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当座勘定規定 

 

１（当座勘定への受入れ） 

 (1) 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券

で直ちに取立てのできるもの（以下「証券類」といいます。）も受入れます。 

 (2) 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当信漁連は白地を補充する義務

を負いません。 

 (3) 証券類のうち裏書等の必要があるものは、その手続を済ませてください。 

 (4) 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取

立手数料をいただきます。 

２（証券類の受入れ） 

 (1) 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえで

なければ、支払資金としません。 

 (2) 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえ

で、支払資金とします。 

３（本人振込み） 

 (1) 当信漁連の他の本・支所または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当

信漁連で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類に

よる振込みについては、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。 

 (2) 当座勘定への振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通

知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 

４（第三者振込み） 

 (1) 第三者が当店で当座勘定に振込みをした場合に、その受入れが証券類によるときは、第２条と

同様に取扱います。 

 (2) 第三者が当信漁連の他の本・支所または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みをした場合に

は、第３条と同様に取扱います。 

５（受入証券類の不渡り） 

 (1) 前３条によって証券類による受入れまたは振込みがなされた場合に、その証券類が不渡りとな

ったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本

人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込みを受付けた店舗で返却しま

す。ただし、第４条の場合の不渡証券類は振込みをした第三者に返却するものとし、同条第１項

の場合には、本人を通じて返却することもできます。 

 (2) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利

保全の手続をします。 

６（手形、小切手の金額の取扱い） 

  手形、小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の

金額によって取扱います。 

７（手形、小切手の支払） 

 (1) 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合



 

 

 

 

には、当座勘定から支払います。 

 (2) 当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。 

８（手形、小切手用紙） 

 (1) 当信漁連を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当信

漁連が交付した用紙を使用してください。 

 (2) 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預貯金業務を営む金融機関の交付した手

形用紙であることを確認してください。 

 (3) 前２項以外の手形または小切手については、当信漁連はその支払をしません。 

 (4) 手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。 

９（支払の範囲） 

(1) 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当信漁連はその支

払義務を負いません。 

(2) 呈示された手形、小切手は、呈示日の１５時までに当座勘定に受け入れたまたは振込みされた

資金により支払います。ただし１５時以降に入金した資金であっても、当信漁連が認めた場合に

は支払いに充当することができるものとし、この取扱いによって生じた損害については、当信漁

連は責任を負いません。 

(3) 手形、小切手の金額の一部支払はしません。 

10（支払の選択） 

  同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、

そのいずれを支払うかは当信漁連の任意とします。 

11（過振り） 

 (1) 第９条の第１項にかかわらず、当信漁連の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払

をした場合には、当信漁連からの請求があり次第、直ちにその不足金を支払ってください。 

 (2) 前項の不足金に対する損害金の割合は年11％（年365日の日割計算）とし、当信漁連所定の方

法によって計算します。 

 (3) 第１項により当信漁連が支払をした後に当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不

足金に充当します。 

 (4) 第１項による不足金、および第２項による損害金の支払がない場合には、当信漁連は諸預り金

その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。 

 (5) 第１項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入れまたは振込まれている証券類

は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。 

12（手数料等の引落し） 

 (1) 当信漁連が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する

債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとし

ます。 

 (2) 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当信漁連所定の手続をしてください。 

13（支払保証に代わる取扱い） 

  小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当信漁連は自己宛小切手を交付

し、その金額を当座勘定から引落します。 



 

 

 

 

14（印鑑等の届出） 

 (1) 当座勘定の取引に使用する印鑑は、当信漁連所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てくだ

さい。 

 (2) 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑を前項と同様に届出てください。 

15（届出事項の変更） 

 (1) 手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代

表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当

店に届出てください。 

 (2) 前項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

 (3) 第１項による届出事項の変更の届出がなかったために、当信漁連からの通知または送付する書

類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

16（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏

名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、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も同様にお届けください。 

 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名

その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされて

いるときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

 (4) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届

出てください。 

 (5) 前４項の届出の前に生じた損害については、当店は責任を負いません。 

17（印鑑照合等） 

 (1) 手形、小切手または諸届け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て取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届書類につき、偽造、変造そ

の他の事故があっても、そのために生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

 (2) 手形、小切手として使用された用紙を、相当の注意をもって第８条の交付用紙であると認めて

取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害につ

いては、前項と同様とします。 

 (3) この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第

１項と同様とします。 

18（振出日、受取人記載もれの手形、小切手） 

 (1) 手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるか

ぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは

手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことがで

きるものとします。 

 (2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

19（線引小切手の取扱い） 

 (1) 線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつがあるときは、その持参人に支払う



 

 

 

 

ことができるものとします。 

 (2) 前項の取扱いをしたため、小切手法第38条第５項の規定による損害が生じても、当信漁連はそ

の責任を負いません。また、当信漁連が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償で

きるものとします。 

20（自己取引手形等の取扱い） 

 (1) 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、

その承認等の有無について調査を行なうことなく、支払をすることができます。 

 (2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

21（利  息） 

  当座貯金には利息をつけません。 

22（残高の報告） 

  当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当信漁連所定の方法により報告します。 

23（譲渡、質入れの禁止） 

  この貯金は、譲渡または質入れすることはできません。 

24（取引の制限等） 

 (1) 当信漁連は、貯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。貯金者から正当な理由なく指定した期限

までに回答が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貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説

明内容およびその他の事情を考慮して、当信漁連がマネー・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等の制限についても、貯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

れたと当信漁連が認める場合、当信漁連は前２項に基づく取引等の制限を解除します。 

25（解  約） 

 (1) この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当信漁連に対

する解約の通知は書面によるものとします。 

(2) この当座勘定は、各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、各号の一にでも該

当する場合には、当信漁連はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、

次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不適切である場合には、当信漁

連はこの取引を停止し、または解約の通知することによりこの当座勘定を解約することができる

ものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。  

また、この解約により当信漁連に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。 

① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した場合 

② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ

らに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当し、または次のいずれかに該当す



 

 

 

 

ることが判明した場合 

Ａ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

Ｂ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められている関係を有すること 

Ｃ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって

するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

Ｄ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ

る関係を有すること 

Ｅ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有す

ること 

③ 本人が、自らまた第三者を利用して以下のいずれか一つにでも該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または当信漁連の業

務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

④ この貯金が、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、またはその恐れがあると合理的にみとめられる場合 

 (3) 当信漁連が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達し

なかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

 (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当信漁連が解約する場合には、到達のいかんにか

かわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。 

26（取引終了後の処理） 

 (1) この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手または引受けられた

為替手形であっても、当信漁連はその支払義務を負いません。 

 (2) 前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定

の決済を完了してください。 

27（手形交換所規則による取扱い） 

 (1) この取引については、前記各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものと

します。 

 (2) 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合

には、第７条の第１項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うこ

とができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。 

 (3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

28（個人信用情報センターへの登録） 

  個人取引の場合において、次の各項の事由が一つでも生じたときは、その事実を銀行協会の運営

する個人信用情報センターに５年間（ただし、下記第３項の事由の場合のみ６か月間）登録 し、同

センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員は自己の 取引上の

判断のため利用できるものとします。 



 

 

 

 

 １．差押、仮差押、支払停止、破産等信用欠如を理由として解約されたとき。 

 ２．手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

 ３. 手形交換所の不渡報告に掲載されたとき。 

29（保険事故発生時における本人からの相殺） 

 (1) この貯金は、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本

条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、本人の当信漁連に対する債務

を担保するため、もしくは第三者の当信漁連に対する債務で本人が保証人となっているものを担

保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 

 (2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指

定のうえ、当信漁連に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、

当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に対する債務である場合には本人の保証債務から

相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたします。 

 ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁連は遅滞

なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとし

ます。 

 (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を

相殺通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものとします。

また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当信漁連の定

めによるものとします。 

 (4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その

定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当信漁連の承諾を要する等の

制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

30（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資

金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱いま

す。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に

異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連が当該支払

の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休眠

預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の対象と

なっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと 



 

 

 

 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと（インターネットバンキングからの残高の確認を除き

ます。） 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 口座振替契約にかかる引落口座への指定 

② 姓名や住所等の届出事項の変更 

③ 取扱店舗の変更 

④ 相続などによる口座名義人の変更 

(7) 貯金者等からこの貯金について借入金の返済に利用する旨の申し出があったこと 

31（休眠預金等活用法に係る最終異動日等） 

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅

い日をいうものとします。 

① 第30条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯

金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発した日。

ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場合

（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅

い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号

に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げ

る事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止され

たこと 当該支払停止が解除された日 

② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みま

す。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまた

は予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握することができるものに限りま

す。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日 

32（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権

は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請

求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金者は、当信漁連に

対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けること

ができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第７

条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁連に委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは



 

 

 

 

国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項による休

眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を

受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯金債権を取

得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本

契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

33（規定の変更等） 

(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項に、金融情

勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変

更するものとします。 

(2)  前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当

の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

【小切手用法】 

 １．この小切手用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用し

たり、他人に譲り渡すことはしないでください。 

 ２．小切手のお振出しにあたっては、当座勘定の残高を確認してください。 

   なお、先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うことになりますからご承知おきください。 

 ３．小切手のお振出しにあたっては、金額、振出日などを明確に記入し記名なつ印に際しては、当

店へお届けのご印章を使用してください。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用し

てください。 

 ４．（１）金額は所定の金額欄に記入してください。 

     （２）金額をアラビア数字（算用数字、１、２、３・・・）で記入するときは、チェックライ

ターを使用し、金額の頭には「￥」を、その終りには※、★などの終止符号を印字してください。 

なお、文字による複記はしないでください。 

     （３）金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文

字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。 

 ５．金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい小切手用紙を使用してください。金額以外の記

載事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。 

 ６．小切手用紙の下辺余白部分（クリアーバンド）は使用しないでください。 

 ７．小切手用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当信漁連所定の用

紙により直ちに届け出てください。 

 ８．小切手用紙は、当信漁連所定の受取書に記名なつ印（お届け印）のうえ請求してください。 

 ９．自署だけによるお取引の場合は、記名なつ印にかえ自署してください。ただし、記載事項の訂

正には姓だけをお書きください。 

 



 

 

 

 

【約束手形用法】 

 １．この手形用紙は、当店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用した

り、他人に譲り渡すことはしないでください。 

 ２．手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名なつ印に際しては、

当店へお届けのご印章を使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することが

できます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。 

 ３．振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。 

 ４．（１）金額は所定の金額欄に記入してください。 

     （２）金額をアラビア数字（算用数字、１、２、３・・・）で記入するときは、チェックライ

ターを使用し、金額の頭には「￥」を、その終りには※、★などの終止符号を印字してください。 

  なお、文字による複記はしないでください。 

    （３）金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字

を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。 

 ５．金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載

事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。 

 ６．手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺（クリアーバンド）などの余白部分は使用しないでくだ

さい。 

 ７．手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当信漁連所定の用紙

により直ちに届け出てください。 

 ８．手形用紙は、当信漁連所定の受取書に記名なつ印（お届け印）のうえ請求してください。 

 ９．自署だけによるお取引の場合は、記名なつ印にかえ自署してください。ただし、記載事項の訂

正には姓だけをお書きください。 

 

【為替手形用法】 

 １．この手形用紙を用紙のままで他人に譲り渡すことはしないでください。 

 ２．手形のお振出しにあたっては、支払人（引受人）が金融機関と当座勘定取引があることをでき

るだけ確かめてください。 

 ３．手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日などを明確に記入してください。住所の

記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆

記具を使用してください。 

 ４．振出日、支払人、受取人の記載は、手形要件となっておりますから、できるだけ記入してくだ

さい。 

  ５．（１）金額は所定の金額欄に記入してください。 

     （２）金額をアラビア数字（算用数字、１、２、３・・・）で記入するときは、チェックライ

ターを使用し、金額の頭には「￥」を、その終りには※、★などの終止符号を印字してください。 

  なお、文字による複記はしないでください。 

     （３）金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文

字を使用し、金額の頭には「金」を、その終りには「円」を記入してください。 

 ６．金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載



 

 

 

 

事項を訂正するときは、訂正個所にお届け印をなつ印してください。 

 ７．当店を支払場所とする手形のお引受けにあたっては、支払地、支払場所などを明確に記入のう

え、記名なつ印には、当店へお届けのご印章を使用してください。 

 ８．手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺（クリアーバンド）などの余白部分は使用しないでくだ

さい。 

 ９．手形用紙は大切に保管してください。 

   当店を支払場所とする手形について、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当信漁連

所定の用紙により直ちに届け出てください。 

１０．手形用紙は、当信漁連所定の受取書に記名なつ印（お届け印）のうえ請求してください。 

１１．自署だけによるお取引の場合は、記名なつ印にかえ自署してください。ただし、記載事項の訂

正には姓だけをお書きください。 

 

以 上 

（2020.04.01） 



              普通貯金規定          

 

１．（取扱店の範囲） 

この貯金（リーフ口座を除く）は、当店のほか当信漁連のどこの店舗でも預入れまた

は払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しは、当信漁連所定の手続きに従い、

あらかじめ当店に届出た印鑑と照合手続きを受けた副印鑑届を提出している店舗に限

ります。 

  なお、この貯金のリーフ口座は、当店でのみ預入れまたは払戻しができます。 

２．（証券類の受入れ） 

(1) この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ち

に取立のできるもの（以下「証券類」という。）を受け入れます。 

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらか

じめ補充してください。当信漁連は白地を補充する義務を負いません。 

(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。 

(4) 手形、小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載

の金額によって取り扱います。 

(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準

じてその取立手数料をいただきます。 

３．（振込金の受入れ） 

 (1) この貯金口座には、為替による振込金を受け入れます。 

 (2) この貯金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信

による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 

４．（受入証券類の決済、不渡り） 

(1) 証券類は、受入店で取り立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでな

ければ、受け入れた証券類の金額にかかる貯金の払戻しは出来ません。その払戻しが

できる予定の日は通帳の取引金額欄に記載します。 

(2) 受け入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。この場合は直ちにそ

の通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通貯金元帳から引落し、そ

の証券類は当店で返却します。 

(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類に

ついて権利保全の手続きをします。 

５．（貯金の払戻し） 

(1) この貯金を払戻すときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章（または署名・

暗証）により記名押印（または署名・暗証記入）してこの通帳とともに提出してく

ださい。 

(2)  前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻を受けることについて正当な権限を有

することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。こ

の場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いませ

ん。 

(3) この貯金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当信漁連所定

の手続きをしてください。 



(4) 同日に数件の支払いをする場合にその総額が貯金残高をこえるときは、そのいずれ

を支払うかは当信漁連の任意とします。 

６．（支払機での通帳による貯金の払戻し） 

 (1) 通帳によるこの貯金の払戻しについては、次により取り扱うほかこの規定の他の条

項および(IC)キャッシュカード規定の条項を準用します。 

  ① 原則として当信漁連が JFマリンバンク（IC）キャッシュカードを発行している貯

金者は当信漁連の現金自動支払機（現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、

「支払機」といいます。）を使用して、この通帳によりこの貯金の払戻しができま

す。(当サービスを採用していない場合もございますので、詳細は当店までお問い

合わせください。) 

  ② 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従っ

て、支払機に通帳を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。こ

の場合、払戻し請求書の提出は必要ありません。 

③ この通帳を失った場合には、第８条により、直ちに貯金者から書面によって当店

に届け出てください。この届け出をうけたときには、直ちに通帳および JF マリン

バンク(IC)キャッシュカードによる払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に

生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

④ 前項の届出のまえに、通帳を失った旨電話による通知があった場合にも、前項と

同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てくださ

い。 

⑤ 暗証を変更する場合には、直ちに貯金者から書面によって当店に届出るか、支払

機により操作し、届出てください。この届出の前に生じた損害については当信漁連

は責任を負いません。 

⑥ 通帳は他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は他人に知られな

いようにしてください。 

⑦ 当信漁連が通帳の電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用された通帳を当

信漁連が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を

確認して払戻しをしたうえは、通帳または暗証につき偽造、変造その他の事故が

あっても、そのために生じた損害については当信漁連は責任を負いません。ただ

し、貯金者が個人の場合であって、この払戻しが偽造・変造通帳によるものであ

り、通帳および暗証の管理について貯金者の責に帰すべき事由がなかったことを

当信漁連が確認できた場合の当信漁連の責任についてはこの限りではありません。 

７．（利息） 

  この貯金の利息は、毎日の最終残高（受け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 100 円として、年２回、当信漁連所

定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの貯金に組入れます。なお、

利率は金融情勢に応じて変更します。 

８．（届出事項の変更，通帳の再発行等） 

(1)  この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

変更があったときには、直ちに書面によって当店に届出てください。 

(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、



当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いません。 

(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当

信漁連所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証

人を求めることがあります。 

９．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後見

人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見

人等について、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も同様に

お届けください。 

 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見

人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任

がされているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

 (4) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって

当店に届出てください。 

 (5) 前４項の届出の前に生じた損害については、当店は責任を負いません。 

10.(印鑑照合） 

払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影（または署名・暗証）を届出の印鑑

（または署名鑑・暗証）と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いま

したうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた

損害については、当信漁連は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、

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。 

11．（盗難通帳による払戻し等） 

(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、

本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する

場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する

約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが

推測される事実を確認できるものを示していること 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連

は、当信漁連へ通知が行われた日の 30 日（ただし、当信漁連に通知することができない

やむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続してい

る期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およ

びこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」とい

います。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行

われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重過失

を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分の３

に相当する金額を補てんするものとします。 



(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳が盗取された日（通帳が

盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが

最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないも

のとします。 

(4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合

には、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用

人によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につ

いて偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随

して行われたこと 

(5) 当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行

った額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。

また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合

も、その受けた限度において同様とします。 

(6) 当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額

の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

(7) 当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行

った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他

の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得する

ものとします。 

12．（譲渡、質入の禁止通知等） 

(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、譲

渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはで

きません。 

 (2) 当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の

書式により行います。 

13．（取引の制限等） 

 (1) 当信漁連は、貯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。貯金者から正当な

理由なく指定した期限までに回答が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貯金者の回答、具体的な取引の内容、

貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当信漁連がマネー・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等の制限についても、貯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信漁連が認める場合、当信漁連は前２項に基づく取引等

の制限を解除します。 

14．（解約等） 

 (1) この貯金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当信漁連に申し出てくだ

さい。 

 (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当信漁連はこの貯金取引を停止し、または貯

金者に通知することにより、この貯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、当信漁連が解約の通知の届出の

あった名称、住所にあてて発送したときに解約されたものとします。 

  ① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名

義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 

  ② この貯金の貯金者が第 12条第１項に違反した場合 

  ③ この貯金がマネー・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 この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認

められる場合 

  ⑤ ①～④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当信漁連からの確認に応じな

い場合 

(3) この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当し

ない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つ

にでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。

また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不

適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによ

りこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した

場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

 ③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、また

は当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 



(4) この通帳が、当信漁連が別途表示する一定の期間貯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、当信漁連は、この貯金取引を停止し、また

は貯金者に通知することによりこの貯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。 

 (5) 前３項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止

されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当信漁連に申し出てください。この

場合、当信漁連は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めること

があり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。 

15．（通知等） 

   届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合に

は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし

ます。 

16．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

 (1) この貯金は、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場

合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者

の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当信漁連に対する債務で

貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている

場合にも同様の取扱いとします。 

 (2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順

序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯

金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連

に対する債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いた

します。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信

漁連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定する

ことができるものとします。 

 (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、

その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定

めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金

等の取扱いについては当信漁連の定めによるものとします。 

 (4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるとき

には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当信漁

連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

17（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等

に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由

として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯

金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 



(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連が当

該支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯金

が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいま

す。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと（インターネットバンキングからの残高の確認

を除きます。） 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① キャッシュカードの発行（再発行を含む）、暗証番号の変更 

② 口座振替契約にかかる引落口座への指定 

③ 姓名や住所等の届出事項の変更 

④ 取扱店舗の変更 

⑤ 相続などによる口座名義人の変更 

(7) 貯金者等からこの貯金について借入金の返済に利用する旨の申し出があったこと 

(8) 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じた

こと 

18（休眠預金等活用法に係る最終異動日等） 

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち

最も遅い日をいうものとします。 

① 第17条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについ

ては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発

した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か

月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に通

知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたとき

を除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次

の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当

該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が

停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含

みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されている

ことまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握することがで

きるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確



定した日 

④ 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の貯金に係る最終異動日等 

19（この取引に係る貯金の最終異動日等） 

この取引における貯金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由（第18条第

２項において定める事由をいいます。）が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じた

ものとして取り扱います。 

20（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係

る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有すること

になります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支

払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金者は、

当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の

支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用

法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁連に

委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押

えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項に

よる休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務

の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯金

債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴

い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

21.（規定の変更等） 

 (1)  この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項

および前記第 14 条第 4 項にもとづく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況

の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更する

ものとします。 

 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

【普通貯金無利息型（決済一般、決済総合、決済随時）に関する特約】 

普通貯金無利息型（決済用）に関しては、普通貯金規定（第７条を除きます）に加え、こ

の特約を適用します。普通貯金を普通貯金無利息型（決済用）に変更した場合も同様としま

す。 

１（利息） 



普通貯金無利息型（決済用）には利息をつけません。 

２（普通貯金への変更） 

普通貯金無利息型（決済用）を普通貯金に変更する場合は、当信漁連所定の手続をして

ください。 

 

以 上 

（2020.04.01） 

 



                総合口座取引規定           

 

１．（総合口座取引） 

(1) 次の各取引は、総合口座として利用すること（以下「この取引」という。）ができます。 

①  普通貯金 

②  期日指定定期貯金、自由金利型定期貯金（Ｍ型）「スーパー定期」、自由金利型定期貯金「大口

定期貯金」および変動金利定期貯金（以下これらを「定期貯金」といいます。） 

  ③ 定期積金 

④  第２号の定期貯金および第３号の定期積金を担保とする当座貸越 

(2) 普通貯金については、単独で利用することができます。 

(3) 第１項第１号から第３号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当信漁連の当該各

取引の規定により取扱います。 

(4) 定期積金を総合口座に組入れている期間は、定期積金受取帳を発行し、定期積金通帳の控として取

り扱います。 

２．（取扱店の範囲） 

(1) 普通貯金は、当店のほか当信漁連のどこの店舗でも預入れまたは払戻し（当座貸越を利用した普通

貯金の払戻しを含みます。）ができます。 

ただし、当店以外での払戻しは、当信漁連所定の手続きに従い、あらかじめ当店に届出た印鑑と照

合手続きを受けた副印鑑届を提出している店舗に限ります。 

(2) 定期貯金および定期積金の預入は当信漁連所定の金額以上とし、当信漁連のほか、当信漁連のどの

店舗でも取り扱います。解約または書替継続については当店のみで取扱います。 

３．（定期貯金の自動継続） 

 (1) 定期貯金は、満期日に前回と同一の期間の貯金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期貯金 

は、通帳の自動継続定期貯金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期貯金に自動的に継続し

ます。 

(2) 継続された貯金についても前項と同様とします。 

(3) 継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにその旨を当信漁連所定の方

法により当店に申出てください。 

ただし、期日指定定期貯金については、最長預入期限（継続をしたときはその最長預入期限）ま

でにその旨を当信漁連所定の方法により当店に申出てください。 

４．（貯金の払戻し等） 

 (1) 普通貯金の払戻しをするときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章（または署名・暗

証）により記名押印（または署名・暗証記入）して、この取引の通帳とともに提出してください。 

   (2) 定期貯金の解約をするときは、当信漁連所定の定期貯金解約申込書に届出の印章（または署

名・暗証）により記名押印（または署名・暗証記入）して、この取引の通帳とともに提出して

ください。 

  (3) 定期積金を解約するときは、定期積金が通帳扱いのときは、当信漁連所定の定期積金解約申込

書に届出の印章（または署名・暗証）により記名押印（または署名・暗証記入）して定期積金通

帳およびこの取引の通帳とともに、当店に提出してください。定期積金が証書扱いのときは、証

書裏面の受取欄に届出の印章（または署名・暗証）により記名押印（または署名・暗証記入）し



てこの取引の通帳とともに当店に提出してください。 

   (4) 前３項の払戻しまたは解約の手続に加え、当該貯金の払戻しまたは解約を受けることについて正

当な権限を有することを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあ

ります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しまたは解約を行

いません。 

(5) 普通貯金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当信漁連所定の手続きを 

してください。 

(6) 普通貯金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額（当座貸越を 

利用できる範囲内の金額を含みます。）をこえるときは、そのいずれを支払うかは当信漁連の任意と

します。 

５．（貯金利息の支払い） 

 (1) 普通貯金の利息は、年２回、当信漁連所定の日に、普通貯金に組入れます。 

(2) 定期貯金の利息は、元金に組入れる場合および中間利息を中間利息定期貯金とする場合を除き、そ 

の利払日に普通貯金に入金します。現金で受取ることはできません。 

６. （当座貸越） 

(1) 普通貯金について、その残高を超えて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった 

場合には、当信漁連はこの取引の定期貯金、定期積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出

し、普通貯金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。 

(2) 前項による当座貸越の限度額（以下「極度額」といいます。）は、この取引の定期貯金の合計額の 

９０％（千円未満は切捨てます。）または当信漁連所定の金額のうちいずれか少ない金額とします。 

(3) 第１項による貸越金の残高がある場合には、普通貯金に受入れまたは振込まれた資金（受入れた証 

券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。）は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあ

てます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第８条第１項第１号の貸越利率の高い順に

その返済にあてます。 

７. （貸越金の担保） 

(1) この取引に定期貯金および定期積金があるときは、第２項の順序に従い、その合計額について当信

漁連所定の金額を限度に貸越金の担保として質権を設定します。 

(2) この取引に定期貯金および定期積金があるときは、後記第８条第１項第１号の貸越利率の低いもの

から順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期貯金、定期積金が数口ある場合には、預入

日（継続をしたときはその継続日）の早い順序に従い担保とします。 

(3) ①  貸越金の担保となっている定期貯金および定期積金について解約、担保解除または（仮）差押

があった場合には、前条第２項により算出される金額については、解約または担保解除された

定期貯金および定期積金の金額または（仮）差押にかかる定期貯金および定期積金の全額を除

外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。 

②  前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を

支払ってください。 

８. （貸越金利息等） 

(1)①  貸越金の利息は、付利単位を 100 円とし、年２回、当信漁連所定の日に、１年を 365日として日

割計算のうえ普通貯金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のと

おりとします。 



    Ａ  期日指定定期貯金を貸越金の担保とする場合 

その期日指定定期貯金ごとにその「２年以上」の利率に年 0.5 ％を加えた利率 

Ｂ  自由金利型定期貯金（Ｍ型）を貸越金の担保とする場合 

その自由金利型定期貯金（Ｍ型）ごとにその約定利率に年 0.5 ％を加えた利率 

Ｃ  自由金利型定期貯金を貸越金の担保とする場合 

その自由金利型定期貯金ごとにその約定利率に年 0.5 ％を加えた利率 

Ｄ  変動金利定期貯金を貸越金の担保とする場合 

その変動金利定期貯金ごとにその約定利率に年 0.5 ％を加えた利率 

    Ｅ  定期積金を貸越金の担保とする場合 

その定期積金ごとにその約定利回りに年 0.5 ％を加えた利率 

②  前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当信漁連からの請求がありしだい直ち 

    に極度額をこえる金額を支払ってください。 

③  この取引の定期貯金および定期積金の全額の解約または担保解除により、定期貯金および定期

積金の残高が零となった場合には、第１号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。 

(2) 貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は 

当信漁連が定めた日からとします。 

(3) 当信漁連に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、当信漁連所定の割合（年 365 日の

日割計算）とします。 

９. （届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1) この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、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店に届出てください。 

(2) 前項の印章、氏名、住所その他届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当信漁連に過失

がある場合を除き、当信漁連は責任を負いません。 

(3) 通帳または印章を失った場合の普通貯金の払戻し、解約、定期貯金の元利金の支払い、または通帳

の再発行は、当信漁連所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証

人を求めることがあります。 

10．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏名その

他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、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も同様にお届けください。 

 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他

必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされていると

きにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

 (4) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てく

ださい。 

 (5) 前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

11．（印鑑照合等） 

この取引において払戻請求書、定期貯金解約申込書、定期積金解約申込書、諸届その他の書類に使用さ

れた印影（または署名・暗証）を届出の印鑑（または署名鑑・暗証）と相当の注意をもって照合し、相違



ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのため

に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、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。 

12．（盗難通帳による払戻し等） 

(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、本条において

「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当信漁連に対

して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補

てんを請求することができます。 

  ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実

を確認できるものを示していること 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連は、当信漁連へ

通知が行われた日の 30 日（ただし、当信漁連に通知することができないやむをえない事情があることを

貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。）前の日以降に

なされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以

下「補てん対象額」といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払

戻しが行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重過失を除

く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分の３に相当する金額を補

てんするものとします。 

(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳が盗取された日（通帳が盗取された日が

明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。）から、２

年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 

(4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合には、当信漁連

は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当

すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行わ

れたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項について偽りの説明

を行ったこと 

  ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこ

と 

(5) 当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度に

おいて、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを

受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 

(6) 当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、

当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 



(7) 当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行った金額の限度

において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有す

る損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 

13．（即時支払） 

(1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当信漁連からの請求がなくても、そ

れらを支払ってください。 

  ①  支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき 

②  相続の開始があったとき 

③  第８条第１項第２号により極度額をこえたまま６か月を経過したとき 

④  住所変更の届出を怠るなどにより、当信漁連において所在が明らかでなくなったとき 

(2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当信漁連からの請求がありしだい、それらを支払ってくだ

さい。 

①  当信漁連に対する債務の一つでも返済が遅れているとき 

②  その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき 

③ 定期積金掛金の払込みが６か月以上遅れているとき 

14．（取引の制限等） 

  (1) 当信漁連は、貯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。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回

答が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貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内

容およびその他の事情を考慮して、当信漁連がマネー・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等の制限についても、貯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

信漁連が認める場合、当信漁連は前２項に基づく取引等の制限を解除します。 

15. （解約等） 

(1) 普通貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取

引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期貯

金の記載がある場合で、定期貯金の残高があるときは、別途に定期貯金通帳または証書を発行します。 

(2) 第 13条各項の事由があるときは、当信漁連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。 

 (3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当信漁連はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知する

