
 

 2019年３月２２日 

浜松いわた信用金庫 

 

浜松いわた信用金庫における改元・10連休に関する各種対応について 

 

新天皇の即位日となる 2019 年 5 月 1 日(水)に改元が行われ、「天皇の即位

の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が公布・施行された

ことにより、２０１９年４月２７日(土)～５月６日(月)の間が１０連休となりま

す。 

浜松いわた信用金庫では、改元・10連休にともないお客さまに極力ご不便を

おかけすることがないよう事前の準備を進めておりますが、一部のお取引等に

おいて早期のお持ち込みをご依頼させていただくなど、お手数をお掛けする場

合がございます。 

以下の内容をご参照のうえ、何卒ご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 

１．窓口の営業について 

 

連休中は、窓口の営業を休業させていただきます。 

つきましては、10連休前後は、窓口やＡＴＭ等の混雑が予想されます。ご来

店・各種お手続きは、時間に余裕を持ってご対応いただきますようお願い申し

上げます。 

 

２．改元に関わるご留意事項 

 

 （１）「平成」表記の帳票は、改元以降も引き続きご使用可能です 

そのままご使用される場合は、「平成３１年」とご記入ください。 

新元号に訂正される場合は、「平成」を二重線で抹消のうえ、新元号をご記

入ください。 

西暦で記載される場合は、「平成」を二重線で抹消のうえ、「2019」とご記

入ください。 

いずれの場合も、訂正印の押捺は不要です。 

＜例＞２０１９年５月１５日の日付を記入する場合 

①平成３１年５月１５日 

 



○○（新元号） 

②平成１年５月１５日 

 

○○（新元号） 

③平成元年５月１５日 

 

2019 

④平成年５月１５日 

 

（２）「平成」表記の手形・小切手は、改元以降も引き続きご使用可能です 

「平成３１年」「（新元号）１年」「（新元号）元年」のいずれの表記も可能で

す。 

新元号で振り出す場合の「平成」の訂正方法は「後記４．（１）№３」をご参

照ください。 

また、改元前に振り出す場合の支払期日は、平成表記（例：平成３１年５月

１５日等）で問題ございません。 

 

３．１０連休に関わるご留意事項 

（１）各種お手続きやご通知物の到着まで、通常よりお時間を要する場合がござ

います 

お取引のお申込み受付からお取引開始可能となるまで、お時間を要する場 

合がございます。 

ご通知物の一部の到着が通常より遅くなる場合がございます。ご了承くださ

い。 

＜例＞ 

①インターネットやメールオーダーでの口座開設のお申込みから利用開始と

なるまでの期間の長期化 

②キャッシュカードの新規発行・再発行のお申込みからご郵送での到着まで 

の期間の長期化 

 等 

（２）早期のお持込みにご協力をお願い致します 

特に、あらかじめご予定されているお手続き等につきましては、お早めにご

対応いただきますようお願い申し上げます。 

税公金の納付や総合振込・給与振込等、お取引種類によりましては、早期の

お持込みを個別にご依頼させていただく場合もございます。 

 



