本国籍を保有せずに本邦に居住する預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項

を当金庫所定の方法により届出てください。当該預金者が当金庫に届出た在留期間が経過した場合

には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。 

（4）第１項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の

説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経

済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく

取引の全部または一部を制限する場合があります。 

（5）前４項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリン

グ、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が

認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

「解約等」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第 14条（解約等） 

 （1）省略 

 （2）次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの普通預金取引を停止し、または預金者に通

知するなどによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、

到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に

解約されたものとします｡ 

①～② 省略 

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用

され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

④ 省略 

（3）～（4）省略 



 

 

 

「成年後見人等の届出」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第 16条（成年後見人等の届出） 

（1）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、または預金者の補助人・保佐人・

後見人につき、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を届出てください。 

（2）省略 

（3）すでに預金者が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任が

なされている場合にも、前２項と同様に、直ちに書面によって届出てください。 

（4）～（5）省略 

 

「規定の変更等」の新設 

第 19条（規定の変更等） 

（1）当金庫は本取引の各条項その他の条件について民法 548条の４の規定により、次の場合に本規

定を変更できるものとします。 

① お客様の一般の利益に適合する場合 

② 前号の場合を除き、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合 

（2）本規定の変更は、変更後の規定の内容および効力発生日をホームページその他適当な方法で周知

し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。 

（3）第１項２号による変更の場合、前項の周知時と効力発生日の間には１ヶ月以上の相当な期間を

置くものとします。 

 

  その他、条項新設に伴う条番号変更もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）第２項および第３項により、この普通預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引

が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出印章を持参のうえ、当金庫に申出てくださ

い。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類の提出または保証人を求めることがありま

す｡ 

（6）第 12条各項の事由があるときは、当金庫はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できる

ものとします。 



 

 

  貯蓄預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。 

 

「預金契約の成立」の新設 

第１条（預金契約の成立） 

当金庫は、お客様からこの預金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、

当該預金に係る契約が成立するものとします。 

 
 

「振込金の受入れ」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第３条（振込金の受入れ） 

（1）この預金口座には、為替による振込金を受入れます｡ただし、この預金口座の名義人より、当該振込

みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。ま

た、この預金口座の名義人に相続が開始した後（当金庫が預金口座名義人の死亡を確認した以

後）の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。 

（2）省略 

 
 

「預金の払戻し」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第５条（預金の払戻し） 

（1）～（2）省略 

（2）の 2 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後

（当金庫が預金口座名義人の死亡を確認した以後）は、当該名義人の共同相続人全員の総意

（相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。）による払戻し請求でなければ、払戻しできませ

ん。ただし、家事事件手続法第 200条第３項の保全処分、または民法第 909条の２の規定に基づく

払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。 

 
 

「利息」条項の一部追加（下線部を変更します） 

第７条（利息） 

この預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。

以下同じです。）1,000円以上について付利単位を１円として、店頭に表示する毎日の金額階層区分

別の利率によって計算のうえ、毎月第２土曜日の翌日に、この預金に組入れます。 

なお、利率は金融情勢に応じて変更します。 

 
 

「届出事項の変更、通帳の再発行等」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第８条（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（1）省略 

（2）前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた

損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません｡ 

（3）～（4）省略 

 
 



 

 

「成年後見人等の届出」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第９条（成年後見人等の届出） 

（1）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、または預金者の補助人・保佐人・

後見人につき、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を届出てください。 

（2）省略 

（3）すでに預金者が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、任意後見監督人の選任がなされ

ている場合にも、前２項と同様に、直ちに書面によって届出てください。 

（4）～（5）省略 

 

「印鑑照合等」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第 10条（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違な

いものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫

が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。 

なお、個人のこの預金の取引において、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額

に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。 

 

「取引の制限等」の新設 

第 1４条（取引の制限等） 

（1）当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定し

て各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回

答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合

があります。 

（2）前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説

明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済

制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取

引の全部または一部を制限する場合があります。 

（3）前２項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリン

グ、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が

認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

 

「解約等」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第 1５条（解約等） 

 （1）省略 

 （2）次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知す

るなどによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達

のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約さ

れたものとします｡ 

①～② 省略 



 

 

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用

され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

④ 省略 

（3）省略 

（4）第２項および第３項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停

止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当金庫に申出てください。この場合、当金庫

は相当の期間をおき、必要な書類の提出または保証人を求めることがあります｡ 

（5）この預金が、当金庫が別途定める一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を

超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの

預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとしま

す。 

 