ことにより、この貯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、当信漁連が解約の通知の届出のあった氏名、住所にあてて発送したときに解

約されたものとします。 

  ① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によ

らずに開設されたことが明らかになった場合 

  ② この貯金の貯金者が第 17条第１項に違反した場合 



  ③ この貯金がマネー・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 この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合 

 ⑤ ①～④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当信漁連からの確認に応じない場合 

(4) この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当しない場合に利用

することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つにでも該当する場合には、当信

漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当

し、当信漁連が取引を継続することが不適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解

約の通知をすることによりこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまた第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または当信漁連の業

務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

(5) この通帳が、当信漁連が別途表示する一定の期間貯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、当信漁連は、この貯金取引を停止し、または貯金者に通知することにより

この貯金口座を解約することができるものとします。 

 (6) 前３項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯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信漁連に申し出てください。この場合、当信漁連は、相当の期間

をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金

口座が変更されることがあります。 

16. （差引計算等） 

(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当信漁連は、次のとおり取扱うことがで

きるものとします。 

①  この取引の定期貯金および定期積金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるも 

のとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続きを省略し、この取引の定期貯

金および定期積金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。 

②  前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。 

(2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を 

計算実行の日までとし、定期貯金の利率はその約定利率、定期積金の利回りは約定利回りとします。 



17. （譲渡、質入れの禁止） 

 (1) 普通貯金、定期貯金および定期積金その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡

または質入れすることはできません。 

(2) 当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書式により行い

ます。 

18．（通知等） 

   届出のあった氏名、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまた

は到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

19．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

(1) この取引の定期貯金および定期積金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合

貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する場合に

限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金が第

７条第１項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。 

(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定の

うえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえる

こととなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。 

② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたします。 

③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁連は遅滞なく

異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。 

(3) 第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① 定期貯金の利息および定期積金の利息相当額の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連

に到達した日の前日までとして、定期貯金の利率は約定利率、定期積金の利率は約定利回りを適用

するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当信漁

連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものとします。また、借入金等を

期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当信漁連の定めによるものとしま

す。 

(4) 第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに

は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当信漁連の承諾を要する

等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

20（休眠預金等活用法におけるこの取引に係る取扱い） 

(1) この取引における貯金のいずれかに各貯金規定に定める将来における債権の行使が期待される事由が

生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。 

(2) この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合（当信漁連の当該各取引の規定によ

り取扱います。）、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険

機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。 

21.（規定の適用） 

   この規定に定めのない事項については、関係する当信漁連の貯金規定により取扱います。 

22.（規定の変更等） 



(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項および前記第 15

条第 5 項にもとづく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由がある

と認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 

(2) 前項によるこの規定の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

【普通貯金無利息型(決済用）に関する総合口座取引規定の特約】 

１（総合口座取引） 

普通貯金無利息型(決済用）は、総合口座取引として利用することができます。 

２（規定の準用） 

前条の場合には、普通貯金規定（第７条を除きます。）及び普通貯金無利息型(決済用）に関する特約

に加え、総合口座取引規定（第５条１項を除きます。）を適用します。この場合において、総合口座取引

規定中「普通貯金」とあるのは「普通貯金無利息型(決済用）」と読み替えるものとします。 

 

以 上 

（2020.04.01） 

 



              貯蓄貯金Ⅰ型規定        

 

１．（取扱店の範囲） 

この貯金は、当店のほか当信漁連のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

ただし、当店以外での払戻しは、当信漁連所定の手続きに従い、あらかじめ当店に届出

た印鑑と照合手続きを受けた副印鑑届を提出している店舗に限ります。 

２．（証券類の受入れ） 

(1) この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに

取立のできるもの（以下「証券類」という。）を受け入れます。 

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじ

め補充してください。当信漁連は白地を補充する義務を負いません。 

(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。 

(4) 手形、小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の

金額によって取り扱います。 

(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じ

てその取立手数料をいただきます。 

３．（振込金の受入れ） 

 (1) この貯金口座には、為替による振込金を受け入れます。 

 (2) この貯金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信に

よる取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 

４．（受入証券類の決済、不渡り） 

(1) 証券類は、受入店で取り立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなけ

れば、受け入れた証券類の金額にかかる貯金の払戻しは出来ません。その払戻しができ

る予定の日は通帳の取引金額欄に記載します。 

(2) 受け入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。この場合は直ちにその

通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄貯金元帳から引落し、その証

券類は当店で返却します。 

(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類につ

いて権利保全の手続きをします。 

５．（貯金の払戻し） 

(1) この貯金を払戻すときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章（または署名・暗

証）により記名押印（または署名・暗証記入）してこの通帳とともに提出してください。 

(2)  前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻を受けることについて正当な権限を有

することを確認するための貯金者確認書類の提示等の手続を求めることがあります。こ

の場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。 

６．（支払機での通帳による貯金の払戻し） 

 (1) 通帳によるこの貯金の払戻しについては、次により取り扱うほかこの規定の他の条項

および(IC)キャッシュカード規定の条項を準用します。 

  ① 原則として当信漁連が JFマリンバンク（IC）キャッシュカードを発行している個人

の貯金者に限り当信漁連の現金自動支払機（現金自動預入払出兼用機を含みます。以

下、「支払機」といいます。）を使用して、この通帳によりこの貯金の払戻しができ



ます。 

   ② 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従っ

て、支払機に通帳を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この

場合、払戻し請求書の提出は必要ありません。 

③ この通帳を失った場合には、第 10条により、直ちに貯金者から書面によって当店に

届け出てください。この届け出をうけたときには、直ちに通帳および JFマリンバン

ク (IC)キャッシュカードによる払戻し停止の措置を講じます。この届出の前に生じ

た損害については、当信漁連は責任を負いません。 

④ 前項の届出のまえに、通帳を失った旨電話による通知があった場合にも、前項と同

様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てください。 

⑤ 暗証を変更する場合には、直ちに貯金者から書面によって当店に届出るか、支払機

により操作し、届出てください。この届出の前に生じた損害については当信漁連は責

任を負いません。 

⑥ 通帳は他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は他人に知られない

ようにしてください。 

⑦ 当信漁連が通帳の電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用された通帳を当信

漁連が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認

して払戻しをしたうえは、通帳または暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故が

あっても、そのために生じた損害については当信漁連は責任を負いません。ただし、

この払戻しが偽造通帳によるものであり、通帳および暗証の管理について貯金者の

責に帰すべき事由がなかったことを当信漁連が確認できた場合の当信漁連の責任に

ついてはこの限りではありません。 

７．（払戻回数超過手数料） 

 (1) 毎月１日から月末日までの１か月間に５回をこえて払戻しをするときは、その回数をこ

えるそれぞれの払戻しについて、当信漁連所定の払戻回数超過手数料をいただきます。 

  (2) 前項の払戻回数超過手数料は、貯金の払戻し時に払戻請求書なしでこの貯金口座から自

動的に引落します。この場合、払戻回数超過手数料金額と払戻請求金額との合計額が払

戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 

８．（自動支払い等） 

   この貯金口座からは、前条の払戻回数超過手数料を除き、各種料金等の自動支払いを   

することはできません。また、この貯金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金等

の自動受取口座として指定することはできません。 

９．（利息） 

(1) この貯金の利息は、毎日の最終残高（受け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、次項の利率

によって計算のうえ、年２回、当信漁連所定の日に、この貯金に組入れます。 

(2) この貯金の利息を計算するときの基準となる貯金残高（以下「基準残高」といいます。）

は 30万円とし、適用する利率は次のとおりとします。なお、利率は金融情勢に応じて変更

します。 

  ① 毎日の最終残高が基準残高以上となった期間 

    当該期間における店頭表示の「基準残高以上利率」 



  ② 毎日の最終残高が基準残高未満となった期間 

    当該期間における店頭表示の「基準残高未満利率」 

10．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)  この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、その他の届出事項に変更

があったときには、直ちに書面によって当店に届出てください。 

(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生じた損害については、当

信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いません。 

(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当信

漁連所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を

求めることがあります。 

11．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人

等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等

について、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も同様にお届け

ください。 

 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人

の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任が

されているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

 (4) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当

店に届出てください。 

 (5) 前４項の届出の前に生じた損害については、当店は責任を負いません。 

12．（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（または署名・暗証）を届出の印 

鑑（または署名鑑・暗証）と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いま

したうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害

については、当信漁連は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、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。 

13.（盗難通帳による払戻し等） 

 (1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、

本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する場

合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定

利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推

測される事実を確認できるものを示していること 

 (2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連は、

当信漁連へ通知が行われた日の 30 日（ただし、当信漁連に通知することができないやむを

えない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を



加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付

帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」といいます。）を

前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことにつ

いて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重過失を除く）があるこ

とを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分の３に相当する金額を補

てんするものとします。 

 (3) 前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳が盗取された日（通帳が盗

取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初

に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとし

ます。 

 (4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合に

は、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のい

ずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人

によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につい

て偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随し

て行われたこと 

 (5) 当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行っ

た額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、

貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その

受けた限度において同様とします。 

 (6) 当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の

限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

 (7) 当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行っ

た金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に

対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 

14．（譲渡、質入等の禁止） 

(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、譲渡、

質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。 

 (2) 当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書

式により行います。 

15．（取引の制限等） 

 (1)  当信漁連は、貯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。貯金者から正当な理由

なく指定した期限までに回答が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貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯



金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当信漁連がマネー・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等の制限についても、貯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信漁連が認める場合、当信漁連は前２項に基づく取引等の制

限を解除します。 

16．（解約等） 

 (1) この貯金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当信漁連に申し出てくださ

い。 

 (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当信漁連はこの貯金取引を停止し、または貯金

者に通知することにより、この貯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、当信漁連が解約の通知の届出のあっ

た氏名、住所にあてて発送したときに解約されたものとします。 

  ① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義

人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 

  ② この貯金の貯金者が第 14条第１項に違反した場合 

  ③ この貯金がマネー・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 この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認め

られる場合 

  ⑤ ①～④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当信漁連からの確認に応じない

場合 

(3) この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当しな

い場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つにで

も該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、

前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不適切であ

る場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金

口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した場

合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 



Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または

当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

(4) この通帳が、当信漁連が別途表示する一定の期間貯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、当信漁連は、この貯金取引を停止し、または貯

金者に通知することによりこの貯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。 

 (5) 前３項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止さ

れその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当信漁連に申し出てください。この場合、

当信漁連は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、

また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。 

17．（通知等） 

 届出のあった氏名、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、延

着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

18．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

 (1) この貯金は、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合

には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当

信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当信漁連に対する債務で貯金者

が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも

同様の取扱いとします。 

 (2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序

方法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金で

担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に対す

る債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたし

ます。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁

連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定すること

ができるものとします。 

 (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、そ

の期間を相殺通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めに

よるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取

扱いについては当信漁連の定めによるものとします。 

 (4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときに

は、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当信漁連の

承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

19（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係

る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取



り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金

額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連が当該

支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯金が

休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいま

す。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと（インターネットバンキングからの残高の確認を

除きます。） 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① キャッシュカードの発行（再発行を含む）、暗証番号の変更 

② 姓名や住所等の届出事項の変更 

③ 取扱店舗の変更 

④ 相続などによる口座名義人の変更 

20（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最

も遅い日をいうものとします。 

① 第19条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについて

は、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発し

た日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を

経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に通知した

日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除

く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の

各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各

号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停

止されたこと 当該支払停止が解除された日 

② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含み

ます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されているこ

とまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握することができる

ものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した

日 



21（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る

債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することにな

ります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払

を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金者は、当

信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払

を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法

第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁連に委任

します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え

または国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項に

よる休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の

委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯金債

権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴

い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

22.（規定の変更等） 

 (1)  この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項およ

び前記第 16 条第４項にもとづく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化

相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとし

ます。 

 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその

他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以 上 

（2020.04.01） 

 



 

              貯蓄貯金Ⅱ型規定      

 

１．（取扱店の範囲） 

この貯金は、当店のほか当信漁連のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができま

す。ただし、当店以外での払戻しは、あらかじめ当店で、通帳所定欄に押なつされ

た印影（または記入された署名・暗証）と届出の印鑑（または署名鑑・暗証）との

照合手続きを受けたものに限ります。 

２．（証券類の受入れ） 

(1) この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直

ちに取立のできるもの（以下「証券類」という。）を受け入れます。 

(2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあら

かじめ補充してください。当信漁連は白地を補充する義務を負いません。 

(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。 

(4) 手形、小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記

載の金額によって取り扱います。 

(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に

準じてその取立手数料をいただきます。 

３．（振込金の受入れ） 

 (1) この貯金口座には、為替による振込金を受け入れます。 

 (2) この貯金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発

信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。 

４．（受入証券類の決済、不渡り） 

(1) 証券類は、受入店で取り立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえで

なければ、受け入れた証券類の金額にかかる貯金の払戻しは出来ません。その払戻

しができる予定の日は通帳の取引金額欄に記載します。 

(2) 受け入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。この場合は直ちに

その通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄貯金元帳から引落し、

その証券類は当店で返却します。 

(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類

について権利保全の手続きをします。 

５．（貯金の払戻し） 

 (1) この貯金を払戻すときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章（または署名・

暗証）により記名押印（または署名・暗証記入）してこの通帳とともに提出してくだ

さい。 

(2)  前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻を受けることについて正当な権限を

有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。

この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行い

ません。 

６．（支払機での通帳による貯金の払戻し） 

 (1) 通帳によるこの貯金の払戻しについては、次により取り扱うほかこの規定の他の



条項および(IC)キャッシュカード規定の条項を準用します。 

  ①) 原則として当信漁連が JF マリンバンク（IC）キャッシュカードを発行してい

る個人の貯金者に限り当信漁連の現金自動支払機（現金自動預入払出兼用機を含

みます。以下、「支払機」といいます。）を使用して、この通帳によりこの貯金

の払戻しができます。 

  ② 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従

って、支払機に通帳を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。

この場合、払戻し請求書の提出は必要ありません。 

③ この通帳を失った場合には、第９条により、直ちに貯金者から書面によって当

店に届け出てください。この届け出をうけたときには、直ちに通帳および JF マ

リンバンク (IC)キャッシュカードによる払戻し停止の措置を講じます。この届

出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

④ 前項の届出のまえに、通帳を失った旨電話による通知があった場合にも、前項

と同様とします。なお、この場合にも、すみやかに書面によって当店に届出てく

ださい。 

⑤ 暗証を変更する場合には、直ちに貯金者から書面によって当店に届出るか、支

払機により操作し、届出てください。この届出の前に生じた損害については当信

漁連は責任を負いません。 

⑥ 通帳は他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は他人に知られ

ないようにしてください。 

⑦ 当信漁連が通帳の電磁的記録によって、支払機の操作の際に使用された通帳を

当信漁連が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一

致を確認して払戻しをしたうえは、通帳または暗証につき偽造、変造、盗用そ

の他の事故があっても、そのために生じた損害については当信漁連は責任を負

いません。ただし、この払戻しが偽造通帳によるものであり、通帳および暗証

の管理について貯金者の責に帰すべき事由がなかったことを当信漁連が確認で

きた場合の当信漁連の責任についてはこの限りではありません。 

７．（自動支払い等） 

   この貯金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この

貯金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金等の自動受取口座として指定する

ことはできません。 

８．（利息） 

(1) この貯金の利息は、毎日の最終残高（受け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、

次項の利率によって計算のうえ、毎月１回、当信漁連所定の日に、この貯金に組入れ

ます。 

 (2) この貯金の利息を計算するときの適用する利率は次のとおりとします。なお、利率   

は金融情勢に応じて変更します。 

  ① 毎日の最終残高が 10万円未満となった期間 

    当該期間における店頭表示の「普通貯金利率」 

  ② 毎日の最終残高が 10万円以上 30 万円未満となった期間 



    当該期間における店頭表示の「10万円以上 30万円未満利率」 

  ③ 毎日の最終残高が 30万円以上 100万円未満となった期間 

    当該期間における店頭表示の「30万円以上 100万円未満利率」 

  ④ 毎日の最終残高が 100万円以上 300万円未満となった期間 

    当該期間における店頭表示の「 100万円以上 300万円未満利率」 

  ⑤ 毎日の最終残高が 300万円以上 1,000万円未満となった期間 

    当該期間における店頭表示の「 300万円以上 1,000万円未満利率」 

  ⑥ 毎日の最終残高が 1,000万円以上となった期間 

    当該期間における店頭表示の「 1,000万円以上利率」 

９．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1)  この通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、その他の届出事項

に変更があったときには、直ちに書面によって当店に届出てください。 

(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生じた損害については、

当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いません。 

(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、

当信漁連所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、

保証人を求めることがあります。 

10．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後

見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年

後見人等について、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も

同様にお届けください。 

 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後

見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選

任がされているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

 (4) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によっ

て当店に届出てください。 

 (5) 前４項の届出の前に生じた損害については、当店は責任を負いません。 

11．（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（または署名・暗証）を届出の印 

鑑（または署名鑑・暗証）と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱

いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生

じた損害については、当信漁連は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合に

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。 

12.（盗難通帳による払戻し等） 

 (1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以

下、本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該

当する場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに

付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 



  ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたこと

が推測される事実を確認できるものを示していること 

 (2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁

連は、当信漁連へ通知が行われた日の 30 日（ただし、当信漁連に通知することができ

ないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続

している期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する

金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対

象額」といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当

該払戻しが行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者

に過失（重過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん

対象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

 (3) 前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳が盗取された日（通帳

が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻

しが最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用され

ないものとします。 

 (4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場

合には、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次

のいずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使

用人によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項に

ついて偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付

随して行われたこと 

 (5) 当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを

行った額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできませ

ん。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受け

た場合も、その受けた限度において同様とします。 

 (6) 当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金

額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

 (7) 当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを

行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の

第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得する

ものとします。 

13．（譲渡、質入等の禁止） 

 (1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳は、

譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させること



はできません。 

 (2) 当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定

の書式により行います。 

14．（取引の制限等） 

 (1) 当信漁連は、貯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。貯金者から正当な理

由なく指定した期限までに回答が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貯金者の回答、具体的な取引の内容、

貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当信漁連がマネー・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等の制限についても、貯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信漁連が認める場合、当信漁連は前２項に基づく取

引等の制限を解除します。 

 

15．（解約等） 

 (1) この貯金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、当信漁連に申し出てく

ださい。 

 (2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当信漁連はこの貯金取引を停止し、または

貯金者に通知することにより、この貯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、当信漁連が解約の通知

の届出のあった氏名、住所にあてて発送したときに解約されたものとします。 

  ① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の

名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合 

  ② この貯金の貯金者が第 13条第１項に違反した場合 

  ③ この貯金がマネー・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 この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると

認められる場合 

  ⑤ ①～④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当信漁連からの確認に応じ

ない場合 

(3) この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当

しない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの

一つにでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとし

ます。また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続する

ことが不適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をす

ることによりこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明し

た場合 



 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、ま

たは当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

(4) この通帳が、当信漁連が別途表示する一定の期間貯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、当信漁連は、この貯金取引を停止し、

または貯金者に通知することによりこの貯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。 

 (5) 前３項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停

止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当信漁連に申し出てください。

この場合、当信漁連は、相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求め

ることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがありま

す。 

16．（通知等） 

 届出のあった氏名、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、

延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

17．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

 (1) この貯金は、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた

場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯

金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当信漁連に対する

債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定さ

れている場合にも同様の取扱いとします。 

 (2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の

順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、こ

の貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当

信漁連に対する債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとし

ます。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当い

たします。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当



信漁連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定

することができるものとします。 

 (3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、

その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の

定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損

害金等の取扱いについては当信漁連の定めによるものとします。 

 (4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあると

きには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当

信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものと

します。 

18（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動

事由として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により

貯金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連が

当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯

金が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」とい

います。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと（インターネットバンキングからの残高の確

認を除きます。） 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① キャッシュカードの発行（再発行を含む）、暗証番号の変更 

② 姓名や住所等の届出事項の変更 

③ 取扱店舗の変更 

④ 相続などによる口座名義人の変更 

19（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のう

ち最も遅い日をいうものとします。 

① 第18条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものにつ

いては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から

１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機

構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送さ



れたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった

日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、

当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払

が停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を

含みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されてい

ることまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握すること

ができるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないこ

とが確定した日 

20（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に

係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有する

ことになります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の

支払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金

者は、当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替

金債権の支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活

用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁

連に委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮

差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３

項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等

業務の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた

貯金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したこと

に伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

21.（規定の変更等） 

 (1)  この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条

項および前記第 15 条第４項にもとづく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の

状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変

更するものとします。 

 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネット



その他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとしま

す。 

以 上 

（2020.04.01） 

 



通知貯金（通帳型）規定 

 

１．（預入れの最低金額等） 

 (1) この貯金の預入れは１口１０，０００円以上とします。預入れのときは必ずこの通帳を

持参してください。 

(2) この貯金は、当店のほか当信漁連のどこの店舗でも預入れができます。 

２．（貯金の支払時期等） 

 (1) この貯金は、預入日から７日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。 

(2) この貯金の解約にあたっては、解約する日の２日前までに通知を必要とします。 

３．（証券類の受け入れ） 

 (1) 小切手その他の証券類を受け入れたときは、その証券類が決済された日を預入日としま

す。 

(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、

この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

４．（利息） 

(1) この貯金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の

通知貯金の利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。 

(2) この貯金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日

数について解約日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。 

(3) この貯金の付利単位は１，０００円とします。 

５．（貯金の解約） 

(1) この貯金を解約するときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し

てこの通帳とともに提出してください。 

(2) 前項の解約の手続に加え、当該貯金の解約を受けることについて正当な権限を有するこ

とを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。

この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。 

(3) 解約は貯金１口ごとに取扱います。その一部の解約はいたしません。 

(4) この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当しな

い場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つにで

も該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、

前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不適切であ

る場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金

口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した場

合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 



Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または当

信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

６．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

(1) この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店に届出てください。この届出の前に生じた損害につ

いては、当信漁連は責任を負いません。 

 (2) この通帳または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、

当信漁連所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求

めることがあります。 

７．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人

等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等

について、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も同様にお届け

ください。 

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人

の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任が

されているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

(4) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当

店に届出てください。 

(5) 前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

８．（印鑑照合） 

 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て取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の

事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な支払いの額

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。 

９.（盗難通帳による払戻し等） 

(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、

本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する場

合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定

利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測



される事実を確認できるものを示していること 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連は、

当信漁連へ通知が行われた日の 30 日（ただし、当信漁連に通知することができないやむを

えない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を

加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付

帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」といいます。）を

前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことにつ

いて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重過失を除く）があるこ

とを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分の３に相当する金額を補

てんするものとします。 

(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳が盗取された日（通帳が盗

取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初

に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとし

ます。 

(4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合に

は、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のいず

れかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人に

よって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項について

偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して

行われたこと 

(5) 当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行っ

た額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、

貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その

受けた限度において同様とします。 

(6) 当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の

限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

(7) 当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行っ

た金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他の第

三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものと

します。 

10．（譲渡、質入れの禁止） 

(1) この貯金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

(2) 当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書式

により行います。 

11．（通知等） 

  届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、延着



しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

12．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

(1) 第２条にかかわらず、この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協

同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務

と相殺する場合に 限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することが

できます。なお、この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは

第三者の当信漁連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権

等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

 ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方

法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金で担保

される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に対する債務

である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

 ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたしま

す。 

 ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁連

は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することがで

きるものとします。 

(3) 第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

 ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の前

日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

 ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通

知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものとしま

す。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては

当信漁連の定めによるものとします。 

(4) 第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めが

あるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当

信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

13（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に

係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由とし

て取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯

金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯金

が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいま

す。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(3) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと 

(4) 貯金者等からの残高の確認があったこと 



(5) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 解約時の振替先口座の変更 

② 姓名や住所等の届出事項の変更 

③ 取扱店舗の変更 

④ 相続などによる口座名義人の変更 

14（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち

最も遅い日をいうものとします。 

① 第 13条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについて

は、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発し

た日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を

経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に通知した

日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除

く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次

の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当

該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回満期

日） 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 13条に掲げる異動事由 

Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発

したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１

か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に

通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたと

きを除く。）に限ります。 

③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停

止されたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含み

ます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されているこ

とまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握することができる

ものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した

日 

15（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係

る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有すること

になります。 



(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支

払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金者は、

当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の

支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用

法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁連に

委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え

または国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項に

よる休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の

委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯金債

権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴

い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

16.（規定の変更等） 

(1)  この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定

に基づいて変更するものとします。 

(2) 前項によるこの規定の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとしま

す。 

 

以 上 

（2020.04.01） 



通知貯金（証書型）規定 

 

１．（貯金の支払時期等） 

 (1) この貯金は預入日から７日間の据置期間経過後に利息とともに支払います。 

(2) この貯金の解約にあたっては、解約する日の２日前までに通知を必要とします。 

２．（証券類の受け入れ） 

 (1) 小切手その他の証券類を受け入れたときは、その証券類が決済された日を預入日としま

す。 

(2) 受け入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、

この証書と引換えに、当店で返却します。 

３．（利息） 

(1) この貯金の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について店頭に表示する毎日の

通知貯金の利率によって計算します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。 

(2) この貯金を据置期間中に解約する場合、その利息は、預入日から解約日の前日までの日

数について解約日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。 

(3) この貯金の付利単位は１，０００円とします。 

４．（貯金の解約） 

(1) この貯金を解約するときは、下記の受取欄に届出の印章により記名押印して提出してく

ださい。 

(2)  前項の解約の手続に加え、当該貯金の解約を受けることについて正当な権限を有するこ

とを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。こ

の場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。 

(3) この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当しな

い場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つにで

も該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、

前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不適切であ

る場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金

口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した場

合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 



Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または当

信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

５．（届出事項の変更、証書の再発行等） 

(1) この証書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店に届出てください。この届出の前に生じた損害につ

いては、当信漁連は責任を負いません。 

(2) この証書または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、

当信漁連所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を

求めることがあります。 

６．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人

等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等

について、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も同様にお届け

ください。 

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人

の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任が

されているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

(4) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当

店に届出てください。 

(5) 前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

７．（印鑑照合） 

 この証書、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て取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その

他の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。な

お、貯金者が個人である場合には、盗取された証書を用いて行われた不正な支払いの額に

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。 

８.（盗難証書による払戻し等） 

(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された証書を用いて行われた不正な払戻し（以下、

本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する場

合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定

利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 証書の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測

される事実を確認できるものを示していること 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連は、

当信漁連へ通知が行われた日の 30 日（ただし、当信漁連に通知することができないやむを

えない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を

加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付



帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」といいます。）を

前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことにつ

いて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重過失を除く）があるこ

とを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分の３に相当する金額を補

てんするものとします。 

(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、証書が盗取された日（証書が盗

取された日が明らかでないときは、盗取された証書を用いて行われた不正な払戻しが最初

に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとし

ます。 

(4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合に

は、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のいず

れかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人に

よって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項について

偽りの説明を行ったこと 

  ② 証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して

行われたこと 

(5) 当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行っ

た額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、

貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その

受けた限度において同様とします。 

(6) 当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の

限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

(7) 当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行っ

た金額の限度において、盗取された証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に

対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 

９．（譲渡、質入れの禁止） 

 (1) この貯金および証書は、譲渡または質入れすることはできません。 

(2) 当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書式

により行います。 

10．（通知等） 

  届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、延着

しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

11．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

(1) 第１条にかかわらず、この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協

同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務

と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することがで

きます。なお、この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第



三者の当信漁連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等

の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

 (2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法

を指定のうえ、証書は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金で担保さ

れる債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に対する債務で

ある場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたします。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁連は

遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができ

るものとします。 

(3) 第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

  ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の前日

までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

  ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知

が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものとします。

また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当信

漁連の定めによるものとします。 

 (4) 第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めが

あるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当信

漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

12（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に

係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由とし

て取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯

金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯金

が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいま

す。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(3) 貯金者等からの申し出にもとづく証書の発行があったこと 

(4) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(5) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 解約時の振替先口座の変更 

② 姓名や住所等の届出事項の変更 

③ 取扱店舗の変更 

④ 相続などによる口座名義人の変更 

13（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち



最も遅い日をいうものとします。 

① 第 12条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについて

は、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発し

た日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を

経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に通知した

日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除

く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次

の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当

該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回満期

日） 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 12条に掲げる異動事由 

Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発

したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１

か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に

通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたと

きを除く。）に限ります。 

③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停

止されたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含み

ます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されているこ

とまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握することができる

ものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した

日 

14（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係

る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有すること

になります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支

払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金者は、

当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の

支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用

法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁連に

委任します。 



① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え

または国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項に

よる休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の

委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯金債

権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、

本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

15.（規定の変更等） 

(1)  この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定

に基づいて変更するものとします。 

(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその

他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

  以  上 

（2020.04.01） 

 



期日指定定期貯金（自動継続型）規定 

 