４．Ｑ＆Ａ                                                 2019.04.19.更新 

（１）改元に関わるＱ＆Ａ 

№ ご質問 ご回答 

１ 「平成」が記載されている帳

票・書式は引き続き使用でき

ますか。 

２０１９年５月以降も、「平成」表記の帳票類は引

き続きご使用いただけます。 

そのままご使用いただく際には、平成「３１」年

と表記ください。 

２ 「平成」が記載されている帳

票・書式はどのように訂正す

ればよろしいでしょうか。訂

正印は必要ですか。 

新元号に訂正される場合は、「平成」の文言に二重

線を引き、新元号をご記入ください。なお、訂正

印は不要です。 

３ 「平成」表記の手形・小切手は

そのまま使用できますか。 

２０１９年５月以降も、振出日・支払日を問わず、

「平成」表記の手形・小切手はそのまま引き続き

ご使用いただけます。なお、新元号に訂正される

場合は、「平成」の文言に二重線を引き、新元号を

ご記入ください。その場合、訂正印は不要です。 

４ 改元後、すぐに新元号表記の

手形・小切手を使用したいの

ですが、可能でしょうか。 

新元号の小切手帳・手形帳を準備するまでには相

応の時間を要しますので、当金庫では２０１９年

５月以降も当面の間は「平成」と記載された手形・

小切手帳を発行させていただきます。大変申し訳

ございませんが、ご理解を賜りますよう、お願い

申し上げます。 

５ 新たに取り交わす各種契約書

の契約日等が「平成」表記の場

合の対応はいかがですか。 

契約書については、新元号、もしくは元号表記の

ないものに原則差し替えたうえで、契約していた

だきます。訂正のうえ使用する場合は、「平成」の

文言を二重線で抹消し、契約書印を押印後、新元

号を記入してください。 

６ 

（追加） 

運転免許証等官公庁が発行す

る証明書の有効期限等の元号

が、旧元号が残る場合でも有

効な証明書として受付できま

すか。 

（例）免許証の有効期限 

平成３２年〇月〇日まで有効

  

官公庁が発行する証明書に有効期限等の記載があ

った場合、証明書自体の有効期限に問題がなけれ

ば旧元号であっても有効な証明書として受付して

おります。 

 



（２）１０連休に関わるＱ＆Ａ 

№ ご質問 ご回答 

１ １０連休中の公共料金やクレ

ジット等の引落しはどうなり

ますか。 

通常の休日と同様、１０連休中に引落しはされま

せん。引落日については各収納企業にお問合せく

ださい。 

２ １０連休中を支払期日とする

でんさいや手形等はいつ決済

が行われますか。 

１０連休中は決済が行われません。５月７日（火）

に行われます。 

３ 手形・小切手の呈示期間は、１

０連休によりどうなります

か。 

手形の呈示期間は、手形の支払いをなすべき日ま

たはその日に次ぐ２取引日以内と定められていま

す。支払期日が１０連休中の手形の支払いをなす

べき日は５月７日（火）となるため、呈示期間は、

５月７日（火）～９日（木）の３日間となります。 

４ ４月２７日（土）～５月６日

（月）が満期日となる円定期

預金の取扱いはどうなります

か。 

通常の満期日が休日となる場合の取扱と同様にな

ります。ご解約を希望される場合は、５月７日（火）

以降にお手続いただけます。 

５ １０連休中に営業する店舗や

相談窓口はありますか。 

【窓口業務】 

すべての営業店の窓口は、４月２７日（土）から

５月６日（月・祝）までの１０日間休業となりま

す。 

営業店以外の窓口、相談業務についても、次のと

おり休業となります。 

移動店舗：４月２７日（土）から５月６日（月・

祝） 

 

【相談業務】 

相談プラザ：４月２９日（月・祝）から５月６日

（月・祝） 

磐田駅前出張所：４月２９日（月・祝）から５月

６日（月・祝） 

浜松南相談室：４月２８日（日）から５月６日（月・

祝） 

 