「規定の変更等」の新設 

第 20条（規定の変更等） 

（1）当金庫は本取引の各条項その他の条件について民法 548条の４の規定により、次の場合に本規

定を変更できるものとします。 

① お客様の一般の利益に適合する場合 

② 前号の場合を除き、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合 

（2）本規定の変更は、変更後の規定の内容および効力発生日をホームページその他適当な方法で周知

し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。 

（3）第１項２号による変更の場合、前項の周知時と効力発生日の間には１ヶ月以上の相当な期間を

置くものとします。 

 

  その他、条項新設に伴う条番号変更もございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  納税準備預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。 

 

「預金契約の成立」の新設 

第１条（預金契約の成立） 

当金庫は、お客様からこの預金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、

当該預金に係る契約が成立するものとします。 

 

「振込金の受入れ」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第３条（振込金の受入れ） 

（1）この預金口座には、為替による振込金を受入れます｡ただし、この預金口座の名義人より、当該振込

みに係る入金拒絶の申し出がある場合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。ま

た、この預金口座の名義人に相続が開始した後（当金庫が預金口座名義人の死亡を確認した以

後）の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。 

（2）省略 

 

「預金の払戻し」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第５条（預金の払戻し） 

（1）～（3）省略 

（3）の 2 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後

（当金庫が預金口座名義人の死亡を確認した以後）は、当該名義人の共同相続人全員の総意

（相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。）による払戻し請求でなければ、払戻しできませ

ん。ただし、家事事件手続法第 200条第３項の保全処分、または民法第 909条の２の規定に基づく

払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。 

（4）～（5）省略 

 

「利息」条項の一部追加（下線部を変更します） 

第６条（利息） 

（1）この預金の利息は、毎日の最終残高（受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除

く）1,000円以上について付利単位を１円として、毎年９月と３月の第２土曜日の翌日に、この預

金に組入れます。ただし、利率は金融情勢の変化により変更することがあります。 

（2）～（4）省略 

 

「届出事項の変更、通帳の再発行等」条項の一部追加（下線部を追加します） 

第８条（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（1）省略 

（2）前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた

損害については、当金庫に過失がある場合を除き、当金庫は責任を負いません｡ 

（3）個人以外のこの預金の取引において、通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の

届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当金庫に届出てください。この届出の前に、届出を行

わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 

（4）～（5）省略 



 

 

 

「成年後見人等の届出」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第９条（成年後見人等の届出） 

（1）家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、または預金者の補助人・保佐人・

後見人につき、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名そ

の他必要な事項を届出てください。 

（2）省略 

（3）すでに預金者が補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、任意後見監督人の選任がなされ

ている場合にも、前２項と同様に、直ちに書面によって届出てください。 

（4）～（5）省略 

 

「印鑑照合等」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第 10条（印鑑照合等） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違な

いものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫

が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。 

なお、個人のこの預金の取引において、預金者は、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額

に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。 

 

「取引の制限等」の新設 

第 14条（取引の制限等） 

（1）当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定し

て各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回

答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合

があります。 

（2）前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説

明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済

制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取

引の全部または一部を制限する場合があります。 

（3）前 2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリン

グ、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が

認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。 

 

「解約等」条項の一部追加・変更（下線部を追加・変更します） 

第 15条（解約等） 

 （1）省略 

 （2）次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知す

るなどによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達

のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約さ

れたものとします｡ 



 

 

①～② 省略 

③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用

され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合 

④ 省略 

（3）省略 

（4）第２項および第３項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停

止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当金庫に申出てください。この場合、当金庫

は相当の期間をおき、必要な書類の提出または保証人を求めることがあります｡ 

（5）この預金が、当金庫が別途定める一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を

超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの

預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとしま

す。 

 

「規定の変更等」の新設 

第 20条（規定の変更等） 

（1）当金庫は本取引の各条項その他の条件について民法 548条の４の規定により、次の場合に本規

定を変更できるものとします。 

① お客様の一般の利益に適合する場合 

② 前号の場合を除き、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合 

（2）本規定の変更は、変更後の規定の内容および効力発生日をホームページその他適当な方法で周知

し、効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。 

（3）第１項２号による変更の場合、前項の周知時と効力発生日の間には１ヶ月以上の相当な期間を

置くものとします。 

 

  その他、条項新設に伴う条番号変更もございます。 

 

 

以 上 