１．（預入れの最低金額） 

期日指定定期貯金（以下「この貯金」という。）の預入れは一口１円以上としますので、

通帳式で預入れのときは必ずこの貯金の通帳を持参してください。 

２．（自動継続） 

（１）この貯金は、通帳（証書表面）記載の最長預入期限に自動的に期日指定定期貯金として

継続します。継続された貯金についても同様とします。 

（２）この貯金の継続後の利率は、継続日における当信漁連所定の利率とします。ただし、こ

の貯金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 

（３）継続を停止するときは、最長預入期限（継続をしたときはその最長預入期限）の前営業

日までにその旨を当店に申出てください。 

３．（貯金の支払時期等） 

（１）この貯金は、次に定める満期日以降に支払います。 

① 満期日の指定があったときは、指定された日を満期日とします。 

満期日は、この貯金の全部または一部について、預入日の１年後の応当日（通帳また

は証書表面記載の据置期間満了日。継続をしたときはその継続日の１年後の応当日）

から最長預入期限までの間の任意の日を指定することができます。満期日を指定する

ときは、当店に１か月前までに通知をしてください。この貯金の一部について満期日

を定めるときは、１万円以上の金額で指定してください。 

② 継続停止の申出があり満期日の指定がないとき（次項により満期日の指定はなかった

ものとしたときを含む。）は、最長預入期限を満期日とします。継続停止の申出があ

った後、この貯金の一部が解約されたときの残りの金額について満期日の指定のない

ときも同様とします。 

（２） 指定された満期日から１か月経過しても解約されなかったときは、満期日の指定はな

かったものとします。指定された満期日から１か月以内に最長預入期限が到来したと

きも同様とします。 

（３） 継続停止の申出のない場合、この貯金の一部が解約されたときはその残りの金額につ

いて、また、前項により満期日の指定がなかったものとされたときは貯金の全部につ

いて、引続き自動継続の取扱いをします。 

４．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、

この貯金の通帳の当該受入れの記帳を取消したうえ（証書式の場合はこの貯金の証書と

引換えに）、当店で返却します。 

５．（利息） 

（１）この貯金の利息は、継続日（解約するときは解約時）に預入日から最長預入期限（解約

するときは満期日）の前日までの日数（以下「約定日数」という。）および次の預入期

間に応じた利率によって１年複利の方法で計算します。 

  ① １年以上２年未満  通帳（証書表面）記載の「２年未満」の利率 

② ２年以上      通帳（証書表面）記載の「２年以上」の利率（以下「２年以上



利率」という。） 

（２）継続後の貯金の利息についても前項と同様の方法で計算します。 

（３）継続をする場合の利息は、あらかじめ指定された方法によって、継続日に指定口座へ入

金しまたは元金に組入れます。 

（４）指定された満期日から１か月以内に解約する場合または継続を停止した場合の利息は、

満期日以後にこの貯金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解

約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通

貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。 

（５）第６条第１項により満期日前に解約する場合および第６条第３項の規定により解約する

場合には、その利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日）から解約日の前日ま

での日数について、次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）に

よって１年複利の方法により計算し、この貯金とともに支払います。 

① ６か月未満        解約日における普通貯金の利率 

② ６か月以上１年未満    ２年以上利率×４０％ 

③ １年以上１年６か月未満  ２年以上利率×５０％ 

④ １年６か月以上２年未満  ２年以上利率×６０％ 

⑤ ２年以上２年６か月未満  ２年以上利率×７０％ 

⑥ ２年６か月以上３年未満  ２年以上利率×９０％ 

（６）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割りで計算します。 

６．（貯金の解約、書替継続） 

（１）この貯金は、当信漁連がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することは

できません。 

（２）この貯金を解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求書（証書式の場合

は証書裏面の受取欄。ただし、この貯金の一部について解約するときは必要ありませ

ん。）に届出の印章により記名押印してこの貯金の通帳（証書）とともに当店に提出し

てください。 

（３）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当しな

い場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つにで

も該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、

前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不適切であ

る場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金

口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した

場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 



③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または

当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

（４）前２項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受けるこ

とについて正当な権限を有することを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示

等の手続を求めることがあります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確

認ができるまでは解約または書替継続を行いません。 

７．（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等） 

（１）この貯金の通帳（証書）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店に届出てください。この届出の前

に生じた損害については、当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いま

せん。 

（２）この貯金の通帳（証書）または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通

帳（証書）の再発行は、当信漁連所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期

間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

８．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人

等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人

等について、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も同様にお

届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人

の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任が

されているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当

店に届出てください。 

（５）前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

９．（印鑑照合） 

払戻請求書（この貯金の証書）、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て取扱いましたうえは、それらの書類につ

き偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は責任

を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳・証書を用いて行わ

れた不正な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。 

10.（盗難通帳・証書による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し

（以下、本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに



該当する場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに

付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推

測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連は、

当信漁連へ通知が行われた日の 30 日（ただし、当信漁連に通知することができないや

むをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している

期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額および

これに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」といい

ます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行わ

れたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重過失を

除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分の３に

相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳・証書が盗取された日（通

帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて行われ

た不正な払戻しが最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、

適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合に

は、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のい

ずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人

によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につい

て偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに

付随して行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行っ

た額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。ま

た、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、

その受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の

限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行っ

た金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他の

第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するも

のとします。 

11．（譲渡、質入れの禁止） 



（１）この貯金および通帳（証書）は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書式

により行います。 

12．（通知等） 

  届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、

延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

13．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１）第３条第１項にかかわらず、この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農

水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借

入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、

相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保

するため、もしくは第三者の当信漁連に対する債務で貯金者が保証人となっているも

のを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序

方法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金

で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に

対する債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたし

ます。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁

連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定するこ

とができるものとします。 

（３） 第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

  ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の

前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

  ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺

通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるもの

とします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱い

については当信漁連の定めによるものとします。 

（４） 第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定

めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等

について当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することがで

きるものとします。 

14（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等

に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由

として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯

金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連が当



該支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯金

が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいま

す。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があっ

たこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 自動継続の中止登録 

② 解約時の振替先口座の変更 

③ 姓名や住所等の届出事項の変更 

④ 取扱店舗の変更 

⑤ 相続などによる口座名義人の変更 

(7) 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じた

こと 

15（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち

最も遅い日をいうものとします。 

① 第 14条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについ

ては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発

した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か

月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に通

知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたとき

を除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次

の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当

該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回満

期日） 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 14条に掲げる異動事由 

Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日か

ら１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険

機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送

されたときを除く。）に限ります。 



③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が

停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含

みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されている

ことまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握することがで

きるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確

定した日 

⑥ 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の貯金に係る最終異動日等 

16（この取引に係る貯金の最終異動日等）  

この取引における貯金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由（第 15 条第

２項において定める事由をいいます。）が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じた

ものとして取り扱います。 

17（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係

る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有すること

になります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支

払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金者は、

当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の

支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用

法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁連に

委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押

えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項に

よる休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務

の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯金

債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに

伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

18（規定の適用） 

   この規定の定めのない事項については、当信漁連所定の各種貯金規定のほか、現金自動

預入支払機による定期性貯金取引規定により取扱います。 

19（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規



定に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその

他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

以 上 

（2020.04.01） 

 



自由金利型定期貯金（Ｍ型） 
「スーパー定期」規定 

 

１．（貯金の支払時期） 

  自由金利型定期貯金（Ｍ型）（以下「この貯金」という。）は、通帳（証書表面）記載

の満期日以後に利息とともに支払います。 

２．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日としま

す。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、

この貯金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ（証書式の場合はこの貯金の証書

と引換えに）、当店で返却します。 

３．（利息） 

（１）この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」とい

う。）および通帳（証書表面）記載の利率（以下「約定利率」という。）によって計

算し、満期日以後にこの貯金とともに支払います。 

   ただし、預入日の２年後の応当日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日とし

たこの貯金の利息の支払いは次によります。 

  ① 預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応当日

を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日

までの日数および通帳（証書表面）記載の中間利払利率によって計算した中間利払

額（以下「中間払利息」という。）を、利息の一部として、各中間利払日以後に、

あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。 

    なお、預入日の２年後の応当日を満期日としたこの貯金（以下「自由金利型２年定

期貯金（Ｍ型）」という。）に限り、中間払利息を定期貯金とすることができます。 

   Ａ 現金で受取る場合には、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印

してこの貯金の通帳（証書）とともに提出してください。 

   Ｂ 貯金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。 

   Ｃ 定期貯金とする場合には、中間利払日にこの自由金利型２年定期貯金（Ｍ型）と

満期日を同一にするこの貯金（以下「中間利息定期貯金」という。）とし、中間

利息定期貯金の利率は、中間利払日における当信漁連所定の利率を適用します。 

  ② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息

の残額は、満期日以後にこの貯金とともに支払います。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日

数について解約日または書替継続日における普通貯金の利率によって計算し、この貯

金とともに支払います。 

（３）第５条第１項により満期日前に解約する場合および第５条第３項の規定により解約す

る場合には、その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日から解約日の

前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって計算し（小数点第４位以下

は切捨て、この計算による利率が解約日における普通貯金利率を下回る場合は普通貯

金利率とします。）、この貯金とともに支払います。 

   ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある



場合は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を精算します。 

  ① 預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日と

したこの貯金 

   Ａ ６か月未満       解約日における普通貯金の利率 

   Ｂ ６か月以上１年未満   約定利率×５０％ 

   Ｃ １年以上３年未満    約定利率×７０％ 

  ② 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの貯金 

   Ａ ６か月未満       解約日における普通貯金の利率 

   Ｂ ６か月以上２年未満   約定利率×２０％ 

   Ｃ ２年以上３年未満    約定利率×４０％ 

   Ｄ ３年以上４年未満    約定利率×６０％ 

  ③ 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの貯金 

   Ａ ６か月未満       解約日における普通貯金の利率 

   Ｂ ６か月以上２年未満   約定利率×１０％ 

   Ｃ ２年以上３年未満    約定利率×３０％ 

   Ｄ ３年以上４年未満    約定利率×６０％ 

   Ｅ ４年以上５年未満    約定利率×７０％ 

  ④ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの貯金 

   Ａ ６か月未満       解約日における普通貯金の利率 

   Ｂ ６か月以上２年未満   約定利率×１０％ 

   Ｃ ２年以上３年未満    約定利率×２０％ 

   Ｄ ３年以上４年未満    約定利率×４０％ 

   Ｅ ４年以上５年未満    約定利率×７０％ 

 （４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割りで計算します。 

４．（複利の利息） 

  預入日の３年後の応当日から預入日の５年後の応当日を満期日とするこの貯金の複利の

利息については、第３条の規定にかかわらず、次により取扱います。 

（１）この貯金の利息は、約定日数および約定利率によって６か月複利の方法により計算し、

満期日以後にこの貯金とともに支払います。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日

数および解約日または書替継続日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金

とともに支払います。 

（３）第５条第１項により満期日前に解約する場合および第５条第３項の規定により解約す

る場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に

応じた利率によって６か月複利の方法により計算し（小数点第４位以下は切捨て、こ

の計算による利率が解約日における普通貯金利率を下回る場合は普通貯金利率としま

す。）、この貯金とともに支払います。 

  ① 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの貯金の複利の場合 



   Ａ ６か月未満        解約日における普通貯金の利率 

   Ｂ ６か月以上２年未満    約定利率×２０％ 

   Ｃ ２年以上３年未満     約定利率×４０％ 

   Ｄ ３年以上４年未満     約定利率×６０％ 

  ② 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの貯金の複利の場合 

   Ａ ６か月未満        解約日における普通貯金の利率 

   Ｂ ６か月以上２年未満    約定利率×１０％ 

   Ｃ ２年以上３年未満     約定利率×３０％ 

   Ｄ ３年以上４年未満     約定利率×６０％ 

   Ｅ ４年以上５年未満     約定利率×７０％ 

③ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの貯金の複利の場合 

   Ａ ６か月未満        解約日における普通貯金の利率 

   Ｂ ６か月以上２年未満    約定利率×１０％ 

   Ｃ ２年以上３年未満     約定利率×２０％ 

   Ｄ ３年以上４年未満     約定利率×４０％ 

   Ｅ ４年以上５年未満     約定利率×７０％ 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割りで計算します。 

５．（貯金の解約、書替継続） 

（１）この貯金は、当信漁連がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約すること

はできません。 

（２）この貯金を解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求書（証書式の場

合は証書裏面の受取欄）に届出の印章により記名押印してこの貯金の通帳（証書）とともに

当店に提出してください。 

（３）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当し

ない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つ

にでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。

また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不

適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによ

りこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明し

た場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 



Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、また

は当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

（４）前２項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受ける

ことについて正当な権限を有することを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の

提示等の手続を求めることがあります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、

この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。 

６．（一部解約） 

（１）この貯金のうち、複利式で預入日から満期日までの期間が３年以上の貯金については、

預入日から６か月間の据置期間の満了日以降、申し出に基づき、元金の一部について

解約（以下「一部解約」という。）の取扱いをします。 

（２）一部解約の金額は１万円以上１万円単位とし、一部解約後の定期貯金残高が１万円以

上となる場合に限り、取扱います。 

（３）一部解約をするときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、

通帳（証書）とともに当店に提出して下さい。 

（４）一部解約をする場合、その利息は、預入日から一部解約の日の前日までの期間に応じ

た期限前解約利息を適用します。 

７．（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等） 

（１）この貯金の通帳（証書）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店に届出てください。この届出

の前に生じた損害については、当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を

負いません。 

（２）この貯金の通帳（証書）または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは

通帳（証書）の再発行は、当信漁連所定の手続をした後に行います。この場合、相当

の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

８．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後見

人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後

見人等について、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も同

様にお届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見

人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任

がされているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって

当店に届出てください。 

（５）前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

９．（印鑑照合） 

  払戻請求書（この貯金の証書）、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て取扱いましたうえは、それらの書類につ

き偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は責任

を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳・証書を用いて行わ

れた不正な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。 

10.（盗難通帳・証書による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し

（以下、本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべて

に該当する場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこ

れに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができ

ます。 

  ① 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われているこ

と 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが

推測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連

は、当信漁連へ通知が行われた日の 30日（ただし、当信漁連に通知することができな

いやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続し

ている期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金

額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象

額」といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該

払戻しが行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に

過失（重過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対

象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳・証書が盗取された日

（通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて

行われた不正な払戻しが最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた

場合には、適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合

には、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用

人によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につ

いて偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれ

に付随して行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行



った額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。

また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場

合も、その受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額

の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行

った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その

他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得

するものとします。 

11．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この貯金および通帳（証書）は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書

式によりおこないます。 

12．（中間利息定期貯金） 

（１）中間利息定期貯金の利息については第３条の規定を準用します。 

（２）中間利息定期貯金については、原則として通帳に記載（証書発行）しないこととし、

次により取扱います。 

  ① 中間利息定期貯金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの貯金の届

出印鑑を兼用します。 

  ② 中間利息定期貯金をこの貯金とともに解約もしくは書替継続するときは、当信漁連

所定の払戻請求書（証書式の場合は証書裏面の受取欄）に届出の印章により記名押

印してこの貯金の通帳（証書）とともに提出してください。 

  ③ 中間利息定期貯金のみを解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求

書に届出の印章により記名押印してこの貯金の通帳（証書）とともに提出してくだ

さい。 

13．（通知等） 

  届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、

延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

14．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１）この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の

定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する場合

に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。な

お、この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の

当信漁連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の

担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

   ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順

序方法を指定のうえ、通帳（証書）は直ちに当信漁連に提出してください。ただ

し、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三

者の当信漁連に対する債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるも

のとします。 



   ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いた

します。 

   ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信

漁連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定す

ることができるものとします。 

（３）第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

   ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日

の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

   ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相

殺通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによる

ものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の

取扱いについては当信漁連の定めによるものとします。 

（４）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定め

があるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等につ

いて当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるも

のとします。 

15（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動

事由として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により

貯金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連が

当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯

金が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」とい

います。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があ

ったこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 自動継続の中止登録 

② 解約時の振替先口座の変更 

③ 姓名や住所等の届出事項の変更 

④ 取扱店舗の変更 

⑤ 相続などによる口座名義人の変更 

(7) 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じ

たこと 

16（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  



(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のう

ち最も遅い日をいうものとします。 

① 第 15条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものにつ

いては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から

１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機

構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送さ

れたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった

日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、

当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回

満期日） 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 15条に掲げる異動事由 

Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知

を発したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した

日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預

金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらな

いで返送されたときを除く。）に限ります。 

③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払

が停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を

含みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されてい

ることまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握すること

ができるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないこ

とが確定した日 

⑥ 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について、前各号に掲げる事由が生じたこと

他の貯金に係る最終異動日等 

17（この取引に係る貯金の最終異動日等）  

この取引における貯金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由（第 16 条

第２項において定める事由をいいます。）が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生

じたものとして取り扱います。 

18（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に

係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有する



ことになります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の

支払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金

者は、当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替

金債権の支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活

用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁

連に委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差

押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項

による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業

務の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯

金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに

伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

19．（規定の適用） 

   この規定に定めのない事項については、当信漁連所定の各種貯金規定のほか、現金自

動預入支払機による定期性貯金取引規定により取扱います。 

20．（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の

規定に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 以 上        

（2020.04.01） 
                       



自由金利型定期貯金（Ｍ型） 
「スーパー定期」（自動継続型）規定 

 

１．（自動継続） 

（１）自動継続自由金利型定期貯金（Ｍ型）（以下「この貯金」という。）は、通帳（証書表

面）記載の満期日に前回と同一の期間のこの貯金に自動的に継続します。継続された貯

金についても同様とします。 

（２）この貯金の継続後の利率は、継続日における当信漁連所定の利率とします。ただし、こ

の貯金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。 

（３）継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）の前営業日までにその

旨を申出てください。この申出があったときは、この貯金は満期日以後に支払います。 

２．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、

この貯金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ（証書式の場合はこの貯金の証書と

引換えに）、当店で返却します。 

３．（利息） 

（１）この貯金の利息は、預入日（継続をしたときはその継続日。以下、本項および次項にお

いて同じ。）から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」という。）および通帳

（証書表面）記載の利率（継続後の貯金については第１条第２項の利率。以下これらを

「約定利率」という。）によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日の２年

後の応当日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の利息の支払

いは次によります。 

① 預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応当日を

「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日まで

の日数および通帳（証書表面）記載の中間利払利率（継続後の貯金の中間利払利率は、

継続後の貯金の利率に７０％を乗じた利率。ただし、少数点第４位以下は切捨てま

す。）によって計算した中間利払額（以下「中間払利息」という。）を利息の一部と

して、各中間利払日に支払います。 

 なお、預入日の２年後の応当日を満期日としたこの貯金（以下「自動継続自由金利型

２年定期貯金（Ｍ型）」という。）に限り、中間払利息を定期貯金とすることができ

ます。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息の

残額（以下「満期払利息」という。）は満期日に支払います。 

（２）この貯金の利息の支払いは、次のとおり取扱います。 

① 預入日の１か月後の応当日から預入日の２年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの貯金の利息は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金す

るか、または満期日に元金に組入れて継続します。 

② 自動継続自由金利型２年定期貯金（Ｍ型）の中間払利息および満期払利息は、あらか

じめ指定された方法により次のとおり取扱います。 

 Ａ 貯金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。 

Ｂ 中間払利息を定期貯金とする場合には、中間利払日にその自動継続自由金利型２年



定期貯金（Ｍ型）と満期日を同一にする自由金利型定期貯金（Ｍ型）（以下「中間

利息定期貯金」という。）とし、その利率は、中間利払日における当信漁連所定の

利率を適用します。 

満期払利息は満期日に元金に組入れ、中間利息定期貯金の元利金とともに合計して

自動継続自由金利型２年定期貯金（Ｍ型）に継続します。 

③ 預入日の２年後の応当日の翌日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日とした

この貯金の中間払利息は、中間利払日に指定口座に入金します。また、満期払利息は、

あらかじめ指定された方法により満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元

金に組入れて継続します。 

  ④ 利息を指定口座へ入金できず現金で受取る場合には、当信漁連所定の払戻請求書に届

出の印章により記名押印してこの貯金の通帳（証書）とともに提出してください。 

（３）継続を停止した場合のこの貯金の利息（中間払利息を除く。）は、満期日以後にこの貯

金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続

日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通貯金の利率により計算

します。 

（４）第５条第１項により満期日前に解約する場合および第５条第３項の規定により解約する

場合には、その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日（継続をしたとき

は最後の継続日。以下同じ。）から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じ

た利率によって計算し（小数点第４位以下は切捨て、この計算による利率が解約日にお

ける普通貯金利率を下回る場合は普通貯金利率とします。）、この貯金とともに支払い

ます。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数

ある場合は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を精算します。 

① 預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの貯金 

 Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

 Ｂ ６か月以上１年未満  約定利率×５０％ 

 Ｃ １年以上３年未満   約定利率×７０％ 

② 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当日の前日までの日を満期日とした

この貯金 

 Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

 Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×２０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×４０％ 

Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

③ 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当日の前日までの日を満期日とした

この貯金 

Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

   Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

   Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×３０％ 

   Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

   Ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

  ④ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの貯金 



   Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

   Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×２０％ 

Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×４０％ 

 Ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

（５）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割りで計算します。 

４．（複利の利息） 

  預入日の３年後の応当日から預入日の５年後の応当日を満期日とするこの貯金の複利の利

息については 第３条の規定にかかわらず、次により取扱います。 

（１）この貯金の利息は、約定日数および約定利率によって６か月複利の方法により計算し、

あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するか、または満期日に元

金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座へ入金できず現

金で受取る場合には、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの

貯金の通帳（証書）とともに提出してください。 

（２）継続を停止した場合のこの貯金の利息は、満期日以後にこの貯金とともに支払います。

なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数およ

び解約日または書替継続日における普通貯金の利率により計算します。 

（３）第５条第１項により満期日前に解約する場合および第５条第３項の規定により解約する

場合には、その利息は、預入日（継続をしたときは最後の継続日。以下同じ。）から解

約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって６カ月複利の方法によ

り計算し（小数点第４位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通貯金

利率を下回る場合は普通貯金利率とします。）、この貯金とともに支払います。 

① 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当日の前日までの日を満期日とした

この貯金の複利の場合 

 Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

 Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×２０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×４０％ 

Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

② 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当日の前日までの日を満期日とした

この貯金の複利の場合 

Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×３０％ 

Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

Ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

③ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの貯金の複利の場合 

Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×２０％ 

Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×４０％ 

Ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 



（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割りで計算します。 

５．（貯金の解約、書替継続） 

（１）この貯金は、当信漁連がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することは

できません。 

（２）この貯金を解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求書（証書式の場合

は証書裏面の受取欄）に届出の印章により記名押印してこの貯金の通帳（証書）ととも

に当店に提出してください。 

（３）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当しな

い場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つにで

も該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、

前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不適切であ

る場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金

口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した

場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または

当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

（４）前２項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受けるこ

とについて正当な権限を有することを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示

等の手続を求めることがあります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確

認ができるまでは解約または書替継続を行いません。 

６．（一部解約） 

（１）この貯金のうち、複利式で預入日から満期日までの期間が３年以上の貯金については、

預入日から６か月間の据置期間の満了日以降、申し出に基づき、元金の一部について解

約（以下「一部解約」という。）の取扱いをします。 

（２）一部解約の金額は１万円以上１万円単位とし、一部解約後の定期貯金残高が１万円以上

となる場合に限り、取扱います。 

（３）一部解約をするときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、

通帳（証書）とともに当店に提出して下さい。 



（４）一部解約をする場合、その利息は、預入日から一部解約の日の前日までの期間に応じた

期限前解約利息を適用します。 

７．（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等） 

（１）この貯金の通帳（証書）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店に届出てください。この届出の前

に生じた損害については、当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いま

せん。 

（２）この貯金の通帳（証書）または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通

帳（証書）の再発行は、当信漁連所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期

間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

８．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人

等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人

等について、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も同様にお

届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人

の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任が

されているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当

店に届出てください。 

（５）前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

９．（印鑑照合） 

   払戻請求書（この貯金の証書）、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て取扱いましたうえは、それらの書類につ

き偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は責任

を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳・証書を用いて行わ

れた不正な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。 

10.（盗難通帳・証書による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し

（以下、本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに

該当する場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに

付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推

測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連は、

当信漁連へ通知が行われた日の 30 日（ただし、当信漁連に通知することができないや

むをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している



期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額および

これに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」といい

ます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行わ

れたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重過失を

除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分の３に

相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳・証書が盗取された日（通

帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて行われ

た不正な払戻しが最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、

適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合に

は、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のい

ずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人

によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につい

て偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに

付随して行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行っ

た額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。ま

た、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、

その受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の

限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行っ

た金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他の

第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するも

のとします。 

11．（譲渡、質入れの禁止） 

（１） この貯金および通帳（証書）は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２） 当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書

式によりおこないます。 

12．（中間利息定期貯金） 

（１） 中間利息定期貯金の利息については、第３条の規定を準用します。 

（２） 中間利息定期貯金については、原則として通帳に記載（証書発行）しないこととし、

次により取扱います。 

  ① 中間利息定期貯金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの貯金の届出

印鑑を兼用します。 



  ② 中間利息定期貯金をこの貯金とともに解約もしくは書替継続するときは、当信漁連所

定の払戻請求書（証書式の場合は証書裏面の受取欄）に届出の印章により記名押印し

てこの貯金の通帳（証書）とともに提出してください。 

③ 中間利息定期貯金のみを解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求書

に届出の印章により記名押印してこの貯金の通帳（証書）とともに提出してください。 

13．（通知等） 

  届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、延

着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

14．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１） この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の

定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する場合

に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。な

お、この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の

当信漁連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の

担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２） 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方

法を指定のうえ、通帳（証書）は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この

貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連

に対する債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたしま

す。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁連

は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することが

できるものとします。 

（３） 第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

  ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の前

日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

  ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通

知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものとし

ます。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについ

ては当信漁連の定めによるものとします。 

（４） 第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定め

があるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等につ

いて当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるも

のとします。 

15（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等

に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由

として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯



金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連が当

該支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯金

が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいま

す。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があっ

たこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 自動継続の中止登録 

② 解約時の振替先口座の変更 

③ 姓名や住所等の届出事項の変更 

④ 取扱店舗の変更 

⑤ 相続などによる口座名義人の変更 

(7) 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じた

こと 

16（休眠預金等活用法に係る最終異動日等） 

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち

最も遅い日をいうものとします。 

① 第 15条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについ

ては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発

した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か

月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に通

知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたとき

を除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次

の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当

該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回満

期日） 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 15条に掲げる異動事由 

Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日か

ら１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険



機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送

されたときを除く。）に限ります。 

③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が

停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含

みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されている

ことまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握することがで

きるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確

定した日 

⑥ 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について、前各号に掲げる事由が生じたこと他

の貯金に係る最終異動日等 

17（この取引に係る貯金の最終異動日等） 

この取引における貯金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由（第 16 条第

２項において定める事由をいいます。）が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じた

ものとして取り扱います。 

18（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係

る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有すること

になります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支

払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金者は、

当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の

支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用

法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁連に

委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押

えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項に

よる休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務

の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯金

債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴

い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

19．（規定の適用） 

   この規定に定めのない事項については、当信漁連所定の各種貯金規定のほか、現金自動

預入支払機による定期性貯金取引規定により取扱います。 

20．（規定の変更等） 



（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規

定に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその

他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以  上 

（2020.04.01） 



自由金利型定期貯金（Ｍ型） 
「スーパー定期」（自動解約型）規定 

 

１．（貯金の支払時期） 

自由金利型定期貯金（Ｍ型）（以下「この貯金」という。）は、通帳（証書表面）記載

の満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。 

この場合、元利金はあらかじめ指定された貯金口座に入金するものとします。 

２．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日としま

す。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、

この貯金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ（証書式の場合はこの貯金の証書

と引換えに）、当店で返却します。 

３．（利息） 

（１）この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」とい

う。）および通帳（証書表面）記載の利率（以下「約定利率」という。）によって計

算し、満期日にこの貯金とともに支払います。ただし、預入日の２年後の応当日から

預入日の５年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の利息の支払いは次により

ます。 

① 預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応当日

を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日

までの日数および通帳（証書表面）記載の中間利払利率によって計算した中間利払

額（以下「中間払利息」という。）を、利息の一部として、各中間利払日に、あら

かじめ指定された方法により次のとおり支払います。 

なお、預入日の２年後の応当日を満期日としたこの貯金（以下「自由金利型２年定

期貯金（Ｍ型）」という。）に限り、中間払利息を定期貯金とすることができます。 

Ａ 貯金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。 

ただし、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当信漁連所

定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの貯金の通帳（証書）ととも

に提出してください。 

Ｂ 定期貯金とする場合には、中間利払日にこの自由金利型２年定期貯金（Ｍ型）と

満期日を同一にするこの貯金（以下「中間利息定期貯金」という。）とし、中間

利息定期貯金の利率は、中間利払日における当信漁連所定の利率を適用します。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息

の残額は満期日にこの貯金とともに支払います。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日に

おける普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。 

（３）第５条第１項により満期日前に解約する場合および第５条第３項の規定により解約す

る場合には、その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日から解約日の

前日までの日数および次の預入期間に応じた利率によって計算し（小数点第４位以下

は切捨て、この計算による利率が解約日における普通貯金利率を下回る場合は普通貯

金利率とします。）、この貯金とともに支払います。 



ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある

場合は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を精算します。 

① 預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日と

したこの貯金 

Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

Ｂ ６か月以上１年未満  約定利率×５０％ 

Ｃ １年以上３年未満   約定利率×７０％ 

② 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの貯金 

Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×２０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×４０％ 

   Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

③ 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの貯金 

Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×３０％ 

Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

Ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

④ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの貯金 

Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×２０％ 

Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×４０％ 

Ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割りで計算します。 

４．（複利の利息） 

預入日の３年後の応当日から預入日の５年後の応当日を満期日とするこの貯金の複利

の利息については第３条の規定にかかわらず、次により取扱います。 

（１）この貯金の利息は、約定日数および約定利率によって６か月複利の方法により計算し、

満期日にこの貯金とともに支払います。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日に

おける普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。 

（３）第５条第１項により満期日前に解約する場合および第５条第３項の規定により解約す

る場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に

応じた利率によって６か月複利の方法により計算し（小数点第４位以下は切捨て、こ

の計算による利率が解約日における普通貯金利率を下回る場合は普通貯金利率としま

す。）、この貯金とともに支払います。 

① 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの貯金の複利の場合 



Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×２０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×４０％ 

Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

② 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当日の前日までの日を満期日とし

たこの貯金の複利の場合 

Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×３０％ 

Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

Ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

③ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの貯金の複利の場合 

Ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

   Ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

   Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×２０％ 

   Ｄ ３年以上４年未満   約定利率×４０％ 

Ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割りで計算します。 

５．（貯金の解約） 

（１）この貯金は、当信漁連がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約すること

はできません。 

（２）この貯金を第１条の満期日自動解約以外の方法で解約するときは、当信漁連所定の払

戻請求書（証書式の場合は証書裏面の受取欄）に届出の印章により記名押印してこの

通帳（証書）とともに当店に提出してください。 

（３）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当し

ない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つ

にでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。

また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不

適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによ

りこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明し

た場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 



Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、また

は当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

（４）前２項の解約の手続に加え、当該貯金の解約を受けることについて正当な権限を有す

ることを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあ

ります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約ま

たは書替継続を行いません。 

（５）この貯金が証書扱いのときは、満期日に元利金をあらかじめ指定された貯金口座に入

金した後は、この貯金の証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。 

６．（一部解約） 

（１）この貯金のうち、複利式で預入日から満期日までの期間が３年以上の貯金については、

預入日から６か月間の据置期間の満了日以降、申し出に基づき、元金の一部について

解約（以下「一部解約」という。）の取扱いをします。 

（２）一部解約の金額は１万円以上１万円単位とし、一部解約後の定期貯金残高が１万円以

上となる場合に限り、取扱います。 

（３）一部解約をするときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、

通帳（証書）とともに当店に提出して下さい。 

（４）一部解約をする場合、その利息は、預入日から一部解約の日の前日までの期間に応じ

た期限前解約利息を適用します。 

７．（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等） 

（１）この貯金の通帳（証書）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店に届出てください。この届出