１０連休前後は、窓口や ATM 等の混雑が予想さ

れますので、ご来店・各種お手続きは、お時間に



№ ご質問 ご回答 

余裕を持ってご対応いただきますようお願い致し

ます。 

６ 貸金庫は利用できますか。 営業店併設の貸金庫は、１０連休中はご利用いた

だけません。磐田駅前出張所および浜松南相談室

に併設した貸金庫は施設稼働日に限りご利用いた

だけます。事前のご利用（預け入れ・持ち出し）

をお願い致します。 

７ ATM の稼動はどうなります

か。 

店舗内 ATM は、すべて稼動致しますが、稼動時

間にご注意ください。稼働時間は、次のパターン

のとおりです。 

4月 27日（土）：土曜日の稼動パターン 

4 月 28 日（日）から 5 月 6 日（月・祝）：日曜

祝日の稼動パターン 

また、店舗外ATMの稼動パターンは店舗内ATM

と同じですが、併設施設により稼働時間が異なり

ますので、対象 ATM の稼働時間をご確認くださ

い。 

８ 両替機は利用できますか。 申し訳ありませんが、１０連休中、両替機はご利

用いただけません。両替については、ご用意でき

る量が限られておりますので、余裕を持ってあら

かじめお取引店宛てご相談いただき、事前に十分

なご準備をお願い致します。 

９ インターネットバンキングは

利用できますか。 

通常通り、ご利用いただけます。 

１０ １０連休中に投信インターネ

ットサービスは利用できます

か。 

投信インターネットサービスは、５月３日（金）

から５月６日（木）の間はご利用いただけません。 

なお、４月２７日（土）から５月２日（木）の間は

予約取引および各種照会のみサービスが利用可能

な、土日祝日と同様の取扱いとなります。 

１１ １０連休中のアプリバンキン

グは利用できますか。 

アプリバンキングサービスでは、１０連休におけ

る影響はございません。通常どおりサービスを稼

動致します。 

１２ １０連休中にＷＥＢで個人ロ

ーンの仮審査申込をした場

合、審査結果の連絡はいつに

審査結果の回答連絡は連休明けの５月７日以降と

なります。 



№ ご質問 ご回答 

なるのか。 

１３ 夜間金庫は利用できますか。 １０連休中も夜間金庫はご利用いただけます。夜

間金庫のご利用には、事前にご契約と専用のバッ

グが必要です。 

なお、１０連休中にお預け入れされた分につきま

しては、５月８日（水）に５月７日（火）付として

ご指定の口座へ入金となります。 

なお、ご入金のお時間が遅れる場合がございます。 

１４ 夜間金庫にて、投入量の増加

に備えた 10 連休専用の投入

口は設置されますか。 

当金庫では、そのような 10 連休専用の投入口は

設置いたしません。 

過去、大型連休中に夜間金庫投入口の横にダミー

のポスト等を設置し、「連休中はこちらに投函して

ください」との張り紙のうえ、お客様の入金鞄を

窃盗しようとする事案が発生していますので、十

分ご注意願います。 

１５ 連休前に給与振込や総合振込

を行うためには、いつまでに

登録振込用紙の持ち込みを行

う必要がありますか。 

連休前には、混雑が予想されますので、お早めに

ご準備いただき、給与振込、総合振込とも原則振

込指定日の前日までのお持込にご協力をお願い致

します。ただしお客様の振込種目によって持込み

期限が異なりますので詳細についてはお取引店に

お問合せください。 

※事前持込は振込指定日の５営業日前から受付し

ております。また着金はお振込みの集中により通

常よりお時間をいただく場合がございます。 

１６ １０連休期間中や連休直後が

お振込みの指定日となる給与

振込、総合振込（データ交換扱

い）の手続きはどうなるのか。 

１０連休期間中を振込指定日としたお振込は受付

できませんのでご承知おきください。お客様のご

利用となるサービスによって送信期限が異なりま

すので、詳細につきましてはお取引店にお問合せ

ください。 

１７ １０連休期間にキャッシュカ

ードの盗難、紛失があったと

き、どこに連絡すればいいの

か。 

連絡先：信金監視センター 

0120－201－227 

併せて最寄りの警察への届出をお願い致します。 

１８ １０連休期間中に借入金返済

日が到来する場合はどうなる

５月７日（火）が返済日となります。 



№ ご質問 ご回答 

のか。 

１９ １０連休にかかる注意事項は

ありますか。 

当金庫では、お客様に極力ご不便をおかけするこ

とがないよう事前の準備を進めておりますが、一

部お取引等において、お手数をおかけする場合が

ございます。何卒、ご理解・ご協力のほど、よろ

しくお願い致します。 

 

※当金庫へのお振込については、新金庫名・新支

店名でのお手続をお願い致します。お振込内容に

誤りがある場合、先方へお振込ができず、入金の

到着が遅れる場合がございます。 

 

※渉外担当者が４月２６日（金）にお預かりした

ご入金は、５月７日（火）に４月２６日付にて入

金処理をさせていただく場合がございます。なお、

５月７日の処理にお時間がかかることをご了承く

ださい。 

 

※自動引落日が毎月２７日～６日のお客さまは、

５月７日にまとめて口座から引き落とされます。

引落日をご確認のうえ、早めのご入金をお願い致

します。 

 

※各種データ処理の集中に伴い、集金等訪問やお

預かり物件・媒体の返却にお時間をいただく場合

がございますので、ご理解・ご協力をお願い致し

ます。 

 

５．その他ご留意点 

【「キャッシュカード搾取詐欺」にご注意ください】 

改元・10連休に関わる各種対応に関して、浜松いわた信用金庫等の職員が、キャッシュ

カードの暗証番号をおたずねすることやキャッシュカードをお預かりすることは絶対に

ございません。 

 

以上 