の前に生じた損害については、当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を

負いません。 

（２）この貯金の通帳（証書）または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは

通帳（証書）の再発行は、当信漁連所定の手続をした後に行います。この場合、相当

の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

８．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後見

人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後

見人等について、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も同

様にお届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見

人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任

がされているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって

当店に届出てください。 

（５）前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 



９．（印鑑照合） 

払戻請求書（この貯金の証書）、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て取扱いましたうえは、それらの書類

につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連

は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳・証書を用

いて行われた不正な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。 

10.（盗難通帳・証書による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し

（以下、本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべて

に該当する場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこ

れに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができ

ます。 

  ① 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われているこ

と 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが

推測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連

は、当信漁連へ通知が行われた日の 30日（ただし、当信漁連に通知することができな

いやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続し

ている期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金

額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象

額」といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該

払戻しが行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に

過失（重過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対

象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳・証書が盗取された日

（通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて

行われた不正な払戻しが最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた

場合には、適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合

には、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用

人によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につ

いて偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれ



に付随して行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行

った額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。

また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場

合も、その受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額

の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行

った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その

他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得

するものとします。 

11．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この貯金および通帳（証書）は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書

式によりおこないます。 

12．（中間利息定期貯金） 

（１）中間利息定期貯金の利息については第３条の規定を準用します。 

（２）中間利息定期貯金については、原則として通帳に記載（証書発行）しないこととし、

次により取扱います。 

① 中間利息定期貯金の内容については別途に通知します。なお、印鑑はこの貯金の届

出印鑑を兼用します。 

② 中間利息定期貯金の元利金はこの貯金とともに第１条の方法により支払います。た

だし、中間利息定期貯金をこの貯金とともに第１条以外の方法で解約するときは、

当信漁連所定の払戻請求書（証書式の場合は証書裏面の受取欄）に届出の印章によ

り記名押印してこの貯金の通帳（証書）とともに提出してください。 

③ 中間利息定期貯金のみを解約するときは、当信漁連（連合会）所定の払戻請求書に

届出の印章により記名押印してこの貯金の通帳（証書）とともに提出してください。 

13．（通知等） 

  届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、

延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

14．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１）この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の

定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する場合

に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。な

お、この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の

当信漁連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の

担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

 ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序

方法を指定のうえ、通帳（証書）は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、

この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当



信漁連に対する債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとしま

す。 

 ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたし

ます。 

 ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁

連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定するこ

とができるものとします。 

（３）第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

 ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の

前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

 ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺

通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるもの

とします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱い

については当信漁連の定めによるものとします。 

（４）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定め

があるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等につ

いて当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるも

のとします。 

15（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動

事由として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により

貯金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連が

当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯

金が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」とい

います。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があ

ったこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 解約時の振替先口座の変更 

② 姓名や住所等の届出事項の変更 

③ 取扱店舗の変更 

④ 相続などによる口座名義人の変更 

16（休眠預金等活用法に係る最終異動日等） 

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のう



ち最も遅い日をいうものとします。 

① 第 15条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものにつ

いては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から

１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機

構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送さ

れたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった

日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、

当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回

満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払

が停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

③ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を

含みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

④ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されてい

ることまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握すること

ができるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないこ

とが確定した日 

17（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に

係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有する

ことになります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の

支払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金

者は、当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替

金債権の支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活

用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁

連に委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差

押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項

による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業

務の委託を受けていること 



② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯

金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに

伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

18．（規定の適用） 

   この規定に定めのない事項については、当信漁連所定の各種貯金規定のほか、現金自

動預入支払機による定期性貯金取引規定により取扱います。 

19．（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の

規定に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

以 上 

（2020.04.01） 



 

 

自由金利型定期貯金「大口定期」規定 

 

１．（貯金の支払時期） 

   自由金利型定期貯金（以下「この貯金」という。）は、通帳（証書表面）記載の満期

日以後に利息とともに支払います。 

２．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日としま

す。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、 

この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ（証書式の場合はこの貯金の証書と引換

えに）、当店で返却します。 

３．（利息） 

（１）この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」とい

う。）および通帳（証書表面）記載の利率（以下「約定利率」という。）によって計

算し、満期日以後にこの貯金とともに支払います。ただし、預入日の２年後の応当日

から預入日の５年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の利息の支払いは次に

よります。 

① 預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応当日

を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日

までの日数および通帳（証書表面）記載の中間利払利率によって計算した中間利払

額（以下「中間払利息」という。）を、利息の一部として、各中間利払日以後に、

あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。 

Ａ 現金で受取る場合には、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印

してこの貯金の通帳（証書）とともに提出してください。 

   Ｂ 貯金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息

の残額は、満期日以後にこの貯金とともに支払います。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日

数および解約日または書替継続日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金

とともに支払います。 

（３）第４条第１項により満期日前に解約する場合および第４条第３項の規定により解約す

る場合には、その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日から解約日の

前日までの日数について次の①、②いずれか低い利率（小数点第４位以下は切捨てま

す。ただし、①の算式により計算した利率が期限前解約日の普通貯金利率を下回ると

きは、期限前解約日の普通貯金利率とします。また、②の算式により計算した利率が

０％を下回るときは０％とします。）によって計算し、この貯金とともに支払います。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数ある

場合は各中間払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を精算します。 

  ① 次の預入期間に応じた利率 

   Ａ 預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日



 

 

としたこの貯金     

ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

    ｂ ６か月以上１年未満  約定利率×５０％ 

    ｃ １年以上３年未満   約定利率×７０％ 

   Ｂ 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当日の前日までの日を満期日と

したこの貯金 

    ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

    ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×２０％ 

    ｃ ２年以上３年未満   約定利率×４０％ 

ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

Ｃ 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当日の前日までの日を満期日と

したこの貯金 

ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

ｃ ２年以上３年未満   約定利率×３０％ 

ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

Ｄ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの貯金 

ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

ｃ ２年以上３年未満   約定利率×２０％ 

ｄ ３年以上４年未満   約定利率×４０％ 

ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

② 次の預入期間に応じた利率 

      （基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

約定利率－ 

               預入日数 

 

なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を通帳（証書表面）記載の満期

日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として

算出した当信漁連所定の利率をいいます。 

（４） この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割りで計算します。 

４．（貯金の解約、書替継続） 

（１）この貯金は、当信漁連がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約すること

はできません。 

（２）この貯金を解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求書（証書式の場

合は証書裏面の受取欄）に届出の印章により記名押印してこの通帳（証書）とともに

当店に提出してください。 

（３）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当し

ない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つ



 

 

 

にでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。

また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不

適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによ

りこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明し

た場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、また

は当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

（４）前２項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受ける

ことについて正当な権限を有することを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の

提示等の手続を求めることがあります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、

この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。 

５．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）この貯金の通帳（証書）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店に届出てください。この届出

の前に生じた損害については、当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を

負いません。 

（２）この貯金の通帳（証書）または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは

通帳（証書）の再発行は、当信漁連所定の手続をした後に行います。この場合、相当

の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

６．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後

見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成

年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場

合も同様にお届けください。 

（２） 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後

見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 



 

 

（３） すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選

任がされているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４） 前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によっ

て当店に届出てください。 

（５） 前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

７．（印鑑照合） 

払戻請求書（この貯金の証書）、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て取扱いましたうえは、それらの書類

につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連

は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳・証書を用

いて行われた不正な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。 

８.（盗難通帳・証書による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し

（以下、本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべて

に該当する場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこ

れに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができ

ます。 

  ① 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われているこ

と 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが

推測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連

は、当信漁連へ通知が行われた日の 30日（ただし、当信漁連に通知することができな

いやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続し

ている期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金

額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象

額」といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該

払戻しが行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に

過失（重過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対

象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳・証書が盗取された日

（通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて

行われた不正な払戻しが最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた

場合には、適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合

には、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること 



 

 

 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用

人によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につ

いて偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれ

に付随して行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行

った額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。

また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場

合も、その受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額

の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行

った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その

他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得

するものとします。 

９．（譲渡、質入れの禁止） 

（１） この貯金および通帳（証書）は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２） 当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の

書式により行います。 

10．（通知等） 

  届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、

延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

11．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１） この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法

の定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する

場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができま

す。なお、この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは

第三者の当信漁連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するため

に質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２） 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序

方法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金

で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に

対する債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたし

ます。 

③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁



 

 

連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定するこ

とができるものとします。 

（３） 第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の

前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺

通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるもの

とします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱い

については当信漁連の定めによるものとします。 

（４） 第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定

めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等に

ついて当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができる

ものとします。 

12（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動

事由として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により

貯金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連が

当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯

金が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」とい

います。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があ

ったこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 自動継続の中止登録 

② 解約時の振替先口座の変更 

③ 姓名や住所等の届出事項の変更 

④ 取扱店舗の変更 

⑤ 相続などによる口座名義人の変更 

(7) 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じ

たこと 

13（休眠預金等活用法に係る最終異動日等） 

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のう

ち最も遅い日をいうものとします。 



 

 

 

① 第 12条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものにつ

いては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から

１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機

構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送さ

れたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった

日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、

当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回

満期日） 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 12条に掲げる異動事由 

Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知

を発したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した

日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預

金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらな

いで返送されたときを除く。）に限ります。 

③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払

が停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を

含みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されてい

ることまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握すること

ができるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないこ

とが確定した日 

⑥ 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の貯金に係る最終異動日等 

14（この取引に係る貯金の最終異動日等） 

この取引における貯金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由（第 13 条

第２項において定める事由をいいます。）が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生

じたものとして取り扱います。 

15（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に

係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有する



 

 

ことになります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の

支払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金

者は、当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替

金債権の支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活

用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁

連に委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差

押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項

による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業

務の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯

金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに

伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

16.（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の

規定に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

以 上 

（2020.04.01） 



自由金利型定期貯金 
「大口定期」（自動解約型）規定 

 

１．（貯金の支払時期） 

  自由金利型定期貯金（以下「この貯金」という。）は、通帳（証書表面）記載の満期日

に自動的に解約し、利息とともに支払います。 

  この場合、元利金はあらかじめ指定された貯金口座に入金するものとします。 

２．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日としま

す。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類

は、この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ（証書式の場合はこの貯金の証書と

引換えに）、当店で返却します。 

３．（利息） 

（１） この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数（以下「約定日数」とい

う。）および通帳（証書表面）記載の利率（以下「約定利率」という。）によって

計算し、満期日以後にこの貯金とともに支払います。ただし、預入日の２年後の応

当日から預入日の５年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の利息の支払い

は次によります。 

① 預入日から満期日の１年前の応当日までの間に到来する預入日の１年ごとの応当日

を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日

までの日数および通帳（証書表面）記載の中間利払利率によって計算した中間利払

額（以下「中間払利息」という。）を、利息の一部として、各中間利払日に、指定

口座に入金します。 

② 中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）を差引いた利息

の残額は、満期日以後にこの貯金とともに支払います。 

（２） この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日

における普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。 

（３） 第４条第１項により満期日前に解約する場合および第４条第３項の規定により解約

する場合には、その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日から解約

日の前日までの日数について次の①、②いずれか低い利率（小数点第４位以下は切

捨てます。ただし、①の算式により計算した利率が期限前解約日の普通貯金利率を

下回るときは、期限前解約日の普通貯金利率とします。また、②の算式により計算

した利率が０％を下回るときは０％とします。）によって計算し、この貯金ととも

に支払います。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額（中間利払日が複数あ

る場合は各中間 払利息の合計額）と期限前解約利息との差額を精算します。 

  ① 次の預入期間に応じた利率 

   Ａ 預入日の１か月後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日

としたこの貯金     

ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

    ｂ ６か月以上１年未満  約定利率×５０％ 



    ｃ １年以上３年未満   約定利率×７０％ 

   Ｂ 預入日の３年後の応当日から預入日の４年後の応当日の前日までの日を満期日と

したこの貯金 

    ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

    ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×２０％ 

    ｃ ２年以上３年未満   約定利率×４０％ 

ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

Ｃ 預入日の４年後の応当日から預入日の５年後の応当日の前日までの日を満期日と

したこの貯金 

ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

ｃ ２年以上３年未満   約定利率×３０％ 

ｄ ３年以上４年未満   約定利率×６０％ 

ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

Ｄ 預入日の５年後の応当日を満期日としたこの貯金 

ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

ｂ ６か月以上２年未満  約定利率×１０％ 

ｃ ２年以上３年未満   約定利率×２０％ 

ｄ ３年以上４年未満   約定利率×４０％ 

ｅ ４年以上５年未満   約定利率×７０％ 

② 次の預入期間に応じた利率 

      約定利率－
（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数）

 預入日数
 

なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を通帳（証書表面）記載の満期日

まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出

した当信漁連所定の利率をいいます。 

（４） この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割りで計算します。 

４．（貯金の解約） 

（１）この貯金は、当信漁連がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約すること

はできません。 

（２）この貯金を第１条の満期日自動解約以外の方法で解約するときは、当信漁連所定の払

戻請求書（証書式の場合は証書裏面の受取欄）に届出の印章により記名押印してこの

通帳（証書）とともに当店に提出してください。 

（３）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当し

ない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つ

にでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。

また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不

適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによ

りこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明し

た場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 



Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、また

は当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

（４）前２項の解約の手続に加え、当該貯金の解約を受けることについて正当な権限を有す

ることを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあ

ります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を

行いません。 

５．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）この貯金の通帳（証書）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店に届出てください。この届出

の前に生じた損害については、当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を

負いません。 

（２）この貯金の通帳（証書）または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは

通帳（証書）の再発行は、当信漁連所定の手続をした後に行います。この場合、相当

の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

６．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後

見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成

年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場

合も同様にお届けください。 

（２） 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後

見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３） すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選

任がされているときにも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４） 前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によっ

て当店に届出てください。 

（５） 前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

７．（印鑑照合） 

払戻請求書（この貯金の証書）、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て取扱いましたうえは、それらの書類に

つき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は



責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳・証書を用い

て行われた不正な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。 

８.（盗難通帳・証書による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し

（以下、本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべて

に該当する場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこ

れに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができ

ます。 

  ① 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われているこ

と 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが

推測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連

は、当信漁連へ通知が行われた日の 30日（ただし、当信漁連に通知することができな

いやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続し

ている期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金

額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象

額」といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該

払戻しが行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に

過失（重過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対

象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳・証書が盗取された日

（通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて

行われた不正な払戻しが最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた

場合には、適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合

には、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用

人によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につ

いて偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれ

に付随して行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行

った額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。

また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場



合も、その受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額

の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行

った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その

他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得

するものとします。 

９．（譲渡、質入れの禁止） 

（１） この貯金および通帳（証書）は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２） 当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の

書式により行います。 

10．（証書の効力） 

  この貯金を証書式により預け入れした場合、満期日に元利金をあらかじめ指定された貯

金口座に入金した後は、この貯金の証書は無効となりますので、直ちに当店に返却して下

さい。 

11．（通知等） 

  届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、

延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

12．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１） この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法

の定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する

場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができま

す。なお、この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは

第三者の当信漁連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するため

に質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２） 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序

方法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金

で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に

対する債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたし

ます。 

③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁

連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定するこ

とができるものとします。 

（３） 第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の

前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺

通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるもの

とします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱い



については当信漁連の定めによるものとします。 

（４） 第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定

めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等

について当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することがで

きるものとします。 

13（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動

事由として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により

貯金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連が

当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯

金が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」とい

います。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があ

ったこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 解約時の振替先口座の変更 

② 姓名や住所等の届出事項の変更 

③ 取扱店舗の変更 

④ 相続などによる口座名義人の変更 

14（休眠預金等活用法に係る最終異動日等） 

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のう

ち最も遅い日をいうものとします。 

① 第 13条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものにつ

いては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から

１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機

構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送さ

れたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった

日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、



当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回

満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払

が停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

③ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を

含みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

④ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されてい

ることまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握すること

ができるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないこ

とが確定した日 

15（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に

係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有する

ことになります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の

支払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金

者は、当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替

金債権の支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活

用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁

連に委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差

押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項

による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業

務の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯

金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに

伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

16.（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の

規定に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

以 上 

（2020.04.01） 



変動金利定期貯金規定 

 

１．（貯金の支払時期） 

  変動金利定期貯金（以下「この貯金」という。）は、通帳（証書表面）記載の満期日以

後に利息とともに支払います。 

２．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日としま

す。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、

この貯金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ（証書式の場合はこの貯金の証書と

引換えに）、当店で返却します。 

３．（利率の変更） 

  この貯金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の６か月ごとの

応当日に、当信漁連所定の基準によって算出した利率に変更するものとします。 

  ただし、この貯金の利率変更の基準について別に定めをしたときは、その定めによるも

のとします。 

４．（利息） 

（１）この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり

支払います。 

① 預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の６か月ごとの応当日を「中間

利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数

（以下「中間利払日数」という。）および通帳（証書表面）記載の中間利払利率（上

記３．により利率を変更したときは、変更後の利率に７０％を乗じた利率。ただし、

小数点第４位以下は切捨てます。）によって計算した中間利払額（以下「中間払利

息」という。）を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された

方法により次のとおり支払います。 

   Ａ  現金で受取る場合には、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章により記名押

印して、この貯金の通帳（証書）とともに提出してください。 

   Ｂ  貯金口座へ振替える場合には、中間利払日に指定口座へ入金します。 

  ②  中間利払日数および通帳（証書表面）記載の利率（上記３．により利率を変更し

たときは、変更後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」という。）によって計

算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率に

よって計算した金額の合計額から中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払

利息の合計額）を差引いた残額を、満期日以後にこの貯金とともに支払います。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日

数および解約日または書替継続日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金と

ともに支払います。 

（３）第６条第１項により満期日前に解約する場合および第６条第３項の規定により解約す

る場合には、その利息は次のとおり支払います。 

  ①  預入日の６か月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の

前日までの日数および解約日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金とと



もに支払います。 

  ②  預入日の６か月後の応当日以降に解約する場合には、解約日までに経過した各中

間利払日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨て、この計算

による利率が解約日における普通貯金利率を下回る場合は普通貯金利率とします。）

によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の

前日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てま

す。）によって計算した金額の合計額（以下「期限前解約利息」という。）を、この

貯金とともに支払います。 

    この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払利息（中間利払日が複数

ある場合は各中間払利息の合計額）との差額を清算します。 

Ａ  預入日の１年後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日と

したこの貯金 

    ａ  ６か月以上１年未満    約定利率×５０％ 

    ｂ  １年以上３年未満      約定利率×７０％ 

Ｂ  預入日の３年後の応当日を満期日としたこの貯金 

ａ  ６か月以上２年未満    約定利率×２０％ 

ｂ  ２年以上３年未満      約定利率×４０％ 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

５．（変動金利定期貯金複利型の利息） 

変動金利定期貯金複利型の利息については、上記４．の規定にかかわらず、次により取

扱います。 

（１）この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および通帳（証書表面）記載

の約定利率によって６か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの貯金とともに支払い

ます。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日

数および解約日または書替継続日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金と

ともに支払います。 

（３）第６条第１項により満期日前に解約する場合および第６条第３項の規定により解約す

る場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応

じた利率（小数点第４位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通貯金

利率を下回る場合は普通貯金利率とします。）によって６か月複利の方法で計算し、こ

の貯金とともに支払います。 

  Ａ  ６か月未満                解約日における普通貯金の利率 

  Ｂ  ６か月以上２年未満        約定利率×２０％ 

  Ｃ ２年以上３年未満       約定利率×４０％ 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

６．（貯金の解約、書替継続） 

（１）この貯金は、当信漁連がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約すること

はできません。 

（２）この貯金を解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求書（証書式の場

合は証書裏面の受取欄）に、届出の印章により記名押印してこの貯金の通帳（証書）と



ともに当店に提出してください。 

（３）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当

しない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの

一つにでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとし

ます。また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続する

ことが不適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をす

ることによりこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明し

た場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、また

は当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

（４）前２項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受ける

ことについて正当な権限を有することを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提

示等の手続を求めることがあります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この

確認ができるまで解約または書替継続を行いません。 

７．（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等） 

（１）この貯金の通帳（証書）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店に届出てください。 

（２）前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、

当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いません。 

（３）この貯金の通帳（証書）または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは

通帳（証書）の再発行は、当信漁連所定の手続をした後に行います。この場合、相当の

期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

８．（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・後見が開始された時には、直ちに成年後見人

等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人

等について、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も同様にお

届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見



人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている時、または任意後見監督人の選任が

されている時にも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって

当店に届出てください。 

（５）前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

９．（印鑑照合） 

  払戻請求書（この貯金の証書）、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て取扱いましたうえは、それらの書類に

つき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は

責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳（証書）を用

いて行われた不正な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。 

10．（盗難通帳（証書）による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳（証書）を用いて行われた不正な払戻

し（以下、本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべて

に該当する場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれ

に付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳（証書）の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われている

こと 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが

推測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連

は、当信漁連へ通知が行われた日の 30 日（ただし、当信漁連に通知することができな

いやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続し

ている期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額

およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」

といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻し

が行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重

過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分

の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳（証書）が盗取された日

（通帳（証書）が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳（証書）を用い

て行われた不正な払戻しが最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた

場合には、適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合

には、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 



   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用

人によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につ

いて偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳（証書）の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ

れに付随して行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行

った額の限度において、第１項に基づく補てんの請求には応じることができません。ま

た、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、

その受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の

限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行

った金額の限度において、盗取された通帳（証書）により不正な払戻しを受けた者その

他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得す

るものとします。 

11．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この貯金および通帳（証書）は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書

式により行います。 

12．（通知等） 

  届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、

延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

13．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１）この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の

定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する場合に

限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、

この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当信漁

連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が

設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序

方法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金で

担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に対す

る債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたし

ます。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁

連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定すること

ができるものとします。 

（３）第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 



  ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の

前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。ただし、利率の変更の際

に店頭に利率が表示されていない場合には、最後に表示された利率を適用するものと

します。 

  ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺

通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものと

します。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いにつ

いては当信漁連の定めによるものとします。 

（４）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定め

があるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等につい

て当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものと

します。 

14（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動

事由として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によ

り貯金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連

が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」

といいます。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越が

あったこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 自動継続の中止登録 

② 解約時の振替先口座の変更 

③ 姓名や住所等の届出事項の変更 

④ 取扱店舗の変更 

⑤ 相続などによる口座名義人の変更 

(7) 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について前各号に掲げるいずれかの事由が生

じたこと 

15（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の

うち最も遅い日をいうものとします。 

① 第 14 条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものにつ



いては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から

１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機

構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送さ

れたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった

日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日と

は、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 14 条に掲げる異動事由 

Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知

を発したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した

日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預

金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらな

いで返送されたときを除く。）に限ります。 

③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払

が停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を

含みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されてい

ることまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握すること

ができるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないこ

とが確定した日 

⑥ 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の貯金に係る最終異動日等 

16（この取引に係る貯金の最終異動日等） 

この取引における貯金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由（第 15

条第２項において定める事由をいいます。）が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が

生じたものとして取り扱います。 

17（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金

に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有

することになります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権

の支払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、

貯金者は、当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金

等代替金債権の支払を受けることができます。 



(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等

活用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当

信漁連に委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差

押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３

項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業

務の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯

金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに

伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

18．（規定の適用） 

  この規定に定めのない事項については、当信漁連所定の各種貯金規定のほか、現金自動

預入支払機による定期性貯金取引規定により取扱います。 

19．（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。この規定の各条項は、金融情勢そ

の他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づい

て変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以  上 

（2020.04.01） 



変動金利定期貯金（自動解約型）規定 

 

１．（貯金の支払時期） 

変動金利定期貯金（以下「この貯金」という。）は、通帳（証書表面）記載の満期日に

自動的に解約し、利息とともに支払います。 

  この場合、元利金はあらかじめ指定された貯金口座に入金するものとします。 

２．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日としま

す。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、

この貯金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ（証書式の場合はこの貯金の証書と

引換えに）、当店で返却します。 

３．（利率の変更） 

この貯金の利率は、預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の６か月ごとの

応当日に当信漁連所定の基準によって算出した利率に変更するものとします。 

ただし、この貯金の利率変更の基準について別の定めをしたときは、その定めによるも

のとします。 

４．（利息） 

（１）この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数について計算し、次のとおり

支払います。 

  ①  預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の６か月ごとの応当日を「中

間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日

数（以下「中間利払日数」という。）および通帳（証書表面）記載の中間利払利率

（上記３．により利率を変更したときは、変更後の利率に７０％を乗じた利率。ただ

し、小数点第４位以下は切捨てます。）によって計算した中間利払額（以下「中間払

利息」という。）を、利息の一部として、各中間利払日に、指定口座へ入金します。

ただし、中間払利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当信漁連所定の

払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの貯金の通帳（証書）とともに提出し

てください。 

  ②  中間利払日数および通帳（証書表面）記載の利率（上記３．により利率を変更し

たときは、変更後の利率。以下これらをそれぞれ「約定利率」という。）によって計

算した金額ならびに最後の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率に

よって計算した金額の合計額から中間払利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払

利息の合計額）を差引いた残額を、満期日にこの貯金とともに支払います。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日に

おける普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。 

（３）第６条第１項により満期日前に解約する場合および第６条第５項の規定により解約す

る場合には、その利息は次のとおり支払います。 

①  預入日の６か月後の応当日の前日までに解約する場合には、預入日から解約日の

前日までの日数および解約日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金とと

もに支払います。 



②  預入日の６か月後の応当日以降に解約する場合には、解約日までに経過した各中

間利払日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨て、この計算

による利率が解約日における普通貯金利率を下回る場合は普通貯金利率とします。）

によって計算した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の

前日までの日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てま

す。）によって計算した金額の合計額（以下「期限前解約利息」という。）を、この

貯金とともに支払います。この場合、期限前解約利息とすでに支払われている中間払

利息（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額）との差額を清算します。 

Ａ  預入日の１年後の応当日から預入日の３年後の応当日の前日までの日を満期日

としたこの貯金 

ａ  ６か月以上１年未満    約定利率×５０％ 

ｂ  １年以上３年未満      約定利率×７０％ 

Ｂ  預入日の３年後の応当日を満期日としたこの貯金 

ａ  ６か月以上２年未満    約定利率×２０％ 

ｂ ２年以上３年未満      約定利率×４０％ 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

５．（変動金利定期貯金複利型の利息） 

変動金利定期貯金複利型の利息については、上記４．の規定にかかわらず、次により取扱

います。 

（１）この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および通帳（証書表面）記載

の約定利率によって６か月複利の方法で計算し、満期日にこの貯金とともに支払います。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日に

おける普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。 

（３）第６条第１項により満期日前に解約する場合および第６条第５項の規定により解約す

る場合には、その利息は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応

じた利率（小数点第４位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通貯金

利率を下回る場合は普通貯金利率とします。）によって６か月複利の方法で計算し、こ

の貯金とともに支払います。 

Ａ  ６か月未満            解約日における普通貯金の利率 

Ｂ  ６か月以上２年未満    約定利率×２０％ 

Ｃ ２年以上３年未満   約定利率×４０％ 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

６．（貯金の解約） 

（１）この貯金は、当信漁連がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約すること

はできません。 

（２）この貯金を上記１．の満期日自動解約以外の方法で解約するときは、当信漁連所定の

払戻請求書（証書式の場合は証書裏面の受取欄）に届出の印章により記名押印してこの

貯金の通帳（証書）とともに当店に提出してください。 

（３）前項の解約の手続に加え、当該貯金の解約を受けることについて正当な権限を有する

ことを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがありま

す。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いま



せん。 

（４）この貯金が証書扱いのときは、満期日に元利金をあらかじめ指定された貯金口座に入

金したあとは、この貯金の証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。 

（５）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当し

ない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つ

にでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。

また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不

適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによ

りこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明し

た場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、また

は当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

 

７．（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等） 

（１）この貯金の通帳（証書）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店に届出てください。 

（２）前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、

当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いません。 

（３）この貯金の通帳（証書）または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは

通帳（証書）の再発行は、当信漁連所定の手続をした後に行います。この場合、相当の

期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

８．（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・後見が開始された時には、直ちに成年後見人

等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人

等について、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も同様にお

届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見

人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 



（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている時、または任意後見監督人の選任が

されている時にも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって

当店に届出てください。 

（５）前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

９．（印鑑照合） 

払戻請求書（この貯金の証書）、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て取扱いましたうえは、それらの書類

につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連

は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳（証書）を

用いて行われた不正な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。 

10．（盗難通帳（証書）による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳（証書）を用いて行われた不正な払戻

し（以下、本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべて

に該当する場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれ

に付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳（証書）の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われている

こと 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが

推測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連

は、当信漁連へ通知が行われた日の 30日（ただし、当信漁連に通知することができな

いやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続し

ている期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額

およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」

といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻し

が行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重

過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分

の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳（証書）が盗取された日

（通帳（証書）が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳（証書）を用い

て行われた不正な払戻しが最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた

場合には、適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合

には、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用



人によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につ

いて偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳（証書）の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ

れに付随して行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行

った額の限度において、第１項に基づく補てんの請求には応じることができません。ま

た、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、

その受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の

限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行

った金額の限度において、盗取された通帳（証書）により不正な払戻しを受けた者その

他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得す

るものとします。 

11．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この貯金および通帳（証書）は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書

式により行います。 

12．（通知等） 

届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、

延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

13．（証書の効力）  

この貯金を証書式により預け入れした場合、満期日に元利金をあらかじめ指定された貯

金口座に入金した後は、この貯金の証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してく

ださい。 

14．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１）この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の

定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する場合に

限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、

この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当信漁

連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が

設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

 ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序

方法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金で

担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に対す

る債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

 ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたし

ます。 

 ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁



連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定すること

ができるものとします。 

（３）第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

 ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の

前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。ただし、利率の変更の際

に店頭に利率が表示されていない場合には、最後に表示された利率を適用するものと

します。 

 ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺

通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものと

します。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いにつ

いては当信漁連の定めによるものとします。 

（４）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定め

があるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等につい

て当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものと

します。 

15（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動

事由として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によ

り貯金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと（当信漁連

が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。）。 

(3) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」

といいます。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(4) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越が

あったこと 

(5) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(6) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 解約時の振替先口座の変更 

② 姓名や住所等の届出事項の変更 

③ 取扱店舗の変更 

④ 相続などによる口座名義人の変更 

16（休眠預金等活用法に係る最終異動日等） 

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の

うち最も遅い日をいうものとします。 

① 第 15条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものにつ



いては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から

１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機

構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送さ

れたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった

日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日と

は、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回

満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払

が停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

③ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を

含みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

④ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されてい

ることまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握すること

ができるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないこ

とが確定した日 

 17（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金

に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有

することになります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権

の支払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、

貯金者は、当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金

等代替金債権の支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等

活用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当

信漁連に委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差

押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３

項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業

務の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯

金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに



伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

18．（規定の適用） 

  この規定に定めのない事項については、当信漁連所定の各種貯金規定のほか、現金自動

預入支払機による定期性貯金取引規定により取扱います。 

19．（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規

定に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以  上 

（2020.04.01） 



積立定期貯金規定 

 

１．（預入れの方法等） 

（１）この貯金は、口座振替の方法により預入れるものとします。 

（２）この貯金は、前項の口座振替のほか現金でも預入れることができます。この場合は、   

必ず通帳をご持参ください。 

（３）積立定期貯金（以下「この貯金」という。）は通帳記載の満期日の１か月前までは自

由式の場合は自由に、定額式の場合は通帳記載の一定金額を預入れることができます。 

（４）この貯金の預入れは１回１円以上とします。 

（５）この貯金の通帳は、当店のほか当信漁連本支店のどこの店舗でも預入れができます。 

２．（口座振替による預入れ） 

（１）この貯金を他の貯金口座からの振替により積み立てる場合は、積立日（積立日が休日

の場合は、翌営業日）に、貯金規定または当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払

戻請求書の提出または小切手の振出しを受けることなく、積立式定期貯金口座振替依頼

書の積立口座欄で指定する口座から、貯金者に通知することなく積立額を引落しのうえ

積立を行います。 

（２）振替日において次のいずれかに該当するときは、通知することなく、その回の振替は

行いません。 

  ① 振替指定口座の貯金残高が振替金額に満たないとき。ただし、振替指定口座に貸越

極度額が設定されている場合はその極度額を超えるとき。 

  ② この貯金について少額貯蓄非課税制度の適用を受けており、振替によりこの口座の

非課税貯蓄の最高限度額を超過することになるとき。 

（３）振替日が休日の場合は、その翌営業日に振替えます。 

（４）振替指定口座、振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する

場合には、あらかじめ当信漁連所定の書面によって当店に届出てください。 

（５）積立定期貯金口座振替契約は、積立定期貯金口座振替依頼書の積立口座欄で指定され

るこの貯金が解約されたとき、または当信漁連所定の書面の届出により積立方法が口座

振替から他の方法に変更されたときに終了するものとします。 

３．（貯金の支払時期） 

この貯金は、満期日以後に利息とともに支払います。 

４．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日としま

す。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、

この貯金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

５．（利息） 

（１）この貯金の利息は、預入金額ごとにその預入日から満期日の前日までの日数について、

預入日現在におけるその期間に応じた当信漁連所定の自由金利型定期貯金（Ｍ型）利率

によって計算します。ただし、契約期間が３年以上の場合には、満期日からさかのぼっ

て２年ごとに利息計算日を定め、その計算日において預入日または前回の利息計算日か

らの期間が１年以上ある預入金額については、預入日または前回の利息計算日における



その期間に応じた当信漁連所定の自由金利型定期貯金（Ｍ型）利率によって利息を計算

のうえ元金に組入れます。 

利率は当信漁連所定の日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れら

れる金額についてはその預入日（すでに預入れられている金額については変更日以後の

利息計算日）から適用します。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日

数について解約日または書替継続日における普通貯金の利率によって計算します。 

（３）当信漁連がやむをえないものと認めてこの貯金を満期日前に解約する場合および第６

条第２項の規定により解約する場合、その利息は、預入金額ごとに預入日（利息を元金

に組入れたときは最後の利息計算日）から解約日の前日までの日数について次の預入期

間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨てます。）によって計算し、この貯金ととも

に支払います。 

①  ６か月未満            解約日における普通貯金の利率 

②  ６か月以上１年未満    上記(1) の適用利率  ×  ５０％ 

③  １年以上３年未満      上記(1) の適用利率  ×  ７０％ 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

６．（貯金の解約、書替継続） 

（１）この貯金を解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章

により記名押印してこの貯金の通帳とともに当店に提出してください。 

（２）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当し

ない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つ

にでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。

また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不

適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによ

りこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明し

た場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、また

は当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 



（３）前２項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受ける

ことについて正当な権限を有することを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提

示等の手続を求めることがあります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この

確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。 

７．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）この貯金の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店に届出てください。 

（２）前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、

当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いません。 

（３）この貯金の通帳または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳の再

発行は、当信漁連所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、ま

た、保証人を求めることがあります。 

８．（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・後見が開始された時には、直ちに成年後見人

等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人

等について、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も同様にお

届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見

人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている時、または任意後見監督人の選任が

されている時にも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって

当店に届出てください。 

（５）前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

９．（印鑑照合） 

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て取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他

の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。なお、

貯金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な支払いの額に相当

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。 

10．（盗難通帳による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、

本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する

場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する

約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが

推測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連

は、当信漁連へ通知が行われた日の 30日（ただし、当信漁連に通知することができな



いやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続し

ている期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額

およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」

といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻し

が行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重

過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分

の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳が盗取された日（通帳が盗

取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最

初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないもの

とします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合

には、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用

人によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につ

いて偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随

して行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行

った額の限度において、第１項に基づく補てんの請求には応じることができません。ま

た、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、

その受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の

限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行

った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三

者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものと

します。 

11．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この貯金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書

式により行います。 

12．（通知等） 

届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、

延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

13．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１）この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の



定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する場合に

限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、

この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当信漁

連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が

設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序

方法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金で

担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に対す

る債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたし

ます。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁

連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定すること

ができるものとします。 

（３）第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。  

  ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の

前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

  ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺

通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものと

します。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いにつ

いては当信漁連の定めによるものとします。 

（４）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定め

があるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等につい

て当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものと

します。 

14（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動

事由として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によ

り貯金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」

といいます。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(3) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと 

(4) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(5) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 自動継続の中止登録 



② 自動入金の振替元口座の変更 

③ 解約時の振替先口座の変更 

④ 目標日または最終満期日の変更 

⑤ 姓名や住所等の届出事項の変更 

⑥ 取扱店舗の変更 

⑦ 相続などによる口座名義人の変更 

15（休眠預金等活用法に係る最終異動日等） 

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の

うち最も遅い日をいうものとします。 

① 第 14条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものにつ

いては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から

１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機

構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送さ

れたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった

日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日と

は、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回

満期日） 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 14条に掲げる異動事由 

Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知

を発したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した

日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預

金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらな

いで返送されたときを除く。）に限ります。 

③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払

が停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を

含みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されてい

ることまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握すること

ができるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないこ

とが確定した日 

 

16（休眠預金等代替金に関する取扱い） 



(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金

に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有

することになります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権

の支払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、

貯金者は、当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金

等代替金債権の支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等

活用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当

信漁連に委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差

押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３

項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業

務の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯

金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに

伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

17．（規定の適用） 

この規定に定めのない事項については、当信漁連所定の各種貯金規定のほか、現金自動

預入支払機による定期貯金取引規定により取扱います。 

18．（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規

定に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以  上 

（2020.04.01） 



新型積立定期貯金規定 

 

１．（貯金の預入等） 

（１）この貯金は、口座振替の方法により預入れるものとします。 

（２）この貯金は、前項の口座振替のほか現金でも預入れることができます。この場合は、

必ず通帳をご持参ください。 

（３）この貯金の預け入れは、１回 100円以上１円単位とします。 

（４）この貯金は、あらかじめご指定の債権の利金、償還金を、口座振替、口座振込により

預入できます。 

（５）この貯金は、現金に限り当信漁連本支店のどこの店舗でも預入れることができます。 

２．（口座振替による預入れ） 

（１）この貯金を他の貯金口座からの振替により積み立てる場合は、積立日（積立日が休日

の場合は、翌営業日）に、貯金規定または当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払

戻請求書の提出または小切手の振出しを受けることなく、積立定期貯金口座振替依頼書

の積立口座欄で指定する口座から、貯金者に通知することなく積立額を引落しのうえ積

立を行います。 

（２）振替日において次のいずれかに該当するときは、通知することなく、その回の振替は

行いません。 

  ① 振替指定口座の貯金残高が振替金額に満たないとき。ただし、振替指定口座に貸越

極度額が設定されている場合はその極度額を超えるとき。 

  ② この貯金について少額貯蓄非課税制度の適用を受けており、振替によりこの口座の

非課税貯蓄の最高限度額を超過することになるとき。 

（３）振替日が休日の場合は、その翌営業日に振替えます。 

（４）振替指定口座、振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する

場合には、あらかじめ当信漁連所定の書面によって当店に届出てください。 

（５）積立定期貯金口座振替契約は、積立定期貯金口座振替依頼書の積立口座欄で指定され

るこの貯金が解約されたとき、または当信漁連所定の書面の届出により積立方法が口

座振替から他の方法に変更されたときに終了するものとします。 

３．（証券類の受入れ） 

（１）小切手その他の証券類を受け入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とし

ます。 

（２）受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、

この通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、当店で返却します。 

４．（貯金の種類、期間、継続の方法、支払時期等） 

この貯金の預入れ、および継続は、貯金口座に対してあらかじめ指定をうけた種類、課

税区分により次のとおり取り扱います。 

（１）継続式（複利） 

  ① この貯金は、預入れ（第２号に規定する継続を含む。）のつど、預入日の１年後の

応当日を据置期間満了日、預入日の３年後の応当日を満期日とする、１口ごとの自由

金利型期日指定定期貯金（以下、「期日指定定期貯金」という。）として預入れるも

のとします。 



  ② この貯金（一部解約後の残りの貯金を含む。）は、継続の停止または解約の申出の

ない限り満期日にその元利金の合計をもって、前回と同じ期日指定定期貯金に自動的

に継続します。この場合、満期日を同一とする複数の貯金の元利金はこれを合算した

金額をもって１口の期日指定定期貯金として継続します。継続された貯金についても

以後同様とします。 

  ③ 継続を停止するときは、満期日（継続したときはその満期日）までにその旨を申し

出てください。この申し出があったときは、この貯金は満期日以降に支払います。 

  ④ この貯金の満期日は預入日から１年経過した後は指定することができます。この場

合、当店に対してその１か月前までに通知を必要とします。この通知があったときは、

この貯金は指定後の満期日以後に支払います。ただし、指定後の満期日から１か月経

過しても解約されなかった場合（解約されないまま３年後の応当日が到来した場合を

含む。）は、満期日の指定はなかったものとします。なお、１口の貯金の一部につい

て満期日を指定する場合の金額は１万円以上とします。 

（２）継続式（２年） 

  ① この貯金は、預入れ（第２号に規定する継続を含む。）のつど、預入日の２年後の

応当日を満期日とする、１口ごとの自由金利型定期貯金（Ｍ型）として預入れるもの

とします。 

  ② この貯金（一部解約後の残りを含む。）は、継続の停止または解約の申出のない限

り満期日にその元利金の合計額をもって、前回と同じ自由金利型定期貯金（Ｍ型）に

自動的に継続します。 

    この場合、満期日を同一とする複数の貯金の元利金はこれを合算した金額をもって

１口の自由金利型定期貯金（Ｍ型）として継続します。継続された貯金についても以

後同様とします。 

  ③ 継続を停止するときは、満期日（継続したときはその満期日）までにその旨を申し

出てください。この申し出があったときは、この貯金は満期日以降に支払います。 

  ④ この貯金は満期日を指定することができます。この場合、当店に対して随時通知を

必要とします。この通知があったときは、この貯金は指定後の満期日以後に支払いま

す。 

（３）目標日指定式（複利） 

契約日からこの通帳記載の目標日の前日までの期間において次の通り取扱います。な

お、この貯金は目標日の１か月前まで預入れることができます。この貯金は目標日以後

に支払います。 

  ① 預入れ（第２号に規定する継続を含む。）のつど、次の各々の定期貯金とします。 

   Ａ 預入日（または継続日）から目標日までの期間が３年１か月以上の場合 

    ………３年後の応当日を満期日とする期日指定定期貯金 

   Ｂ 預入日（または継続日）から目標日までの期間が３年を超え３年１か月未満の場    

合 

    ………１年後の応当日を満期日とする自由金利型定期貯金（Ｍ型） 

   Ｃ 預入日（または継続日）から目標日までの期間が１年以上３年以下の場合 

    ………目標日を満期日とする期日指定定期貯金 

   Ｄ 預入日（または継続日）から目標日までの期間が１か月以上１年未満の場合 



    ………目標日を満期日とする自由金利型定期貯金（Ｍ型） 

  ② 第１号Ａ、Ｂで預入れた期日指定定期貯金および自由金利型定期貯金（Ｍ型）は、

満期日にその元利合計額をもって第１号に規定する定期貯金として継続します。この

場合、満期日を同一とする複数の定期貯金の元利金は、これらを合算した金額をもっ

て１口の定期貯金として継続します。継続された貯金についても以後同様とします。 

  ③ この貯金に受入れた期日指定定期貯金、１年後の応当日を満期日とする自由金利型

定期貯金（Ｍ型）の継続を停止するときは第１項第３号の規定によります。 

  ④ この貯金に受入れた期日指定定期貯金の満期日を変更するときは、第１項第４号の

規定によります。 

（４）目標日指定式（２年） 

契約日からこの通帳記載の目標日の前日までの期間において次の通り取扱います。な

お、この貯金は目標日の１か月前まで預入れることができます。この貯金は目標日以後

に支払います。 

  ① 預入れ（第２号に規定する継続を含む。）のつど、次の各々の定期貯金とします。 

   Ａ 預入日（または継続日）から目標日までの期間が２年１か月以上の場合 

    ………２年後の応当日を満期日とする自由金利型定期貯金（Ｍ型） 

   Ｂ 預入日（または継続日）から目標日までの期間が２年を超え２年１か月未満の場    

合 

    ………１年後の応当日を満期日とする自由金利型定期貯金（Ｍ型） 

   Ｃ 預入日（または継続日）から目標日までの期間が１年以上３年以下の場合 

    ………目標日を満期日とする自由金利型定期貯金（Ｍ型） 

   Ｄ 預入日（または継続日）から目標日までの期間が１か月以上１年未満の場合 

    ………目標日を満期日とする自由金利型定期貯金（Ｍ型） 

  ② 第１号Ａ、Ｂで預入れた自由金利型定期貯金（Ｍ型）は、満期日にその元利合計額

をもって第１号に規定する定期貯金として継続します。この場合、満期日を同一とす

る複数の定期貯金（子定期含む）の元利金は、これらを合算した金額をもって１口の

定期貯金として継続します。継続された貯金についても以後同様とします。 

  ③ この貯金に受入れた１年後の応当日を満期日とする自由金利型定期貯金（Ｍ型）の

継続を停止するときは第２項第３号の規定によります。 

５．（利息） 

（１）この貯金の利息は、次の通り計算します。なお、継続式（２年）および目標日指定式

（２年）は自由金利型定期貯金（Ｍ型）の場合のみとなります。 

  ① 預入金額ごとの貯金が期日指定定期貯金の場合 

    預入金額ごとにその預入日（継続をしたときはその継続日）から満期日の前日まで

の日数（以下「約定日数」という。）について、預入日（継続をしたときはその継続

日）現在における当信漁連所定の期日指定定期貯金利率によって１年複利の方法で計

算します。 

  ② 預入金額ごとの貯金が自由金利型定期貯金（Ｍ型）の場合 

    預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当信漁連所定の自由金利型

定期貯金（Ｍ型）利率によって計算します。 

  ③ 第１号・第２号の利率は、当信漁連所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新



利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日（すでに預けられている

金額については、変更日以後最初に継続される日）から適用します。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日

数について解約日または書替継続日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金

とともに支払います。 

（３）当信漁連がやむをえないものと認めて満期日前にこの貯金を解約する場合および第６

条第４項の規定により解約する場合、その利息は次の通り計算し、この貯金とともに支

払います。 

  ① 預入金額ごとの貯金が期日指定定期貯金の場合 

    預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継続日）から解約日の前日までの

日数について次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切り捨てます。）によ

って１年複利の方法により計算します。 

Ａ  ６か月未満……………………解約日における普通貯金の利率 

Ｂ  ６か月以上１年未満…………当信漁連所定の「２年以上３年」の利率×４０％ 

Ｃ  １年以上２年未満……………当信漁連所定の「１年以上２年未満」の利率 

Ｄ ２年以上………………………当信漁連所定の「２年以上３年未満」の利率 

② 預入金額ごとの貯金が自由金利型定期貯金（Ｍ型）の場合 

  預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じ

た利率（小数点第４位以下は切り捨てます。）によって計算します。 

 Ａ ６か月未満……………………解約日における普通貯金の利率 

 Ｂ ６か月以上１年未満…………第１項第２号の適用利率×５０％ 

 Ｃ １年以上………………………第１項第２号の適用利率×７０％ 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年３６５日として日割で計算します。 

６．（貯金の解約、書替継続） 

（１）この貯金を解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章

により記名押印してこの貯金の通帳とともに提出してください。 

（２）１口ごとの貯金を指定することなく、この貯金口座の残高の一部に相当する金額の払

戻請求書があった時は、解約元金が払戻請求書記載の金額に達するまでこの貯金を１口

ごとに順次解約いたします。 

解約する順序は特に指定のない限り、預入日（継続した時はその継続日）から解約日

までの日数の多いものからとします。ただし、継続式（２年）および目標日指定式（２

年）については、通帳全解約あるいは、個別ごとの定期貯金の解約となります。 

（３）前項の順序で最後に解約することになった１口の貯金は、期日指定定期貯金で残元金

が１万円未満となる場合および期日指定定期貯金以外の場合、一部解約は行わず全額を

解約いたします。 

（４）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当し

ない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一に

でも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。ま

た、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不適

切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知することによりこ

の貯金口座を解約することができるものとします。 



 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明し

た場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、また

は当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

（５）前４項の解約または書換継続の手続に加え、当該貯金の解約または書換継続を受ける

ことについて正当な権限を有することを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提

示等の手続を求めることがあります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この

確認ができるまでは解約または書換継続を行いません。 

７．（非課税限度額超過時の取扱い） 

  この貯金口座について、小額貯金非課税制度の適用を受けている場合で次のいずれかに

該当するときは、通知することなく新たに口座（以下「別口座」という。）を開設のうえ

（すでに別口座が開設されている場合は当該口座に）その振替金額または利息額を入金し

ます（個人用のみ）。 

（１）口座振替による預入れでこの口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなると

き。 

（２）第５条第１項の規定により、利息の組入れによってこの口座の非課税貯蓄の最高限度

額を超過することとなるとき。なお、別口座についてもこの通帳記載の他の規定は適用

されるものとし、この貯金口座の届出印鑑を兼用するものとします。 

８．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）この貯金の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店に届出てください。 

（２）前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、

当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いません。 

（３）この貯金の通帳または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳の再

発行は、当信漁連所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、ま

た、保証人を求めることがあります。 

９．（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・後見が開始された時には、直ちに成年後見人

等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人



等について、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も同様にお

届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見

人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている時、または任意後見監督人の選任が

されている時にも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって

当店に届出てください。 

（５）前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

10．（印鑑照合） 

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て取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他

の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。なお、

貯金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な支払いの額に相当

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。 

11．（盗難通帳による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、

本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する

場合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する

約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが

推測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連

は、当信漁連へ通知が行われた日の 30日（ただし、当信漁連に通知することができな

いやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続し

ている期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額

およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」

といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻し

が行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重

過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分

の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳が盗取された日（通帳が盗

取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最

初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないもの

とします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合

には、当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること 



   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用

人によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につ

いて偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随

して行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行

った額の限度において、第１項に基づく補てんの請求には応じることができません。ま

た、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、

その受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の

限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行

った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三

者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものと

します。 

12．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この貯金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書

式により行います。 

13．（貯金明細通知等） 

この貯金の明細（金額、満期日、利率）等については、未記帳がある取引先に対し、年

２回通知いたします。なお、届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付

書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達

したものとみなします。 

14．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１）この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法の

定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する場合に

限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、

この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当信漁

連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が

設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序

方法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金で

担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に対す

る債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたし

ます。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁



連は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定すること

ができるものとします。 

（３）第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。  

  ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の

前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

  ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺

通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものと

します。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いにつ

いては当信漁連の定めによるものとします。 

（４）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定め

があるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等につい

て当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものと

します。 

15（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動

事由として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によ

り貯金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この

貯金が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」

といいます。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(3) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと 

(4) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(5) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 自動継続の中止登録 

② 自動入金の振替元口座の変更 

③ 解約時の振替先口座の変更 

④ 目標日または最終満期日の変更 

⑤ 姓名や住所等の届出事項の変更 

⑥ 取扱店舗の変更 

⑦ 相続などによる口座名義人の変更 

16（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の

うち最も遅い日をいうものとします。 

① 第 15条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものにつ

いては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を



発した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から

１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機

構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送さ

れたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった

日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日と

は、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回

満期日） 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 15条に掲げる異動事由 

Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知

を発したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した

日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預

金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらな

いで返送されたときを除く。）に限ります。 

③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払

が停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を

含みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されてい

ることまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握すること

ができるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないこ

とが確定した日 

17（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金

に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有

することになります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権

の支払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、

貯金者は、当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金

等代替金債権の支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等

活用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当

信漁連に委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差

押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３

項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 



① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業

務の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯

金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに

伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

18．（規定の適用） 

この規定に定めのない事項については、当信漁連所定の各種貯金規定のほか、現金自動

預入支払機による定期性貯金取引規定により取扱います。 

19．（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規

定に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以  上 

（2020.04.01） 



漁協積立貯金（Ⅰ型）規定 

＜自動継続積立定期貯金規定＞ 

 

１．（預入れの方法等） 

（１）この貯金は、口座振替の方法により預入れるものとします。 

（２）この貯金は、前項の口座振替のほか現金でも預入れることができます。この場合は、必

ず通帳をご持参ください。 

（３）漁協積立貯金（Ⅰ型）＜自動継続積立定期貯金＞（以下「この貯金」という）は、通帳

記載の満期日の前営業日までは自由に預入れることができます。 

（４）この貯金の預入れは 1 回 1円以上とします。預入れのときは必ずこの通帳を持参して

ください。 

（５）この貯金の通帳は、当店のほか当信漁連本支店のどこの店舗でも預入れができます。 

２．（口座振替による預入れ） 

（１）この貯金を他の貯金口座からの振替により積み立てる場合は、積立日（積立日が休日の

場合は、翌営業日）に、貯金規定または当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請

求書の提出または小切手の振出しを受けることなく、積立式定期貯金口座振替依頼書の積

立口座欄で指定する口座から、貯金者に通知することなく積立額を引落しのうえ積立を行

います。 

（２）振替日において次のいずれかに該当するときは、通知することなく、その回の振替は行

いません。 

  ① 振替指定口座の貯金残高が振替金額に満たないとき。ただし、振替指定口座に貸越極

度額が設定されている場合はその極度額を超えるとき。 

  ② この貯金について少額貯蓄非課税制度の適用を受けており、振替によりこの口座の非

課税貯蓄の最高限度額を超過することになるとき。 

（３）振替日が休日の場合は、その翌営業日に振替えます。 

（４）振替指定口座、振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する場

合には、あらかじめ当信漁連所定の書面によって当店に届出てください。 

（５）自動継続積立定期貯金口座振替契約は、積立定期貯金口座振替依頼書の積立口座欄で指

定されるこの貯金が解約されたとき、または当信漁連所定の書面の届出により積立方法が

口座振替から他の方法に変更されたときに終了するものとします。 

３．（自動継続） 

（１）この貯金は、通帳記載の満期日に前回の同一の期間のこの貯金に自動的に継続し、満期

日までの預入金および利息の合計金額を継続後のこの貯金の預入金とします。 

   継続された貯金についても上記１．のとおり預入れ、同様に自動的に継続します。 

（２）継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにその旨を申出て

ください。 

４．（貯金の支払時期） 

  この貯金は満期日以後に利息とともに支払います。 

５．（証券類の受入れ） 

 (1) この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに

取立のできるもの（以下「証券類」という。）を受け入れます。 

 (2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじ



め補充してください。当信漁連は白地を補充する義務を負いません。 

 (3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。 

 (4) 手形、小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の

金額によって取り扱います。 

 (5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じ

てその取立手数料をいただきます。 

６．（利息） 

（１）この貯金の利息は、預入金額ごとにその預入日（継続をしたときはその継続日）から満

期日の前日までの日数および通帳記載の利率によって計算し、満期日に支払います。ただ

し、預入日から満期日までの期間が１か月未満となる場合は、預入日における普通貯金利

率によって計算します。利率は当信漁連所定の日に変更します。この場合、新利率は、変

更日以後に預入れられる金額についてはその預入日（すでに預入れられている金額につい

ては変更日以後の利息計算日）から適用します。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について解約日に

おける普通貯金の利率によって計算します。 

（３）当信漁連がやむをえないものと認めてこの貯金を満期日前に解約する場合および第７条

第２項の規定により解約する場合、その利息は、預入金額ごとに預入日（継続をしたとき

は最後の継続日）から解約日の前日までの日数について次の預入金額に応じた方法によっ

て計算し、この貯金とともに支払います。 

  ア．預入金額が 1,000 万円未満の場合 

    次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨て、この計算による利率が解約

日における普通貯金利率を下回る場合は普通貯金利率とします。）によって計算する。 

    ①  ６か月未満            解約日における普通貯金の利率 

    ②  ６か月以上１年未満    上記(1) の適用利率  ×  ５０％ 

  イ．預入金額が 1,000 万円以上の場合 

     預入日から解約日の前日までの日数について次のＡ、Ｂいずれか低い利率（小数点第

４位以下は切捨てます。ただし、Ｂの算式により計算した利率が０％を下回るときは

０％とします。）によって計算し、この貯金とともに支払います。 

       Ａ 次の預入期間に応じた利率 

       ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

       ｂ ６か月以上１年未満  約定利率×５０％ 

      Ｂ 次の預入期間に応じた利率 

 

 

 

    なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を通帳記載の満期日（継続をした時は

その満期日）まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準と

して算出した当信漁連所定の利率をいいます。 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

７．（貯金の解約、書替継続） 

（１）この貯金を解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章に

より記名押印してこの貯金の通帳とともに当店に提出してください。 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

預入日数          
約定日数－ 



（２）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当しな

い場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つにで

も該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、

前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不適切であ

る場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金

口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した

場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または

当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

（３）前２項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受けるこ

とについて正当な権限を有することを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示等

の手続を求めることがあります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認が

できるまでは解約または書替継続を行いません。 

８．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）この貯金の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店に届出てください。 

（２）前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当

信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いません。 

（３）この貯金の通帳または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳の再発

行は、当信漁連所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、

保証人を求めることがあります。 

９．（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・後見が開始された時には、直ちに成年後見人等

の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等に

ついて、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も同様にお届けく

ださい。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人

の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている時、または任意後見監督人の選任がさ



れている時にも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当

店に届出てください。 

（５）前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

10．（印鑑照合） 

  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て取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事

故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。なお、貯金

者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な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。 

11．（盗難通帳による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、

本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する場

合、貯金者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定

利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推

測される事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連は、

当信漁連へ通知が行われた日の 30日（ただし、当信漁連に通知することができないやむ

をえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間

を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに

付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」といいます。）

を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことに

ついて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失（重過失を除く）がある

ことを当信漁連が証明した場合は、当信漁連は補てん対象額の４分の３に相当する金額を

補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳が盗取された日（通帳が盗取

された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に

行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとしま

す。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合に

は当信漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のい

ずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人

によって行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項につい

て偽りの説明を行ったこと 

  ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随し



て行われたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行っ

た額の限度において、第１項に基づく補てんの請求には応じることができません。また、

貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その

受けた限度において同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限

度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行っ

た金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に

対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 

12．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この貯金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書式

により行います。 

13．（通知等） 

届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、延

着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

14．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１）第３条にかかわらず、この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協

同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務

と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することがで

きます。なお、この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第

三者の当信漁連に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等

の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方

法を指定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金で担保

される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に対する債務

である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたしま

す。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁連

は遅滞なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することがで

きるものとします。 

（３）第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

  ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の前

日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。 

  ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通

知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものとしま

す。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては

当信漁連の定めによるものとします。 

（４）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めが



あるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当

信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

15（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等

に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由

として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯

金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯金

が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいま

す。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(3) 貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと 

(4) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(5) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 自動継続の中止登録 

② 自動入金の振替元口座の変更 

③ 解約時の振替先口座の変更 

④ 目標日または最終満期日の変更 

⑤ 姓名や住所等の届出事項の変更 

⑥ 取扱店舗の変更 

⑦ 相続などによる口座名義人の変更 

16（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  

(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち

最も遅い日をいうものとします。 

① 第 15条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについ

ては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発

した日。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か

月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に通

知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたとき

を除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日 

(2) 第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次

の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当

該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回満

期日） 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 15条に掲げる異動事由 



Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を

発したこと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日か

ら１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険

機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送

されたときを除く。）に限ります。 

③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が

停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含

みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されている

ことまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握することがで

きるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確

定した日 

17（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係

る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有すること

になります。 

(2) 前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支

払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金者は、

当信漁連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の

支払を受けることができます。 

(3) 貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用

法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁連に

委任します。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押

えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項に

よる休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務

の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯金

債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴

い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

18．（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定

に基づいて変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその

他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

以  上 

（2020.04.01） 



漁協積立貯金（Ⅱ型）規定 

＜自動継続積立定期貯金規定＞ 

 

１．（預入れの方法等） 

（１）この貯金は、口座振替の方法により預入れるものとします。 

（２）この貯金は、前項の口座振替のほか現金でも預入れることができます。この場合は、必ず通帳

をご持参ください。 

（３）漁協積立貯金（Ⅱ型）＜自動継続積立定期貯金＞（以下「この貯金」という）は、通帳記載の

一定金額を預入れるとともに、満期日の前営業日までは自由に預入れることもできます。 

（４）この貯金の預入れは 1回 1円以上とします。 

（５）この貯金の通帳は、当店のほか当信漁連本支店のどこの店舗でも預入れができます。 

２．（口座振替による預入れ） 

（１）この貯金を他の貯金口座からの振替により積み立てる場合は、積立日（積立日が休日の場合は、

翌営業日）に、貯金規定または当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出ま

たは小切手の振出しを受けることなく、積立式定期貯金口座振替依頼書の積立口座欄で指定す

る口座から、貯金者に通知することなく積立額を引落しのうえ積立を行います。 

（２）振替日において次のいずれかに該当するときは、通知することなく、その回の振替は行いませ

ん。 

  ① 振替指定口座の貯金残高が振替金額に満たないとき。ただし、振替指定口座に貸越極度額が

設定されている場合はその極度額を超えるとき。 

  ② この貯金について少額貯蓄非課税制度の適用を受けており、振替によりこの口座の非課税貯

蓄の最高限度額を超過することになるとき。 

（３）振替日が休日の場合は、その翌営業日に振替えます。 

（４）振替指定口座、振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する場合には、

あらかじめ当信漁連所定の書面によって当店に届出てください。 

（５）自動継続積立定期貯金口座振替契約は、積立定期貯金口座振替依頼書の積立口座欄で指定され

るこの貯金が解約されたとき、または当信漁連所定の書面の届出により積立方法が口座振替か

ら他の方法に変更されたときに終了するものとします。 

３．（自動継続） 

（１）この貯金は、通帳記載の満期日に前回の同一の期間のこの貯金に自動的に継続し、満期日まで

の預入金および利息の合計金額を継続後のこの貯金の預入金とします。 

   継続された貯金についても上記１．のとおり預入れ、同様に自動的に継続します。 

（２）継続を停止するときは、満期日（継続をしたときはその満期日）までにその旨を申出てくださ

い。 

４．（貯金の支払時期） 

（１）この貯金は満期日以後に利息とともに支払います。 

（２）この貯金の一部について支払期日を定める場合には、預入月日（継続月日）の１か月後の応当

月日から預入月日（継続月日）の前日までの任意の月日を指定することができます。 

   指定するときは、当店に次回継続日までに通知が必要となります。通知により次回継続日以降

から毎年指定月日に指定金額を利息とともに支払います。 

５．（証券類の受入れ） 

（１）この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立の



できるもの（以下「証券類」という。）を受け入れます。 

（２）手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらかじめ補充

してください。当信漁連は白地を補充する義務を負いません。 

（３）証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。 

（４）手形、小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額に

よって取り扱います。 

（５）証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取

立手数料をいただきます。 

６．（利息） 

（１）この貯金の利息は、預入金額ごとにその預入日（継続をしたときはその継続日）から満期日の

前日までの日数および通帳記載の利率によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日

から満期日までの期間が１か月未満となる場合は、預入日における普通貯金利率によって計算

します。利率は当信漁連所定の日に変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れら

れる金額についてはその預入日（すでに預入れられている金額については変更日以後の利息計

算日）から適用します。 

（２）この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について解約日における

普通貯金の利率によって計算します。 

（３）当信漁連がやむをえないものと認めてこの貯金を満期日前に解約する場合および第７条第２項

の規定により解約する場合、その利息は、預入金額ごとに預入日（継続をしたときは最後の継

続日）から解約日の前日までの日数について次の預入金額に応じた方法によって計算し、この

貯金とともに支払います。 

  ア．預入金額が 1,000万円未満の場合 

    次の預入期間に応じた利率（小数点第４位以下は切捨て、この計算による利率が解約日にお

ける普通貯金利率を下回る場合は普通貯金利率とします。）によって計算する。 

    ①  ６か月未満            解約日における普通貯金の利率 

    ②  ６か月以上１年未満    上記(1) の適用利率  ×  ５０％ 

  イ．預入金額が 1,000 万円以上の場合 

     預入日から解約日の前日までの日数について次のＡ、Ｂいずれか低い利率（小数点第４位

以下は切捨てます。ただし、Ｂの算式により計算した利率が０％を下回るときは０％としま

す。）によって計算し、この貯金とともに支払います。 

       Ａ 次の預入期間に応じた利率 

       ａ ６か月未満      解約日における普通貯金の利率 

       ｂ ６か月以上１年未満  約定利率×５０％ 

      Ｂ 次の預入期間に応じた利率 

 

 

  

    なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を通帳記載の満期日（継続をした時はその満

期日）まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した

当信漁連所定の利率をいいます。 

（４）この貯金の付利単位は１円とし、１年を３６５日として日割で計算します。 

７．（貯金の解約、書替継続） 

（基準利率－約定利率）×（約定日数－預入日数） 

預入日数          
約定利率－ 



（１）この貯金を解約または書替継続するときは、当信漁連所定の払戻請求書に届出の印章により記

名押印してこの貯金の通帳とともに当店に提出してください。 

（２）この貯金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当しない場合

に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一つにでも該当する

場合には、当信漁連はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次

の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不適切である場合には、当信漁

連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金口座を解約することがで

きるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明した場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または当信

漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

（３）前２項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受けることにつ

いて正当な権限を有することを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示等の手続を求

めることがあります。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解

約または書替継続を行いません。 

８．（届出事項の変更、通帳の再発行等） 

（１）この貯金の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店に届出てください。 

（２）前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当信漁連

に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いません。 

（３）この貯金の通帳または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、

当信漁連所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求

めることがあります。 

９．（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・後見が開始された時には、直ちに成年後見人等の氏名

その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、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も同様にお届けください。 

（２）家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名

その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。 

（３）すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている時、または任意後見監督人の選任がされてい



る時にも、前２項と同様に、当店に届出てください。 

（４）前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届

出てください。 

（５）前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

10．（印鑑照合） 

  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

違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても

そのために生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合

には、盗取された通帳を用いて行われた不正な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。 

11．（盗難通帳による払戻し等） 

（１）貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し（以下、本条に

おいて「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者

は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手

数料に相当する金額の補てんを請求することができます。 

  ① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

  ② 当信漁連の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること 

  ③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測され

る事実を確認できるものを示していること 

（２）前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当信漁連は、当信

漁連へ通知が行われた日の 30日（ただし、当信漁連に通知することができないやむをえない事

情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数と

します。）前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息な

らびに手数料に相当する金額（以下「補てん対象額」といいます。）を前条本文にかかわらず

補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当信漁連が善意かつ

無過失であり、かつ、貯金者に過失（重過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、

当信漁連は補てん対象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

（３）前２項の規定は第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳が盗取された日（通帳が盗取された

日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた

日。）から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 

（４）第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合には当信

漁連は補てんしません。 

  ① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか

に該当すること 

   Ａ 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によっ

て行われたこと 

   Ｃ 貯金者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項について偽り

の説明を行ったこと 

  ② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行わ

れたこと 

（５）当信漁連が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の



限度において、第１項に基づく補てんの請求には応じることができません。また、貯金者が、

当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度にお

いて同様とします。 

（６）当信漁連が第２項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度にお

いて、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。 

（７）当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを行った金額

の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金

者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 

12．（譲渡、質入れの禁止） 

（１）この貯金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。 

（２）当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の書式により

行います。 

13．（通知等） 

届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、延着しま

たは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

14．（保険事故発生時における貯金者からの相殺） 

（１）第３条にかかわらず、この貯金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合

貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する

場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、

この貯金に、貯金者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当信漁連に対

する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されてい

る場合にも同様の取扱いとします。 

（２）前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指

定のうえ、通帳は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務が

ある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当信漁連に対する債務である場合には、貯

金者の保証債務から相殺されるものとします。 

  ② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いたします。 

  ③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信漁連は遅滞

なく異議を述べ，担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとし

ます。 

（３）第１項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。 

  ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到達した日の前日まで

として、利率は約定利率を適用するものとします。 

  ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当

信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるものとします。また、借

入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当信漁連の定めによ

るものとします。 

（４）第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあると

きには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当信漁連の承

諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 

15（休眠預金等活用法に係る異動事由） 



当信漁連は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る

資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動事由として取り扱

います。 

（１）引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額

に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

（２）貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと（この貯金が休

眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において「公告」といいます。）の

対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる貯金であるかの該当性 

② 貯金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

（３）貯金者等からの申し出にもとづく貯金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと 

（４）貯金者等からの残高の確認があったこと 

（５）貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 自動継続の中止登録 

② 自動入金の振替元口座の変更 

③ 解約時の振替先口座の変更 

④ 目標日または最終満期日の変更 

⑤ 姓名や住所等の届出事項の変更 

⑥ 取扱店舗の変更 

⑦ 相続などによる口座名義人の変更 

16（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  

（１）この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も

遅い日をいうものとします。 

① 第 15条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、

貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発した日。

ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経過した場

合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれ

か遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この貯金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった日 

（２）第１項第２号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各

号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に

掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの貯金にあっては、初回満期日） 

② 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと 当該事由が生じた期間の満期日 

Ａ 第 15条に掲げる異動事由 

Ｂ 当信漁連が貯金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通知を発した

こと。ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から１か月を経

過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預金保険機構に通知した日の

うちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除く。）に限

ります。 



③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止さ

れたこと 当該支払停止が解除された日 

④ この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みま

す。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 

⑤ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることま

たは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握することができるものに限

ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日 

17（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

（１）この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債

権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになりま

す。 

（２）前項の場合、貯金者等は、当信漁連を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を

請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したときは、貯金者は、当信漁

連に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受け

ることができます。 

（３）貯金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第

７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当信漁連に委任しま

す。 

① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまた

は国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

（４）当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第３項による

休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託

を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当信漁連に対して有していた貯金債権を

取得する方法によって支払うこと 

（５）本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本

契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

18．（規定の変更等） 

（１）この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、金融情

勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて

変更するものとします。 

（２）前項によるこの規定の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以  上 

（2020.04.01） 

 



定期積金規定 

 

１．（掛金の払込み） 

(1) この積金は、通帳（証書表面）記載の払込日に掛金を払込みください。払込みのと

きは必ずこの通帳（証書）を持参してください。 

(2) この積金は、当店のほか当信漁連のどこの店舗でも預入れができます。 

２．（口座振替による掛金の払込み） 

(1) この積金は、あらかじめ指定された貯金口座からの振替により掛金を払い込むこと

ができます。この場合は、あらかじめ当信漁連所定の書面によって当店に届出てくださ

い。 

(2) この貯金の掛込日（掛込日が休日の場合は、翌営業日）に、掛込口座欄で指定する

口座から、積金契約者へ通知することなく、掛込額を引落しのうえ掛込を行います。こ

の場合、貯金規定または当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出ま

たは小切手の振出は行いません。 

(3) 定期積金口座振替契約は、定期積金口座振替依頼書の掛込口座欄で指定される貯金

が解約されたとき、または積金契約者から書面の届け出を受けて、掛込方法が口座振替

から他の方法に変更されたときに終了するものとします。 

 なお、自動再契約の特約により再契約する定期積金の掛金についても、同様に口座振替

を行います。 

３．（証券類の受け入れ） 

 (1) この貯金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ち

に取立のできるもの（以下「証券類」という。）を受け入れます。 

 (2) 手形要件（とくに振出日、受取人）、小切手要件（とくに振出日）の白地はあらか

じめ補充してください。当信漁連は白地を補充する義務を負いません。 

 (3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。 

 (4) 手形、小切手を受け入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載

の金額によって取り扱います。 

 (5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準

じてその取立手数料をいただきます。 

４．（給付契約金の支払時期） 

  この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。 

５．（払込みの遅延） 

  この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間で繰延べます。

または通帳（証書表面）記載の利回に準じた割合による遅延利息をいただきます。この場

合、平均遅延日数６日以上のものに限ります。 

６．（給付補てん金等の計算） 

 (1) この積金の給付補てん金は通帳（証書表面）記載の給付契約金と掛金総額の差額に

より計算します。 

(2) 約定どおり払込みが行われなかったときは、つぎにより利息相当額を計算します。 

① この積金の契約期間中に通帳（証書表面）記載の掛金総額に達しないときは、払

込日から満期日の前日までの期間について、つぎの③の利率によって計算し、この



積金の掛金残高相当額とともに支払います。 

② 当信漁連がやむを得ないものと認めて満期日前の解約をするときは、払込日から

解約日の前日までの期間について、つぎの③の利率によって計算し、この積金の掛

金残高相当額とともに支払います。 

③ 上記の①、②の計算に適用する利率は、次の通りとします。 

Ａ 初回払込日から①の場合は満期日、②の場合は解約日までの期間が１年未満のも    

の 

解約日における普通貯金利率 

Ｂ 初回払込日から①の場合は満期日、②の場合は解約日までの期間が１年以上のも    

の 

約定年利回×６０％（小数点第４位以下は切捨て、この計算による利率が解約

日における普通貯金利率を下回る場合は、普通貯金利率とします。） 

④ この計算の単位は１円とします。 

７．（先払割引金の計算等） 

(1) この積金の掛金が払込日前に払込まれたときは、先払割引金を通帳（証書表面）記

載の利回に準じて満期日に計算します。この場合、平均先払日数６日以上のものに限り

ます。 

(2) 先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。 

８．（満期日以後の利息） 

この積金を満期日以後に解約する場合、給付契約金（掛金総額に達しないときは掛金残

高相当額）に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通貯金利

率によって計算した利息を支払います。 

９．（解約） 

(1) この積金を解約するときは、所定の払戻請求書（証書式の場合は証書裏面の受取

欄）に届出の印章により、記名押印してこの通帳（証書）とともに当店に提出してくだ

さい。 

(2) 前項の解約の手続に加え、当該貯金の解約を受けることについて正当な権限を有す

ることを確認するため当信漁連所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあり

ます。この場合、当信漁連が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行い

ません。 

(3) この積金口座は、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当

しない場合に利用することができ、第１号、第２号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一

つにでも該当する場合には、当信漁連はこの積金口座の開設をお断りするものとします。

また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信漁連が取引を継続することが不

適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによ

りこの積金口座を解約することができるものとします。 

 ① 積金契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明

した場合 

 ② 積金契約者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 



Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 積金契約者が、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場 

  合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、また

は当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

10．（届出事項の変更、通帳（証書）の再発行等） 

(1) この通帳（証書）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店に届出てください。この届出の前に

生じた損害については、当信漁連に過失がある場合を除き、当信漁連は責任を負いませ

ん。 

 (2) この通帳（証書）または印章を失った場合のこの積金の給付契約金等の支払いまた

は通帳（証書）の再発行は、当信漁連所定の手続きをした後に行います。この場合、相

当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。 

11．（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・後見が開始されたときには、直ちに成年後

見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当信漁連に届出てください。貯金者の成

年後見人等について、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も

同様にお届けください。 

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後

見人の氏名その他必要な事項を書面によって当信漁連に届出てください。 

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選

任がされているときにも、前２項と同様に、当信漁連に届出てください。 

(4) 前３項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によっ

て当信漁連に届出てください。 

(5) 前４項の届出の前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

12．（印鑑照合） 

 この通帳（証書）、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て取り扱いましたうえは、それらの書類に

つき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当信漁連は

責任を負いません。なお、積金契約者が個人である場合には、盗取された通帳・証書を用

いて行われた不正な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。 

13.（盗難通帳・証書による払戻し等） 

(1) 積金契約者が個人の場合であって、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な



払戻し（以下、本条において「当該払戻し」といいます。）については、次の各号のす

べてに該当する場合、積金契約者は当信漁連に対して当該払戻しの額に相当する金額お

よびこれに付帯する約定利息相当額ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求する

ことができます。 

① 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われている

こと 

② 当信漁連の調査に対し、積金契約者より十分な説明が行われていること 

③ 当信漁連に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたこと

が推測される事実を確認できるものを示していること 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが積金契約者の故意による場合を除き、当

信漁連は、当信漁連へ通知が行われた日の 30 日（ただし、当信漁連に通知することが

できないやむをえない事情があることを積金契約者が証明した場合は、30 日にその事

情が継続している期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しの額に相

当する金額およびこれに付帯する約定利息相当額ならびに手数料に相当する金額（以下

「補てん対象額」といいます。）を前条本文にかかわらず補てんするものとします。た

だし、当該払戻しが行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、

積金契約者に過失（重過失を除く）があることを当信漁連が証明した場合は、当信漁連

は補てん対象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、通帳・証書が盗取された日

（通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて行

われた不正な払戻しが最初に行われた日。）から、２年を経過する日後に行われた場合

には、適用されないものとします。 

(4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場

合には、当信漁連は補てんしません。 

① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次の

いずれかに該当すること 

   Ａ 当該払戻しが積金契約者の重大な過失により行われたこと 

   Ｂ 積金契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事

使用人によって行われたこと 

   Ｃ 積金契約者が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項

について偽りの説明を行ったこと 

② 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれ

に付随して行われたこと 

(5) 当信漁連が当該積金について積金契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻

しを行った額の限度において、第１項にもとづく補てんの請求には応じることはできま

せん。また、積金契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を

受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 

(6) 当信漁連が第２項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金

額の限度において、当該積金にかかる払戻請求権は消滅します。 

(7) 当信漁連が第２項の規定により補てんを行ったときは、当信漁連は、当該補てんを

行った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その



他の第三者に対して積金契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取

得するものとします。 

14．（譲渡、質入れの禁止） 

 (1) この積金および通帳（証書）は、譲渡、質入れはできません。 

 (2) 当信漁連がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当信漁連所定の

書式により行います。 

15．（通知等） 

  届出のあった名称、住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した場合には、

延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

16．（保険事故発生時における積金契約者からの相殺） 

(1) この積金は、満期日が未到来であっても、当信漁連に農水産業協同組合貯金保険法

の定める保険事故が生じた場合には、当信漁連に対する借入金等の債務と相殺する場合

に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、

この積金に、積金契約者の当信漁連に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当

信漁連に対する債務で積金契約者が保証人となっているものを担保するために質権等の

担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 

(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。 

① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順

序方法を指定のうえ、証書（通帳）は直ちに当信漁連に提出してください。ただし、

この積金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当

信漁連に対する債務である場合には積金契約者の保証債務から相殺されるものとし

ます。 

② 前号の充当の指定のない場合には、当信漁連の指定する順序方法により充当いた

します。 

③ 第１号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当信

漁連は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定する

ことができるものとします。 

(3) 第１項により相殺する場合の利息相当額等については、次のとおりとします。 

① この積金の利息相当額等の計算については、その期間を相殺通知が当信漁連に到

達した日の前日までとして、利率は約定年利回を適用するものとします。 

② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相

殺通知が当信漁連に到達した日までとして、利率、料率は当信漁連の定めによるも

のとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱

いについては当信漁連の定めによるものとします。 

(4) 第１項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定

めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等につ

いて当信漁連の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるもの

とします。 

17（休眠預金等活用法に係る異動事由） 

当信漁連は、この積金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金

等に係る資金の活用に関する法律（以下「休眠預金等活用法」という。）にもとづく異動



事由として取り扱います。 

(1) 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由によ

り積金額に異動があったこと（当信漁連からの利子の支払に係るものを除きます。）。 

(2) 積金契約者等から、この積金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと

（この積金が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公告（以下、本項において

「公告」といいます。）の対象となっている場合に限ります。）。 

① 公告の対象となる積金であるかの該当性 

② 積金契約者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地 

(3)  積金契約貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰

越があったこと 

(4) 貯金者等からの残高の確認があったこと 

(5) 貯金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと 

① 自動入金の振替元口座の変更 

② 解約時の振替先口座の変更 

③ 姓名や住所等の届出事項の変更 

④ 取扱店舗の変更 

  ⑤ 相続などによる口座名義人の変更 

(6) 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について前各号に掲げるいずれかの事由が生

じたこと 

18（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）  

(1) この積金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の

うち最も遅い日をいうものとします。 

① 第 16 条に掲げる異動が最後にあった日 

② 将来における積金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものにつ

いては、積金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日 

③ 当信漁連が積金契約者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通

知を発した日。ただし、当該通知が積金契約者に到達した場合または当該通知を発し

た日から１か月を経過した場合（１か月を経過する日または当信漁連があらかじめ預

金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が積金契約者の意思によら

ないで返送されたときを除く。）に限ります。 

④ この積金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に該当することとなった

日 

(2) 第１項第２号において、将来における積金に係る債権の行使が期待される事由とは、

次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、積金に係る債権の行使が期待される日と

は、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。 

① 預入期間、計算期間または償還期間の末日（自動継続扱いの積金にあっては、初回

満期日） 

② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払

が停止されたこと 当該支払停止が解除された日 

③ この積金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を

含みます。）の対象となったこと 当該手続が終了した日 



④ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されてい

ることまたは予定されていたこと（ただし、当信漁連が入出金の予定を把握すること

ができるものに限ります。） 当該入出金が行われた日または入出金が行われないこ

とが確定した日 

⑤ 総合口座取引規定にもとづく他の貯金について、前各号に掲げる事由が生じたこと 

他の貯金に係る最終異動日等 

19（この取引に係る貯金の最終異動日等）  

この取引における貯金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由（第 17

条第２項において定める事由をいいます。）が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が

生じたものとして取り扱います。 

20（休眠預金等代替金に関する取扱い） 

(1) この積金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの積金

に係る債権は消滅し、積金契約者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権

を有することになります。 

(2) 前項の場合、積金契約者等は、当信漁連を通じてこの積金に係る休眠預金等代替金

債権の支払を請求することができます。この場合において、当信漁連が承諾したとき

は、積金契約者は、当信漁連に対して有していた積金債権を取得する方法によって、

休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。 

(3) 積金契約者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預

金等活用法第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじ

め当信漁連に委任します。 

① この積金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差

押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと 

(4) 当信漁連は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、積金契約者等に代わって

第３項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。 

① 当信漁連がこの積金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業

務の委託を受けていること 

② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、積金契約者等が当信漁連に対して有してい

た積金債権を取得する方法によって支払うこと 

(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの積金に係る債権が消滅したことに

伴い、本契約の解約をした場合であっても存続するものとします。 

21．（規定の適用） 

この規定に定めのない事項については、当信漁連所定の各種貯金規定のほか、現金自動

預入支払機による定期性貯金取引規定により取扱います。 

22.（規定の変更等） 

 (1)  この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項

は、金融情勢その他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更

の規定に基づいて変更するものとします。 

 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネット

その他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 



  以  上 

（2020.04.01） 

 



 

キャッシュカード規定 

 

１．(カードの利用) 

普通貯金（利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型（決済用）、総合口座取引およ

び総合口座（普通貯金無利息型）取引の普通貯金を含みます。以下同じです。）、貯蓄貯金

（Ⅰ型・Ⅱ型）について発行したＪＦ（ｼﾞｪｲｴﾌ）マリンバンクキャッシュカード（磁気スト

ライプ型キャッシュカード。以下、これらを「カード」といいます。）およびカードローン

について発行したローンカード（キャッシュカード）（以下、これらを「カード」といいま

す）は、それぞれ当該貯金口座または貸越口座について、次の場合に利用することができま

す。 

ただし、カードローンの貸越、返済についての利用は、当信漁連とカードローン取引約定

のある場合に限ります。 

①  当信漁連、当信漁連が提携した他信漁連（他組合。以下、「提携組合」といいます。）

および当信漁連がオンライン現金自動貯金機（現金自動預入払出兼用機を含みます。以下

「貯金機」といいます。）の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等（以下、

提携組合を含めて「入金提携先」といいます。）を使用してカードローンの返済、普通貯

金または貯蓄貯金（以下これらを「貯金」といいます。）に預入れをする場合（以下これ

らの取引を単に「預入れ」といいます。） 

②  当信漁連および当信漁連がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を

提携した金融機関等（以下、提携組合を含めて「出金提携先」といいます。）の現金自動

支払機（現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。）を使用して

カードローンの貸越を受け、または貯金の払戻しをする場合（以下、これらの取引を単に

「払戻し」といいます。） 

③ 当信漁連および同一道県内の提携組合の自動振込機（振込を行うことができる現金自動預

入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。）を使用してカードローンの貸越

を受け、または振込資金を貯金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合 

④ 当信漁連および提携組合の窓口で預入れおよび払戻しを行う場合 

⑤ その他、当信漁連所定の取引をする場合 

２．(貯金機による貯金の預入れ) 

(1) 貯金機を使用して貯金に預入れをする場合には、貯金機の画面表示等の操作手順に従って、

貯金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。 

(2) 貯金機による預入れは、貯金機の機種により当信漁連または入金提携先（本人が法人である

場合は同一道県内の提携組合）所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。 

また、１回あたりの預入れは、当信漁連または入金提携先（本人が法人である場合は同一

道県内の提携組合）所定の枚数による金額の範囲内とします。 

３．(支払機による貯金の払戻し) 

(1) 支払機を使用して貯金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、

支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通



帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当信漁連または出金提携先（本人が法人である

場合は同一道県内の提携組合）所定の金額単位とし、１回あたりの払戻しは、当信漁連また

は出金提携先（本人が法人である場合は同一道県内の提携組合）所定の金額の範囲内としま

す。なお、１日あたりの払戻しは当信漁連所定の金額の範囲内とします。 

(3) 支払機を使用して貯金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第６条第１項に規定する自動

機利用手数料金額および同条第２項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻

すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 

４．（カードによる窓口での預入れおよび払戻し） 

(1) カードによる窓口での預入れの際は、当信漁連（提携組合の窓口の場合は、その提携組合。

ただし、本人が法人である場合は同一道県内の提携組合に限ります。）所定の預入れ票に氏

名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。 

(2) カードによる窓口での払戻しの際は、当信漁連所定の払戻請求書に金額、届出の氏名、署

名（暗証）を記入のうえ、カードとともに提出してください。 

  なお、提携組合（ただし、本人が法人である場合は同一道県内の提携組合に限ります。）

の窓口での払戻しの際は、カードを提出し、その提携組合所定の手続きに従ってください。 

(3) カードによる窓口での預入れ、払戻しの際の１回あたりの限度額は、当信漁連（提携組合

の窓口の場合は、その提携組合。ただし、本人が法人である場合は同一道県内の提携組合に

限ります。）が定めるところによるものとします。 

(4) 窓口でカードにより払戻す場合に、払戻請求金額と第６条第１項に規定する自動機利用手

数料金額および同条第２項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことの

できる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 

５．(振込機による振込) 

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合

には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その

他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における貯金の払戻しについては、通

帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 

６．(自動機利用手数料等) 

(1) 貯金機を使用して入金する場合、貯金機、支払機または振込機を使用して貯金の払戻しをす

る場合には、当信漁連および入金提携先・出金提携先所定の支払機・振込機の利用に関する

手数料（以下「自動機利用手数料」といいます。）をいただきます。 

(2) 支払機または振込機を使用して貯蓄貯金Ⅰ型の払戻しをする場合（第８条第２項により当信

漁連本支店の窓口でカードにより貯蓄貯金Ⅰ型の払戻しをする場合を含みます。）、当該貯

蓄貯金の払戻し（通帳および払戻請求書の提出による払戻しを含みます。）が毎月１日から

月末日までの１か月間に５回をこえるときは、その回数をこえるそれぞれの払戻しについて、

貯蓄貯金Ⅰ型規定に定める払戻回数超過手数料をいただきます。 

(3) 自動機利用手数料または払戻回数超過手数料は、貯金の入金および払戻し時に、通帳および

払戻請求書なしで、その払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。なお、入金提携先・



出金提携先の自動機利用手数料は、当信漁連から各提携先に支払います。 

(4) 振込手数料は、振込資金の貯金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その

払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。 

７．(代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込) 

(1) 代理人（本人と生計をともにする親族、法定代理人のどちらか１名に限ります。）による貯

金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名（署名）、暗

証を届出てください。この場合、当信漁連は代理人のためのカード（以下、「代理人カード」

といいます。）を発行します。 

(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。 

(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。ただし、代理人カードでカード

ローンの貸越を行うことはできません。 

８．(貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い) 

(1) 停電、故障等により貯金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当信

漁連本支店の窓口でカードにより貯金に預入れをすることができます。 

(2) 停電、故障等により当信漁連の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に

限り、当信漁連が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当信漁連本支店の

窓口でカードにより貯金の払戻しをすることができます。なお、出金提携先の窓口では、こ

の取扱いはしません。 

(3) 前２項による預入れおよび払戻しを行う場合には、第４条によるものとします。 

(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前２

項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。 

(5) 本条全項にかかわらず、停電、故障等によりカード取引に必要な機器、設備等に障害が生

じた場合は、カードによる取引を都合により一時行わないことがあります。 

９．(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入) 

カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額または

払戻回数超過手数料金額の通帳記入は、通帳が貯金機、振込機、当信漁連の支払機もしくは

当信漁連の通帳記帳機で使用された場合または当信漁連本支店の窓口に提出された場合に行

います。また窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。 

10．(カード・暗証の管理等) 

(1) 当信漁連は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当信漁連が本人に

交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当信

漁連所定の方法により確認のうえ貯金の払戻しを行います。当信漁連の窓口においても同

様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された署名（暗証）と届出の

署名（暗証）との一致を確認のうえ取扱いをいたします。 

(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人

に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、

偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたこ

とを認知した場合には、すみやかに本人から当信漁連に通知してください。この通知を受け



たときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。 

(3) カードの盗難にあった場合には、当信漁連所定の届出書を当信漁連に提出してください。 

11．（偽造カード等による払戻し等） 

偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故

意による場合または当該払戻しについて当信漁連が善意かつ無過失であって本人に重大な

過失があることを当信漁連が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 

この場合、本人は、当信漁連所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害

状況、警察への通知状況等について当信漁連の調査に協力するものとします。 

12．(盗難カードによる払戻し等) 

(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた

払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当信漁連に対して当該払戻し

にかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額の補てんを請求することが

できます。 

① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること 

② 当信漁連の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること 

③ 当信漁連に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測さ

れる事実を確認できるものを示していること 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当信漁連は、当信

漁連へ通知が行われた日の30 日（ただし、当信漁連に通知することができないやむを得な

い事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日

数とします。）前の日以降になされた払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の

額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、

当該払戻しが行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失

があることを当信漁連が証明した場合には、当信漁連は補てん対象額の４分の３に相当する

金額を補てんするものとします。 

(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行わ

れた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な貯金

払戻しが最初に行われた日。)から、２年を経過する日後に行われた場合には、適用されな

いものとします。 

(4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合には、

当信漁連は補てん責任を負いません。 

① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか

に該当する場合 

Ａ 本人に重大な過失があることを当信漁連が証明した場合 

Ｂ 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人（家事全

般を行っている家政婦など。）によって行われた場合 

Ｃ 本人が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項について偽りの説

明を行った場合 



② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあっ

た場合 

13．(カードの紛失、届出事項の変更等) 

(1)カードを紛失した場合または氏名（署名）、代理人、暗証その他の届出事項に変更があっ

た場合には、直ちに本人から当信漁連所定の方法により当信漁連に届出てください。この

届出前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

(2) 前項の暗証の変更については、貯金機・支払機・振込機（当信漁連に限ります。）により

届出ることができます。この場合、貯金機・支払機・振込機の画面表示等の操作手順に従

って貯金機・支払機・振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の

暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は必要あ

りません。 

(3) 代理人カードの暗証については、本人のほか、本人があらかじめ届出た代理人が変更す

ることができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、貯金機、

支払機、振込機を使用するものとします。 

14．(カードの再発行等) 

(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中においてカード磁気損傷、カード変形、暗

証相違回数オーバーによりカード利用不能となった場合のカードの再発行は、当信漁連所定

の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあり

ます。 

(2) カードを再発行する場合には、当信漁連所定の再発行手数料をいただきます。 

15．(貯金機・支払機・振込機への誤入力等) 

貯金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、

当信漁連は責任を負いません。なお、入金提携先・出金提携先の支払機を使用した場合の入

金提携先・出金提携先の責任についても同様とします。 

16．(解約、カードの利用停止等) 

(1) 貯金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合、またはカードローン取引が

終了した場合（ただし、ローンカード（キャッシュカード）に限る。）には、そのカードを

当信漁連に返却いただくか、本カードの磁気ストライプ部分を切断のうえ破棄してください。

なお、当信漁連普通貯金規定（普通貯金無利息型（決済用）規定を含みます。以下、同じで

す。）総合口座取引規定（総合口座（普通貯金無利息型）取引規定を含みます。以下、同じ

です。）または貯蓄貯金（Ⅰ型・Ⅱ型）規定により、貯金口座が解約された場合にも同様に

返却してください。 

(2) カードの改ざん、不正使用など当信漁連がカードの利用を不適当と認めた場合、および暗証

相違回数オーバーの場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当信

漁連からの請求がありしだい直ちにカードを当信漁連に返却してください。 

(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当信漁連から請求があ

りしだいカードを当信漁連に返却してください。     

ただし、後記③の場合は、当信漁連の窓口において当信漁連所定の本人確認書類の提示



を受け、当信漁連が本人であることを確認できたときに停止を解除します。 

① 第17 条に定める規定に違反した場合 

② 普通貯金規定、総合口座取引規定または貯蓄貯金（Ⅰ型・Ⅱ型）規定により貯金口座の貯金

取引が停止された場合 

③貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当信漁連が別途表示する一定の期間が経過し

た場合 

④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当信漁連が判断した場

合 

17．(譲渡、質入れ等の禁止) 

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 

18．(規定の変更) 

(1) この規定に定めのない事項については、当信漁連普通貯金規定、総合口座取引規定、貯蓄

貯金（Ⅰ型・Ⅱ型）規定、振込規定ならびにカードローン取引約定書、カードローン利用

規定（ただし、当信漁連とカードローン取引約定のある場合に限る）により取扱います。 

(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、金融

情勢その他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には、民法の定型約款

の変更の規定に基づいて変更するものとします。 

(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他

相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以上 

(2020.04.01) 



ＩＣキャッシュカード規定 

 

１．(カードの利用) 

(1)普通貯金（利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型（決済用）、総合口座取引お

よび総合口座（普通貯金無利息型）取引の普通貯金を含みます。以下同じです。）、貯

蓄貯金（Ⅰ型・Ⅱ型）およびカードローン（キャッシュカード）について発行したＩＣ

チップを搭載したＪＦ（ｼﾞｪｲｴﾌ）マリンバンクＩＣキャッシュカード（磁気ストライプ

貼付型ＩＣキャッシュカード。以下、これらを「カード」といいます。）は、それぞれ

当該貯金口座または貸越口座について、次の場合に利用することができます。 

  ただし、カードローンの貸越、返済についての利用は、当信漁連とカードローン取引

約定のある場合に限ります。 

① 当信漁連、当信漁連が提携した他信漁連（他組合。以下、「提携組合」といいます。）

および当信漁連がオンライン現金自動貯金機（現金自動預入払出兼用機を含みます。

以下「貯金機」といいます。）の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等

（以下、提携組合を含めて「入金提携先」といいます。）を使用してカードローンの

貸越の返済、普通貯金または貯蓄貯金（以下これらを「貯金」といいます。）に預入

れをする場合（以下これらの取引を単に「預入れ」といいます。） 

②  当信漁連および当信漁連がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業

務を提携した金融機関等（以下、提携組合を含めて「出金提携先」といいます。）の

現金自動支払機（現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。）

を使用してカードローンの貸越を受け、または貯金の払戻しをする場合（以下、これ

らの取引を単に「払戻し」といいます。） 

③ 当信漁連および同一道県内の提携組合の自動振込機（振込を行うことができる現金自

動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。）を使用してカードローン

の貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする

場合 

④ 当信漁連および提携組合の窓口で預入れおよび払戻しを行う場合 

⑤ その他、当信漁連所定の取引をする場合 

 (2)新規発行、更改などで、カードを発行する際には、当信漁連所定の手数料をいただくこ

とがあります。 

２．(貯金機による貯金の預入れ) 

(1) 貯金機を使用して貯金に預入れをする場合には、貯金機の画面表示等の操作手順に従っ

て、貯金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。 

(2) 貯金機による預入れは、貯金機の機種により当信漁連または入金提携先（本人が法人で

ある場合は同一道県内の提携組合）所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。 

また、１回あたりの預入れは、当信漁連または入金提携先（本人が法人である場合は同

一道県内の提携組合）所定の枚数による金額の範囲内とします。 

３．(支払機による貯金の払戻し) 



(1) 支払機を使用して貯金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従っ

て、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この

場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当信漁連または出金提携先（本人が法人で

ある場合は同一道県内の提携組合）所定の金額単位とし、１回あたりの払戻しは、当信

漁連または出金提携先（本人が法人である場合は同一道県内の提携組合）所定の金額の

範囲内とします。なお、１日あたりの払戻しは当信漁連所定の金額の範囲内とします。 

(3) 支払機を使用して貯金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第６条第１項に規定する

自動機利用手数料金額および同条第２項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額

が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 

４．（カードによる窓口での預入れおよび払戻し） 

(1) カードによる窓口での預入れの際は、当信漁連（提携組合の窓口の場合は、その提携組

合。ただし、本人が法人である場合は同一道県内の提携組合に限ります。）所定の預入

れ票に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。 

(2) カードによる窓口での払戻しの際は、当信漁連所定の払戻請求書に金額、届出の氏名、

署名（暗証）を記入のうえ、カードとともに提出してください。 

  なお、提携組合（ただし、本人が法人である場合は同一道県内の提携組合に限ります。）

の窓口での払戻しの際は、カードを提出し、その提携組合所定の手続きに従ってくださ

い。 

(3) カードによる窓口での預入れ、払戻しの際の１回あたりの限度額は、当信漁連（提携組

合の窓口の場合は、その提携組合。（ただし、本人が法人である場合は県内提の携組合

に限ります。））が定めるところによるものとします。 

(4) 窓口でカードにより払戻す場合に、払戻請求金額と第６条第１項に規定する自動機利用

手数料金額および同条第２項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すこ

とのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 

５．(振込機による振込) 

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合

には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証そ

の他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における貯金の払戻しについては、

通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 

６．(自動機利用手数料等) 

(1) 支払機または振込機を使用して貯金の払戻しをする場合には、当信漁連および入金提携

先・出金提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料（以下「自動機利用手数料」

といいます。）をいただきます。 

(2) 支払機または振込機を使用して貯蓄貯金Ⅰ型の払戻しをする場合（第８条第２項により

当信漁連本支店の窓口でカードにより貯蓄貯金Ⅰ型の払戻しをする場合を含みます。）、

当該貯蓄貯金の払戻し（通帳および払戻請求書の提出による払戻しを含みます。）が毎

月１日から月末日までの１か月間に５回をこえるときは、その回数をこえるそれぞれの



払戻しについて、貯蓄貯金Ⅰ型規定に定める払戻回数超過手数料をいただきます。 

(3) 自動機利用手数料または払戻回数超過手数料は、貯金の払戻し時に、通帳および払戻請

求書なしで、その払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。なお、入金提携先・

出金提携先の自動機利用手数料は、当信漁連から各提携先に支払います。 

(4) 振込手数料は、振込資金の貯金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、

その払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。 

７．(代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込) 

(1) 代理人（本人と生計をともにする親族、法定代理人のどちらか１名に限ります。）によ

る貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名（署

名）、暗証を届出てください。この場合、当信漁連は代理人のためのＩＣキャッシュカ

ード（以下、「代理人カード」といいます。）を発行します。 

(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。 

(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。ただし、代理人カードでカ

ードローンの貸越を行うことはできません。 

８．(貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い) 

(1) 停電、故障等により貯金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、

当信漁連本支店の窓口でカードにより貯金に預入れをすることができます。 

(2) 停電、故障等により当信漁連の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間

内に限り、当信漁連が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当信漁連

本支店の窓口でカードにより貯金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口

では、この取扱いはしません。 

(3) 前２項による預入れおよび払戻しを行う場合には、第４条によるものとします。 

(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、

前２項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。 

(5) 本条全項にかかわらず、停電、故障等によりカード取引に必要な機器、設備等に障害が

生じた場合は、カードによる取引を都合により一時行わないことがあります。 

９．(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入) 

カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額また

は払戻回数超過手数料金額の通帳記入は、通帳が貯金機、振込機、当信漁連の支払機もし

くは当信漁連の通帳記帳機で使用された場合または当信漁連本支店の窓口に提出された

場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。 

10．(カード・暗証の管理等) 

(1) 当信漁連は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的

情報が、当信漁連が本人に交付したカードに関して登録されている電磁的または電子的情

報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当信漁連所定

の方法により確認のうえ貯金の払戻しを行います。当信漁連の窓口においても同様にカー

ドを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された署名（暗証）と届出の署名（暗

証）との一致を確認のうえ取扱いをいたします。 



(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他

人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カー

ドが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使

用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当信漁連に通知してください。

この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。 

(3) カードの盗難にあった場合には、当信漁連所定の届出書を当信漁連に提出してください。 

11．（偽造カード等による払戻し等） 

偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故

意による場合または当該払戻しについて当信漁連が善意かつ無過失であって本人に重

大な過失があることを当信漁連が証明した場合を除き、その効力を生じないものとしま

す。 

この場合、本人は、当信漁連所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害

状況、警察への通知状況等について当信漁連の調査に協力するものとします。 

12．(盗難カードによる払戻し等) 

(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生

じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当信漁連に対して当

該払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額の補てんを請

求することができます。 

① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われ 

ていること 

② 当信漁連の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること 

③ 当信漁連に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推

測される事実を確認できるものを示していること 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当信漁連は、

当信漁連へ通知が行われた日の30 日（ただし、当信漁連に通知することができないやむ

を得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間

を加えた日数とします。）前の日以降になされた払戻しにかかる損害（手数料や利息を

含みます。）の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするも

のとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失

であり、かつ、本人に過失があることを当信漁連が証明した場合には、当信漁連は補て

ん対象額の４分の３に相当する金額を補てんするものとします。 

(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当信漁連への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行

われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正

な貯金払戻しが最初に行われた日。)から、２年を経過する日後に行われた場合には、適

用されないものとします。 

(4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当信漁連が証明した場合に

は、当信漁連は補てん責任を負いません。 

① 当該払戻しが行われたことについて当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれ



かに該当する場合 

Ａ 本人に重大な過失があることを当信漁連が証明した場合 

Ｂ 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人（家事

全般を行っている家政婦など。）によって行われた場合 

Ｃ 本人が、被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項について偽りの

説明を行った場合 

② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあ

った場合 

13．(カードの紛失、届出事項の変更等) 

(1) カードを紛失した場合または氏名（署名）、代理人、暗証その他の届出事項に変更があ

った場合には、直ちに本人から当信漁連所定の方法により当信漁連に届出てください。

この届出前に生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

(2) 前項の暗証の変更については、貯金機・支払機・振込機（当信漁連に限ります。）により

届出ることができます。この場合、貯金機・支払機・振込機の画面表示等の操作手順に

従って貯金機・支払機・振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更

後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は

必要ありません。 

(3) 代理人カードの暗証については、本人のほか、本人があらかじめ届け出た代理人が変更

することができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、貯金

機、支払機、振込機を使用するものとします。 

14．(カードの再発行等) 

(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中においてカードＩＣ損傷、カード変形、

暗証相違回数オーバーによりカード利用不能となった場合のカードの再発行は、当信漁

連所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求める

ことがあります。 

(2) カードを再発行する場合には、当信漁連所定の再発行手数料をいただきます。 

15．(貯金機・支払機・振込機への誤入力等) 

貯金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、

当信漁連は責任を負いません。なお、入金提携先・出金提携先の支払機を使用した場合の

入金提携先・出金提携先の責任についても同様とします。 

16．(解約、カードの利用停止等) 

(1) 貯金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合またはカードローン

取引が終了した場合（ただし、ローンカード（キャッシュカード）に限る。）には、そ

のカードを当信漁連に返却いただくか、本カードのＩＣ部分を切断のうえ破棄してくだ

さい。なお、当信漁連普通貯金規定（普通貯金無利息型（決済用）規定を含みます。以

下、同じです。）総合口座取引規定（総合口座（普通貯金無利息型）取引規定を含みま

す。以下、同じです。）または貯蓄貯金（Ⅰ型・Ⅱ型）規定により、貯金口座が解約さ

れた場合にも同様に返却してください。 



(2) カードの改ざん、不正使用など当信漁連がカードの利用を不適当と認めた場合、およ

び暗証相違回数オーバーの場合には、その利用をおことわりすることがあります。この

場合、当信漁連からの請求がありしだい直ちにカードを当信漁連に返却してください。 

(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当信漁連から請

求がありしだいカードを当信漁連に返却してください。     

ただし、後記③の場合は、当信漁連の窓口において当信漁連所定の本人確認書類の提

示を受け、当信漁連が本人であることを確認できたときに停止を解除します。 

① 第17 条に定める規定に違反した場合 

② 普通貯金規定、総合口座取引規定または貯蓄貯金（Ⅰ型・Ⅱ型）規定により貯金口座の貯

金取引が停止された場合 

③貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当信漁連が別途表示する一定の期間が経

過した場合 

④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当信漁連が判断した

場合 

17．(譲渡、質入れ等の禁止) 

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 

18．(規定の適用)  

(1)この規定に定めのない事項については、当信漁連普通貯金規定、総合口座取引規  定、貯

蓄貯金（Ⅰ型・Ⅱ型）規定、振込規定ならびにカードローン取引約定書、カードローン利

用規定（ただし、当信漁連とカードローン取引約定のある場合に限る）により取扱います。 

(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、金

融情勢その他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には、民法の定型約

款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 

(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその

他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

 

以上 

（2020.04.01） 



 

スウィングサービス規定 

 

１．スウィングサービス（以下、「本サービス」といいます。）は、貯蓄貯金Ⅱ型と普通貯金との間で、指定日

に一定の金額または所定の方法により算出された金額を口座振替するサービスです。 

２．本サービスを利用する場合は、あらかじめ当信漁連所定の申込書により対象とする貯金口座・振替日・振替

金額等をご指定ください。当信漁連は、申込内容にしたがい、次の取り扱いを行います。なお、本サービス

は、同一店舗に開設された同一名義の口座間にかぎって利用することができます。 

(1)本サービス対象の普通貯金口座または総合口座普通貯金口座（以下、単に「普通貯金口座」といいます）

から第３条の方法に従い所定の金額を払い出し、本サービス対象の貯蓄貯金Ⅱ型口座（以下、単に「貯蓄貯

金口座」といいます）にその金額を入金します。（以下、この取り扱いを「順スウィング」といいます。） 

(2)貯蓄貯金口座から第４条の方法に従い所定の金額を払い出し、普通貯金口座にその金額を入金します。（以

下、この取り扱いを「逆スウィング」といいます。） 

３．前条第１号の取り扱いは、次の各号のいずれかの方法によるものとします。 

(1)定額方式（普通貯金口座指定残高未登録）  

①契約時に指定した定額を、普通貯金口座から貯蓄貯金口座へ自動振替を行います。普通貯金口座残高

が定額に満たない場合は自動振替を行わない、かつ、貸越（カードローンも含む）も発生させません。

自動振替後の貯蓄貯金口座残高が基準残高に満たない場合には、自動振替を行います。  

(2)定額方式（普通貯金口座指定残高登録）  

①普通貯金口座残高が契約時に指定した普通貯金口座指定残高を上回っている場合に、契約時に指定し

た定額を、普通貯金口座から貯蓄貯金口座へ自動振替を行います。普通貯金口座残高が、定額と普通

貯金口座指定残高の合計額に満たない場合は自動振替を行わない、かつ、貸越（カードローンも含む）

も発生させません。自動振替後の貯蓄貯金口座残高が基準残高に満たない場合にも、自動振替を行い

ます。 

  (3)超過額方式（普通貯金口座指定残高登録）  

①普通貯金口座残高が契約時に指定した普通貯金口座指定残高を超えている場合に、超過額を普通貯金

口座から貯蓄貯金口座へ自動振替を行います。自動振替後の貯蓄貯金口座残高が基準残高に満たない

場合でも、自動振替を行います。 

４．第２条第２号の取り扱いは次の各号のいずれかの方法によるものとします。 

(1)定額方式（貯蓄貯金指定残高未登録）  

①指定した定額を、貯蓄貯金口座から普通貯金口座へ自動振替を行います。貯蓄貯金口座残高が定額に

満たない場合は自動振替を行いません。自動振替前・後の貯蓄貯金口座残高が基準残高に満たない場

合でも、自動振替を行います。  

(2)定額方式（貯蓄貯金指定残高登録）  

①普通貯金口座残高が契約時に指定した普通貯金口座指定残高を下回っている場合に、契約時に指定し

た定額を、貯蓄貯金口座から普通貯金口座へ自動振替を行います。貯蓄貯金口座残高が、定額に満た

ない場合は自動振替を行いません。自動振替前・後の貯蓄貯金口座残高が基準残高に満たない場合で

も、自動振替を行います。  

(3)不足額方式（普通貯金口座指定残高登録）  

①普通貯金口座残高が契約時に指定した普通貯金口座指定残高を下回っている場合に、普通貯金口座指

定残高を満たす額（不足額）だけ、貯蓄貯金口座から普通貯金口座へ自動振替を行うものです。貯蓄

貯金口座残高が、不足額より下回っている場合には、貯蓄貯金口座全額の自動振替を行います  



５．本サービスは、貯蓄貯金Ⅱ型規定の自動支払等の制限規定にかかわらず、順スウィングで月間１回、逆  

  スイングで月間１回、合計月間２回を限度としてこれを利用することができます。 

６．本サービスを行う場合の普通貯金口座残高、総合口座当座貸越残高または貯蓄貯金Ⅱ型口座残高の確定は当

信漁連所定の方法で行います。 

７．本サービスのご利用に際して、指定した振替日に応当日がない場合には、その月の末日をもって振替日とし、

振替指定日が当信漁連の休業日にあたる場合には、その翌営業日を振替日とします。 

８．本サービスにおける普通貯金および貯蓄貯金Ⅱ型の払い出しについては、普通貯金口座規定、総合口座取引

規定、または、貯蓄貯金Ⅱ型規定の定めにかかわらず、通帳および払戻請求書の提出をうけず当信漁連所定

の方法により取り扱います。 

９．本サービスのご利用に際しては、スウィングのつど、当信漁連所定のスウィング手数料をいただきます。順ス

ウィング手数料は、スウィング処理の中でその普通貯金口座から自動引落しを行い、逆スウィング手数料は、スウィ

ング処理の中でその貯蓄貯金口座から自動引落しを行います。この場合、普通貯金規定、総合取引口座取引規

定または貯蓄貯金Ⅱ型規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出をうけず当信漁連所定の方法により

取り扱います。 

なお、スウィング手数料の自動引落しを行うことで、スウィング処理の条件が満たなくなる場合は、スウィン 

グを不能とします。  

10．本サービス依頼書の内容の変更または解約をする場合は、あらかじめ当信漁連所定の書面によって取引店に

届出てください。この届出の前に生じた損害については当信漁連は責任を負いません。また、相続の開始

等、本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合には、本サービスは通知することなく解約い

たします。 

11．この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定および貯蓄貯金Ⅱ型規定により取

り扱います。 

12．(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、金融情勢その

他の状況の変化相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとしま

す。 

(2)  前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法

で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

以上 

（2020.4.1） 



 

現金自動預入支払機による定期性貯金取引規定 

 

１.（ＡＴＭによる定期貯金取引） 

次の各定期貯金取引は、当信漁連の現金自動預入支払機（以下、「ＡＴＭ」といいます。）

で利用することができます。 

(1) 総合口座通帳への定期性貯金口座の新規開設（以下「ＡＴＭ新規口座開設」といいま

す。） 

当店のＡＴＭを利用して、総合口座通帳に定期貯金および定期積金の口座を新規開設

するサービスです。 

(2)総合口座通帳・定期貯金通帳・定期積金通帳・積立定期貯金通帳の定期性貯金口座への

定期性貯金預入・掛込（以下「ＡＴＭ追加預入」といいます。） 

当信漁連等のＡＴＭを利用して、ご本人のキャッシュカードによる普通貯金（総合口

座を含む）・貯蓄貯金等からの振替並びに現金入金により総合口座通帳・定期貯金通帳・

定期積金通帳・積立定期貯金通帳にある定期性貯金口座へ定期貯金を預入するサービス

です。 

(3)定期性貯金満期日解約予約（以下「ＡＴＭ解約予約」といいます。） 

当店のＡＴＭを利用して、ご指定の定期性貯金の（自動）継続を停止して満期日に自

動解約し、元利金をご指定の貯金口座（本人口座に限ります。）に入金するサービスで

す。通帳式の定期貯金・定期積金（総合口座通帳に開設した場合を含む）・積立定期貯

金が対象となります。 

２.（ＡＴＭ新規口座開設） 

(1) ご利用いただける方 

ＡＴＭ新規口座開設をご利用いただけるのは、総合口座通帳をお持ちの方とします。

（法人については、一部ＡＴＭ新規口座開設ができない定期性貯金もあります。詳しく

は、当信漁連までお問い合わせください。）   

なお、定期性貯金専用通帳を新規で口座開設することはできません。 

(2) 対象定期性貯金 

ＡＴＭ新規口座開設の対象とする貯金は、定期貯金（自動継続扱いの自由金利型定期

貯金<Ｍ型>（以下「スーパー定期」といいます。）、期日指定定期貯金（継続型。以下

「期日指定定期貯金」といいます。）および定期積金貯金（自由乙型。以下、「定期積

金貯金」といいます。）とします。 

(3) 預入・掛込方法 

ＡＴＭ新規口座開設をご利用いただく場合には、当店ＡＴＭの画面表示等の操作手順

に従って、現金の場合には、ご本人の総合口座通帳を、振替の場合には、ご本人のキャ

ッシュカードも合わせてＡＴＭに挿入し、届出の暗証その他所定事項を正確に入力して

ください。この場合、新規預入申込書等は必要ありません。 



 

なお、定期積金貯金をＡＴＭで新規に口座開設した場合には、追加預入手続きを行わ

ないで、口座開設（取引）当日日付を毎月の追加預入日（掛込日）として（取引）口座

開設金額と同額をご本人のキャッシュカード口座より自動振替します。この場合、振替

承諾書等は必要ありません。 

(4) 預入・掛込限度額 

ＡＴＭ新規口座開設に係る預入・掛込金額単位とその限度額については、当信漁連の

定めた金額の範囲内並びに当店のＡＴＭの機能により取扱うものとします。 

３.（ＡＴＭ追加預入） 

(1) ご利用いただける方 

ＡＴＭ追加預入をご利用いただけるのは、総合口座通帳・定期貯金通帳・定期積金通

帳・積立定期貯金通帳、をお持ちの方とします。（法人については、一部ＡＴＭ追加預

入ができない定期性貯金もあります。詳しくは、当信漁連までお問い合わせください。） 

(2) 対象定期性貯金 

ＡＴＭ追加預入の対象とする貯金は、スーパー定期・期日指定定期貯金・変動金利定

期貯金、定期積金貯金および積立定期貯金とします。 

(3) 預入・掛込方法 

ＡＴＭ追加預入をご利用いただく場合で、現金による入金・掛込については、当信漁

連で可能です。また振替の場合には当信漁連のＡＴＭの画面表示等の操作手順に従って、

預入れをしてください。振替の場合には、ご本人のキャッシュカード口座からの振替と

なります。この場合、預入申込書等は必要ありません。 

(4) 預入・掛込限度額 

現金によるＡＴＭ追加預入単位とその限度額については、当信漁連の定めた金額の範

囲内並びに当店のＡＴＭの機能により取扱うものとします。 

４.（ＡＴＭ解約予約） 

(1) ご利用いただける方 

ＡＴＭ解約予約をご利用いただけるのは、総合口座通帳・定期貯金通帳・定期積金通

帳・積立定期貯金通帳をお持ちでキャッシュカードを保有している方とします。 

(2) 対象定期性貯金 

ＡＴＭ解約予約の対象とする貯金は、スーパー定期、期日指定定期貯金、 

定期積金貯金および積立定期貯金とします。（いずれも通帳式のみとします。） 

(3)解約予約の単位 

  スーパー定期、期日指定定期貯金の解約予約については契約番号単位とし、定期積金

並びに積立定期貯金については口座単位とします。ただし、一部積立定期貯金について

は全額解約のみ可能となります。（詳しくは当信漁連までお問い合わせください。） 

(4) 取扱方法 

①ＡＴＭ解約予約の予約期間は、ご指定の定期性貯金の満期日の２営業日前までとしま



 

す。 

②ＡＴＭ解約予約をご利用いただく場合には、当店ＡＴＭの画面表示等の操作手順に従

って、当該通帳およびご本人のキャッシュカードをＡＴＭに挿入し、届出の暗証その

他所定事項を正確に入力してください。 

③ＡＴＭ解約予約の実施日は、ご指定の定期性貯金の満期日とします。ただし、満期日

が休業日の場合は、振替指定貯金口座からの引出は翌営業日以降となります。 

④ご指定の定期性貯金の解約金は、元金および利息（課税扱いの場合は税引後の利息）

の合計額をご指定（本人口座に限ります。）の口座へ入金する方法でおこないます。

また、総合口座の定期性貯金解約の場合の振替先は総合口座の普通貯金口座へ入金す

る方法で支払います。いずれの場合も通帳および払戻請求書の提出は不要とします。 

(5) 予約の取消 

ＡＴＭ解約予約の取り消しを希望する場合は、上記予約期間の営業時間内に、当信漁

連の所定の書類に署名および押印したうえで当該通帳とともに当店に提出してください。

ＡＴＭでの解約予約はできないのでご注意願います。 

５.（サービスの停止） 

上記第１条第１項から第３項の各サービスは、次の各号の一つでも該当した場合、利用

することができません。 

① 通帳またはキャッシュカードの紛失または盗難の届出が提出されているとき 

② 相続の開始があったとき 

③ 支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立等があったとき 

④ 指定定期性貯金に差押（仮差押）がなされたとき 

⑤ その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき 

⑥ 前各①～⑤号のほか、当信漁連ＡＴＭでこれらサービスができない理由が生じたとき 

６.（サービスの解約） 

上記第１条第１項から第３項の各サービスは、当信漁連が相当の理由があると認めた場

合には、当信漁連はいつでもこれらサービスの取扱を解約することができるものとします。 

７．（反社会的勢力の排除等） 

上記第 1 条第 1 項から第 3 項の各サービスは、この第１号、第２号ＡからＦおよび第３

号ＡからＥのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第１号、第２号Ａから

Ｆおよび第３号ＡからＥの一つにでも該当する場合には、当信漁連はこの貯金口座の開

設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、当信

漁連が取引を継続することが不適切である場合には、当信漁連はこの取引を停止し、ま

たは解約の通知をすることによりこの貯金口座を解約することができるものとします。 

 ① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申請をしたことが判明

した場合 

 ② 貯金者が以下のいずれかに該当したことが判明した場合 



 

Ａ 暴力団 

Ｂ 暴力団員 

Ｃ 暴力団準構成員 

Ｄ 暴力団関係企業 

Ｅ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

Ｆ その他前各号に準ずる者 

③ 貯金者が、自らまた第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合 

Ａ 暴力的な要求行為 

Ｂ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

Ｃ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当信漁連の信用を毀損し、または

当信漁連の業務を妨害する行為 

Ｅ その他前各号に準ずる行為 

８．（通知等） 

届出のあった氏名または名称・住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送し

た場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したもの

とみなします。 

９.（規定の適用） 

この規定に定めのない事項については、当信漁連所定の各種貯金規定、総合口座取引

規定、(IC)キャッシュカード規定により取り扱います。 

10．（規定の変更） 

(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項は、

金融情勢その他諸般の状況の変化等相当の事由があると認められる場合には、民法の変

更の規定に基づいて変更するものとします。 

(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

以上 

（2020.04.01） 



デビットカード取引規定 

 

第１章 デビットカード取引 

１．（適用範囲） 

次の各号のうちいずれかの者（以下「加盟店」といいます。）に対して、デビットカー

ド（当信漁連がキャッシュカード規定並びにICキャッシュカード規定(以下「キャッシュ

カード規定」といいます。)に基づいて普通貯金（総合口座取引の普通貯金を含みます。）

について発行するＪＦマリンバンクキャッシュカード並びにＪＦマリンバンクICキャッ

シュカード(以下「カード」といいます。）を提示して、当該加盟店が行う商品の販売

または役務の提供等（以下「売買取引」といいます。）について当該加盟店に対して負

担する債務（以下「売買取引債務」といいます。）を当該カードの貯金口座（以下「貯

金口座」といいます。）から貯金の引落し（総合口座取引規定に基づく当座貸越による

引落を含みます。）によって支払う取引（以下「デビットカード取引」といいます。）

については、この規定により取扱います。 

 

①  日本デビットカード推進協議会（以下「協議会」といいます。）所定の加盟店規

約（以下「規約」といいます。）を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録さ

れ、協議会の会員である－または複数の金融機関（以下「加盟店金融機関」といい

ます。）と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人（以下「直接加盟店」

といいます。） 

②  規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人また

は個人（以下、「間接加盟店」といいます。）。ただし、規約所定の間接加盟店契

約の定めに基づき、当信漁連のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。 

③  規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され、加盟店金融機関と加盟店契

約を締結した、民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人（以

下「組合事業加盟店」といいます。）。ただし、規約所定の信漁連契約の定めに基

づき、当信漁連のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。 

２．（利用方法等） 

(1) カードをデビットカード取引に利用する時は、自らカードを加盟店に設置されたデビッ

トカード取引に係る機能を備えた端末機（以下「端末機」といいます。）に読み取らせ

るかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、

端末機に表示された売買取引債務の金額を確認した上で、端末機にカードの暗証番号を

第三者（加盟店の従業員を含みます。）に見られないように注意しつつ自ら入力して下

さい。 

(2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用する

事は出来ません。 

(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことは出来ません。 

① 停電、故障等により端末機による取扱いが出来ない場合 

 ② １回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、また



は最低限度額に満たない場合 

③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行う事

が出来ないものと定めた商品または役務等に該当する場合 

(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用する事は出来ません。 

① １日あたりのカードの利用金額（キャッシュカード規定による貯金の払戻金額を含

みます。）が、当信漁連が定めた範囲を超える場合 

② 当信漁連所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 

 ③ カード（磁気ストライプの電磁的記録を含みます。）が破損している場合 

(5) 当信漁連がデビットカード取引を行う事が出来ないと定めている日または時間帯は、

デビットカード取引を行う事は出来ません。 

(6) カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当信漁連所定の方法に

よりデビットカード取引機能停止の手続を行ってください。この手続を行ったときは、

当信漁連はデビットカード取引を行う機能を停止する措置を講じます。この手続の前に

生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

３．（デビットカード取引契約等） 

（1）前条第１項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文 

が表示されない事を解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を貯金口座の引落し

によって支払う旨の契約（以下「デビットカード取引契約」といいます。）が成立し、

かつ当信漁連に対して売買取引債務相当額の貯金引落しの指図および当該指図に基づい

て引落された貯金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この貯

金引落しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 

 （2）前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみ

なします。 

①当信漁連に対する売買取引債務相当額の預金引落しの指図および当該指図にもとづい

て引き落とされた預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落しの指図に

ついては、通帳および払戻請求書の提出は不要です。 

②加盟店金融機関、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者（以下本条におい

て「譲受人」と総称します。）に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当

該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当信漁連は、当該意思表示を、

譲受人に代わって受領します。 

(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特

定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済に

よる消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の

品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄す

ることを指します。 

４．（貯金の復元等） 

(1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされた時は、デビットカード取

引契約が解除（合意解除を含みます。）、取消し等により適法に解消された場合（売買

取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。）であって



も、加盟店以外の第三者（加盟店の特定承継人および当信漁連を含みます。）に対して

引落された貯金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当信漁

連に対して引落された貯金の復元を請求することも出来ないものとします。 

(2) 前項に係らず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認

める本人確認資料等を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店

がこれを受けて端末機から当信漁連に取消しの電文を送信し、当信漁連が当該電文をデ

ビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当信漁連は引落された

貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自

らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をし

て端末機に読み取らせて下さい。端末機から取消しの電文を送信する事が出来ないとき

は、引落された貯金の復元はできません。 

(3) 第１項または前項において引落された貯金の復元等が出来ない時は、加盟店から現金

により返金を受ける等、加盟店との間で解決して下さい。 

 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにも係らずこれを看過して端末

機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合について

も、本条第１項から前項に準じて取扱うものとします。 

(5）デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用

されたカードを当信漁連が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証

との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用そ

の他の事故があっても、そのために生じた損害については、当信漁連は責任を負いませ

ん。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗難カードによるものであり、

カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当信漁連が

確認できた場合の当信漁連の責任については、この限りではありません。 

５．（読替規定） 

 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用につ

いては、同規定第７条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代

理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第７条第

１項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代

理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、

同規定第９条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「デビットカード取引を

した場合」と、同規定１５条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み

替えるものとします。 

第２章 公金納付 

１．（適用範囲） 

  協議会所定の公的加盟機関規約（以下、本章において「規約」といいます。）を承認

のうえ、協議会に公的加盟機関として登録され、協議会の会員である一または複数の金

融機関（以下、本章において「加盟機関金融機関」といいます。）と規約所定の公的加

盟機関契約を締結した法人（以下、「公的加盟機関」といいます。）に対して、規約に

定める公的加盟機関に対する公的債務（以下、「公的債務」といいます。）の支払いの



ために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払う

ものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務（以

下、「補償債務」といいます。）を負担するものとし、当該補償債務を当該カードの貯

金口座から貯金の引落し（総合口座取引規定、カードローン取引約定書およびカード規

定、ＩＣキャッシュカード規定、ローン取引約定書およびローン利用規定にもとづく当

座貸越による引落しを含みます。）によって支払う取引（以下、本章において「デビッ

トカード取引」といいます。）については、この章の規定により取扱います。 

ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当信漁連のカードが公的加盟機関で

利用できない場合があります。 

２．（準用規定等） 

(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、前記第１章の２（利用方法

等）、３（デビットカード取引契約）、４（貯金の復元等）および５（読替規定）を準

用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取

引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 

(2) 前項にかかわらず、前記第１章２.(3)③は、本章のデビットカード取引には適用され

ないものとします。 

(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関

がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビット

カード取引を行うことはできません。 

第３章 管理 

１．（通知等） 

  届出のあった氏名または名称・住所にあてて当信漁連が通知または送付書類を発送した

場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみ

なします。 

２．(規定の適用) 

この規定に定めのない事項については、当信漁連キャッシュカード規定、普通貯金規定、

総合口座取引規定により取扱います。 

３．（規定の変更） 

 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項に、

金融情勢その他諸般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には、民法

の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 

 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用

した日をもって承諾したものとみなし、公表の際に定める適用開始日から適用されるも

のとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めに

よるものとします。 

以 上 

 （2020.04.01） 

 



 

JF マリンネットバンク利用規定  

 

第 1条 「JFマリンネットバンク」  

 「JF マリンネットバンク」（以下「本サービス」といいます。）とは、パソコンや携帯電話な

ど当信漁連所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者（以下「契約者」といいます。）から

の依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス（「振込・振替サービス」といい、第 7条に定義

します。）、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス（「照会サービス」といい、第 6条に定

義します。）、税金・各種料金の払込み「Pay-easy（ペイジー）」（「税金・各種料金の払込み「Pay-

easy（ペイジー）」サービスといい、第 8 条に定義します。）を行うサービス、その他当信漁連所

定のサービスを、本規定（以下「本規定」といいます。）により行うものです。また、本サービス

の利用対象者は、当信漁連に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意

し、当信漁連所定の申込みを行い、かつ当信漁連が当該申込みを承諾した本邦居住の方のみとし

ます。 

 契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。 

 

第 2条 サービス取扱時間  

 本サービスの取扱時間は、当信漁連所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異

なる場合があります。 

 

第 3条 利用申込み  

1. 本サービスの利用の申込みに際しては、当信漁連所定の書面（以下「利用申込書」といいます。）

により「住所」、「氏名」、「ログインパスワード」、その他必要事項を届け出てください。 

 

2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当信漁連所定の貯金種

類の契約者名義口座（以下「サービス利用対象口座」といいます。）とします。また、契約者

が指定できる口座数は、当信漁連所定の範囲内とします。 

なお、本サービスの申込みの際には、サービス利用対象口座のうち一つの普通貯金口座または

当座貯金口座を「サービス利用代表口座」（以下「代表口座」といいます。）として届け出てい

ただき、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。  

 

3. 本サービスの申込みに対する当信漁連の手続完了後、必要事項を記載した「JF マリンネット

バンクサービスご利用開始のお知らせ」を当信漁連所定の方法で通知しますので、契約者は、

この「JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」や「利用の手引き」等に基づ

き、当信漁連所定の設定を端末機器から必ず行ってください。契約者の設定完了後、本サービ

スは利用可能となります。 

 

第 4条 本人確認  

 本サービスでは、端末機器から送信された「ログイン ID」、「パスワード」と、当信漁連に登録



 

されている「ログイン ID」、「パスワード」との一致の他、当信漁連が定める方法により契約者ご

本人である旨の確認（以下「本人確認」といいます。）を行います。 

 なお、本サービス利用に際して必要な「ログイン ID」、「パスワード」、その他本人確認方法の規

格、設定方法等は、当信漁連が定めるものとし、当信漁連が必要とする場合には、これを変更す

ることができるものとします。 

 

 

第 5条 取引の依頼・依頼内容の確認等  

1. 本サービスの取引の依頼は、第 4条の本人確認手続を経た後、取引に必要な事項を当信漁連の

指定する操作方法により行ってください。 

 

2. 当信漁連が本サービスの取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容を端末機器を通じて確

認しますので、その内容が正しい時には、当信漁連の指定する操作方法により、確認した旨を

当信漁連に伝達してください。当信漁連が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼

が確定したものとして、契約者の有効な意思により、かつ依頼内容が真正なものとみなし取り

扱います。また、依頼した取引については、本規定において特に定めのない限り、取消、変更

等はできないものとします。 

なお、料金等払込（第 8条に定義します。）にかかる操作手順は第 8条でご確認ください。 

 

3. 取引の依頼事項・内容および取引の完了結果については、当信漁連が指定する方法（受付完了

確認画面、依頼内容の照会機能、通帳等）により、契約者の責任において必ず確認してくださ

い。 

なお、内容に不明な点がある場合等は、当信漁連にご確認ください。ただし、料金等払込にか

かる確認は、収納機関に直接ご確認ください。 

 

4. 以下の事由等により、契約者から依頼された取引が処理できなかった場合には、当該取引が行

われなかったことにより生じた損害について、当信漁連は責任を負いません。  

(1) 振込・振替手続の処理時において、振込金額と振込手数料の合計、振替金額または払込手

続の処理時において、払込金額が支払元の貯金口座（以下「支払指定口座」といいます。）

の支払可能残高（当座貸越を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます）を超える

とき。  

(2) 振替手続において入金先の貯金口座が解約済みのとき。 

(3) 払込手続において、払込先の収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確

認ができないとき。 

(4) 支払指定口座に対し契約者から支払停止もしくは解約の届出があり、それに基づき当信

漁連が手続を行ったとき。  

(5) 当信漁連の任意に定める回数を超えてパスワードを誤って端末機器に入力したとき。 

(6) 差押えその他相当の事由が発生したとき。  



 

 

5. サービス利用対象口座について同日に複数の引落し（本サービス以外の引落しを含みます）を

する場合には、その総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき、その何れを引き落とす

かは当信漁連の任意とします。また、万一、これにより損害が生じた場合でも、当信漁連は責

任を負いません。 

 

第 6条 照会サービス  

1. 「照会サービス」とは、当信漁連が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらか

じめ指定されたサービス利用対象口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供

するサービスをいいます。  

 

2. 照会サービスの利用時間および提供する各種情報の基準・範囲等は、当信漁連が別途定めた内

容に基づくこととします。ただし、当信漁連は、内容を本サービスのホームページ等に表示し

たうえで、これらを変更することができるものとします。  

 

3. 当信漁連が提供した情報は、その残高・入出金明細を証明するものではありません。受入証券

類の不渡など相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をする

ことがあります。また、こうした変更・取消のために生じた損害については、当信漁連は責任

を負いません。 

 

第 7条 振込・振替サービス  

1. 振込・振替サービスとは、当信漁連が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日（以

下「振込・振替指定日」といいます。）に、あらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中

から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当

信漁連または当信漁連以外の金融機関の国内本支店の貯（預）金口座（以下「入金指定口座」

といいます。）へ入金することができるサービスをいいます。 

なお、当信漁連以外の金融機関宛の振込のうち、当信漁連所定の信漁連へ取次いで取り扱う場

合があります。 

また、当信漁連以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱い

できない場合があります。 

 

2. 入金指定口座への入金は、次のとおり取り扱います。  

(1) 支払指定口座と入金指定口座が当信漁連の同一店に属し、かつ同一名義の場合は、「振替」

として取り扱います。  

(2) 支払指定口座と入金指定口座が当信漁連の同一店に属していない場合、または支払指定

口座と入金指定口座が当信漁連の同一店に属する場合であっても、 その名義が異なる場

合は、「振込」として取り扱い、当信漁連所定の振込手数料を支払指定口座からお支払い

いただきます。  



 

(3) 振込・振替指定日は、当信漁連の指定する操作方法により指定してください。この場合、

指定日は当信漁連所定の期間からお選びいただきます。ただし、振込先の金融機関の状況

等により、指定日の翌営業日扱いとなることもあります。 

なお、当信漁連は、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この期間を変

更することがあります。  

(4) 振込・振替サービスにおける 1日当たりの上限金額は当信漁連所定の金額の範囲内、かつ

契約者が指定・登録した金額とします。 

なお、当信漁連は、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この上限金額

を変更することがあります。  

(5) 契約者は、依頼した取引について当信漁連の定める処理を行うまでは、端末機器から当信

漁連の指定する操作方法により、取消ができるものとします。取引実行後の依頼内容の変

更（以下「訂正」といいます。）または取りやめ（以下「組戻し」といいます。）は、原則

として取り扱いできません。ただし、当信漁連がやむを得ないものと認めて訂正・組戻し

を承諾する場合には、当信漁連の定める方法で取り扱うこととし、この場合、振込手数料

は返却しません。 

なお、組戻しを行う場合には、当信漁連所定の組戻手数料が別途必要となります。  

(6) 前号の組戻し手続により、入金指定口座のある金融機関から振込金額が返却された場合

には、当該取引の支払指定口座に入金します。 ただし、組戻しができない場合がありま

すが、この場合には受取人との間で協議してください。 

なお、組戻しができなかった場合には、組戻手数料は返却します。 

 

 

第 8条 税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy（ペイジー）」 

1. 「税金・各種料金払込み「Pay-easy（ペイジー）」サービス」とは、当信漁連所定の収納機関

に対し、税金、手数料、料金等（以下「料金等」といいます。）の払込み（以下「料金等払込」

といいます。）を行うため、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が提供する「収納サ

ービス」を利用して、当信漁連が指定する操作方法により、契約者があらかじめ指定されたサ

ービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額（当座貸越

を利用できる場合は、その範囲内の金額を含みます。以下同じです。）を引き落とすことによ

り、料金等の払込みを行うサービスをいいます。 

 

2. 料金等払込をするときは、当信漁連が定める方法および操作手順に従ってください。 

 

3. 利用者の端末機器において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号（納付番号）、

確認番号その他事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を

当信漁連に依頼してください。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情

報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として JFマリンネットバンクを選択し

た場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当信漁連の JFマリンネットバ



 

ンクに引き継がれます。 

 

4. 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機器の画面に表示される

納付情報または請求情報から払込を希望する料金等を選択してください。 

 

5. 利用者の端末機器の画面に払込を希望した料金等の内容が表示されますので、利用者はその

申込内容を確認のうえ、当信漁連が定める方法で料金等払込の申込みを行ってください。 

 

6. 料金等払込にかかる契約は、当信漁連がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払

込資金を貯金口座から引き落とした時に成立するものとします。 

 

7. 次の場合には料金等払込を行うことができません。 

(1) 停電、故障等により取り扱いできない場合 

(2) 申込内容に基づく払込金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことができ

る金額（当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。）を超える場合 

(3) 利用者の口座が解約済みの場合 

(4) 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当信漁連が所定の手続を行

った場合 

(5) 差押え等やむを得ない事情があり当信漁連が不適当と認めた場合 

(6) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合 

(7) 当信漁連の任意に定める回数を超えてパスワード等を誤って利用者の端末機器に入力し

た場合 

(8) その他当信漁連が必要と認めた場合 

 

8. 料金等払込にかかるサービスの利用時間は、当信漁連が定める利用時間内としますが、収納機

関の利用時間の変動等により、当信漁連の定める利用時間内でも利用ができないことがあり

ます。 

 

9. 料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込の申込みを撤回することができません。 

 

10. 当信漁連は、料金等払込にかかる領収書（領収証書）を発行いたしません。収納機関の納付情

報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会につい

ては、収納機関に直接お問い合わせください。 

 

11. 収納機関の連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。 

 

12. 当信漁連または収納機関の任意に定める回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料

金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必



 

要に応じて当信漁連または収納機関が定める手続を行ってください。 

 

13. 国庫金の収納は、歳入代理店である農林中央金庫が収納いたします。 

 

第 9条 取引内容の記録等  

 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当信漁連において記録し、相当期間保存・管理するもの

とします。 また、万一、これらの内容について契約者と当信漁連との間で疑義が生じたときは、

当信漁連の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。 

 

第 10条 サービス利用手数料等  

1. 本サービスの利用に当たっては、当信漁連所定の利用手数料およびこれに伴う消費税を当信

漁連所定の日に代表口座から引き落とします。 

なお、本サービスの契約期間中に解約される場合であっても、当信漁連は既に受け入れた利用

手数料を返却しません。  

 

2. 本サービスによる振込に当たっては、第 7条における振込手数料およびこれに伴う消費税を、

振込手続の処理時に支払指定口座から引き落とします。  

 

3. 本サービスにかかる利用手数料、振込・振替金、振込手数料および払込金の引落しは、普通貯

金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等にかかわらず、貯金通帳および払戻請求書または

当座小切手、キャッシュカードの提出は不要として取り扱います。  

 

4. 当信漁連は、本サービスの運営上必要と判断した場合および経済情勢等の変動に応じて、内容

を本サービスのホームページ等に表示したうえで、月額手数料や本サービスに関する諸手数

料を改定あるいは新設する場合があります。 

 

第 11条 パスワードの管理、セキュリティ等  

1. 「ログイン ID」、「パスワード」は、重要な情報です。「ログイン ID」、「パスワード」は、生年

月日や電話番号、連続する文字数列の指定を避けたうえで、 当信漁連の定める方法に基づき

指定してください。また、「ログイン ID」、「パスワード」については、第三者に知られないよ

う契約者の責任において厳重に管理するとともに、契約者以外の方に使用されることがない

ようにも厳重に管理してください。 管理が不十分であったことにより生じた損害については、

当信漁連は責任を負いません。 

なお、当信漁連から契約者に「ログイン ID」、「パスワード」を直接尋ねることはありません。  

 

2. 契約者は、本サービスの取引の安全性の確保・維持に資するため、一定の期間毎に当信漁連所

定の方法により、「パスワード」の変更を必ず行ってください。  

 



 

3. 本サービスの利用について当信漁連に登録された「パスワード」と異なる「パスワード」が連

続して入力され、当信漁連の任意に定める回数に達した場合には、その「パスワード」は無効

となります。この場合、既に依頼済みで当信漁連が処理していない振込・振替等の依頼は有効

に存続するものとして取り扱います。「パスワード」を再設定する場合には、当信漁連所定の

手続を行ってください。 

 

4. 「JFマリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」の盗難・紛失等により、「ログイン

ID」、「パスワード」など契約者に関する情報が第三者に知られた場合、またはそのおそれがあ

る場合には、契約者は当信漁連の所定の時間内にその旨を届け出てください。当信漁連は、こ

の届出の受付により本サービスの利用を停止します。この場合、既に依頼済みで当信漁連が処

理していない振込・振替等の依頼は、契約者の真正な意思により撤回されたものとみなして取

り扱います。 

なお、本サービスの利用を再開する場合には、当信漁連所定の手続を行ってください。 

 

第 12条 解約等  

1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。 ただし、

当信漁連に対する解約の通知は当信漁連所定の書面もしくは当信漁連が定める方法によるこ

ととします。また、当信漁連に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに

通常必要となる期間において生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当信漁連が必要と認めた場合に

は、即時に解約できない場合があります。  

 

2. 当信漁連が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、その通知が受領拒否、転

居先不明等の理由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したも

のとみなします。  

 

3. 代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。  

 

4. サービス利用対象口座（除く、代表口座）が解約された場合は、その口座にかかる限度におい

て契約は解約されたものとします。  

 

5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当信漁連は契約者に連絡・通知等するこ

となく、本契約を直ちに解約できるものとします。  

(1) 支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき 

(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当信漁連において契約者

の所在が不明となり、当信漁連の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなった

とき。  



 

(4) 1年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき 

(5) 相続の開始があったとき 

(6) 当信漁連に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき 

(7) 「JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」が不着もしくは受取拒否等で

返却されたとき 

(8) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき 

(9) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき 

(10) 契約者が本規定に違反するなど、当信漁連が本サービスの解約を必要とする相当の事由

が生じたとき 

(11) 当信漁連がサービス継続上において支障があると判断したとき 

 

第 13条 移管  

1. 代表口座を契約者の都合で移管する場合は、本サービスは解約したものとみなしますので、必

要に応じて移管後の口座で改めて契約してください。また、サービス利用対象口座（代表口座

を除きます）を契約者の都合で移管する場合は、その口座にかかる限度においてこの契約は解

約したものとみなしますので、必要に応じて移管後の口座で改めて登録してください。  

 

2. 代表口座が店舗統廃合等、当信漁連の都合により移管された場合は、原則として本契約の内容

は新しい取引店舗に引き継がれます。また、サービス利用対象口座（代表口座を除きます）が

当信漁連の都合により移管された場合も同様とします。ただし、契約者に連絡のうえ、別途変

更等の手続を行っていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

第 14条 免責事項  

1. 当信漁連および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもか

かわらず   

(1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取扱いに遅延・不能等が発

生したために生じた損害  

(2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がな

されたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じ

た損害  

については当信漁連は責任を負いません。当信漁連からのそれぞれの取引受付終了メッセージ

を受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に

当信漁連に受付の有無等を確認してください。  

 

2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由

があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当

信漁連は責任を負いません。  

 



 

3. 当信漁連が第 4条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、

端末機器、パスワード等につき、偽造・変造・盗用または不正利用その他の事故があっても、

当信漁連は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために

生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。  

ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものであ

る場合、契約者は後記第 15条による補てんの請求をすることができます。 

 

4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任に

おいて確保してください。 当信漁連は、本規定により端末機器が正常に稼動することについ

て保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取

引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当信漁連は責任を

負いません。  

5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当信漁連が相当の注意をも

って照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗

難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。  

 

6. 当信漁連が通知した「JF マリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」が郵送上の事

故等当信漁連の責に帰すべき事由によらず、第三者がパスワード等を知り得たとしても、その

ために生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

 

7. その他当信漁連以外の金融機関等の責に帰すべき事由があったとき、そのために生じた損害

については、当信漁連は責任を負いません。  

 

8. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当信漁連は責

任を負いません。 

 

9. 本サービスは個人の方を対象としているため、契約者が個人以外の方であることによって生

じた盗聴等の不正利用等による損害については、当信漁連は責任を負いません。 

 

第 15条  本サービスの不正使用による振込等 

1. 個人の貯金者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等（以下

「不正な振込等」という。）については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当信漁連

に対して不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相当する金額の補てん

を請求することができます。 

(1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当信漁連への通知が行われていること。 

(2) 当信漁連の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 

(3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるもの

を当信漁連に示していること。 



 

 

2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意による場合を除き、当信漁連は当信

漁連へ通知が行われた日の 30日（ただし、当信漁連に通知することができないやむを得ない事

情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数と

します。）前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に

相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当信

漁連が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失（重過失は除き

ます）に起因すると当信漁連が証明した場合は、補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補

てんするものとします。 

 

3. 前 2項の規定は前項にかかる当信漁連への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日（当該盗取

が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。）から 2年を経過する

日後に行われた場合には、適用されないものとします。 

 

4. 第 1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当信漁連は補てんの責任を負

いません。 

(1) 不正な振込等が行われたことについて、当信漁連が善意かつ無過失であり、かつ、次のいず

れかに該当すること 

a  不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因すること 

b  契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人

（家政婦等）によって行われたこと 

c  契約者が被害状況についての当信漁連に対する説明において、重要な事項について偽り

の説明を行ったこと 

(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗

取されたこと 

 

5. 当信漁連が第 2 項に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金（以下

「対象貯金」という。）について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った

額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったもの

から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 

 

6. 当信漁連が第 2項により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、

対象貯金に関する権利は消滅します。 

 

7. 当信漁連が第 2項により補てんを行ったときは、当信漁連は当該補てんを行った金額の限度に

おいて、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者

が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 

 



 

第 16条 届出事項の変更等  

1. 代表口座を含む本サービスに関する印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その

他の届出事項に変更があったときは、当信漁連の定める方法（本規定および各種貯金規定なら

びにそれら以外の規定で定める方法）に従い直ちに当信漁連に届け出てください。この届出は、

当信漁連の変更処理が完了した後に有効となります。  

 

2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当信漁連からその必要に応じて通知

する書類や電子メール等が不着または延着の場合であっても、通常到達すべきときに到達し

たものとします。 

 

第 17条 通知・告知手段  

 契約者は、当信漁連からの通知・告知等の手段として電子メール、ホームページ掲載その他の

方法が利用されることに同意するものとします。また、契約者の電子メールアドレスについては、

当信漁連の指定する操作方法により端末機器から届け出るものとし、この届出がなかったことに

より生じた損害については、当信漁連は責任を負いません。 

 

第 18条 海外からの利用  

 契約者の海外からの利用については、各国の法令、通信事情、その他事由により本サービスの

全部または一部が利用できない場合があります。当該国の法令・制度等については、契約者ご自

身で確認してください。 

 

第 19条 サービスの追加  

 契約者は、本サービスに今後追加されるサービスを、新たな申込みなしに利用できるものとし

ます。ただし、当信漁連が指定する一部のサービスについては、この限りではありません。また、

サービス追加時には、本規定を変更する場合があります。 

 

第 20条 サービスの休止  

 当信漁連は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場

合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・

内容等に関する契約者への告知については、当信漁連任意の方法によることとします。 

 

第 21条 サービスの廃止  

 当信漁連は、本サービスで実施しているサービスの一部または全部について、契約者に通知す

ることなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があり

ます。 

 

第 22条 本規定の変更  

 当信漁連は、第 19 条・第 21 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法（当信



 

漁連の所定事項を含みます）を変更することができるものとします。この場合には、当信漁連は

本規定を改定のうえ本サービスのホームページに表示し、変更日以降は変更後の規定により取り

扱うものとします。 

 契約者は、本サービスを利用する際には、当該ホームページ上の利用規定を確認のうえ利用し

てください。 

 

第 23条 リスクの承諾 

 本サービスの機能は、個人のお客様のご利用を対象としたセキュリティ手段、盗聴等の不正利

用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、個人以外の方が利用される場合には、

セキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について十分理解し、

リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわら

ず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当信漁連は責任を負いません。 

 

第 24条 関係規定の適用・準用  

1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関

係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、

本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。  

 

2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規

定を準用します。 

 

第 25条 契約期間  

 この契約の当初契約期間は、契約日（「JFマリンネットバンクサービスご利用開始のお知らせ」

に記載の取扱開始日）から 1 年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了までに契

約者または当信漁連から特段の申し出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から 1 年間継続

されるものとします。継続後も同様とします。 

 

第 26条 譲渡、質入れ等の禁止  

 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。 

 

第 27条 準拠法・合意管轄  

 本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当信漁連本店の所在

地を管轄する管轄裁判所とします。 

 

JFマリンネットバンク利用規定の当信漁連所定の内容については、店頭にご用意しております「当

信漁連所定事項」をご覧いただくか、当ホームページの掲載内容により確認してください。 

以上 

（2020.04.01） 



振込規定 

 

１．(適用範囲) 

振込依頼書または当信漁連の振込機による当信漁連または他の金融機関の国内本支店に

ある受取人の預貯金口座あての振込については、この規定により取扱います。 

２．(振込の依頼) 

(1) 振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。 

① 振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。 

② 振込依頼書は、当信漁連所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、

預貯金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号

その他の所定の事項を正確に記入してください。なお、預貯金種目・口座番号が不

明な場合には、窓口に相談してください。 

③ 当信漁連は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。 

(2) 振込機による振込の依頼は、次により取扱います。 

① 振込機は当信漁連所定の時間内に利用することができます。 

② １回および１日あたりの振込金額は、当信漁連所定の金額の範囲内とします。 

③ 振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預貯金種目・

口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。振

込代り金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してくだ

さい。 

④ 貯金口座からの振替による振込については、振込依頼人と貯金者（通帳またはキャ

ッシュカードの名義人）の氏名が異なる場合は、貯金者から振込依頼があったもの

とみなします。 

⑤ 当信漁連は振込機に入力された事項を依頼内容とします。 

⑥ 文書扱いは振込機では取扱いません。 

(3) 前２項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入

力があったとしても、これによって生じた損害については、当信漁連は責任を負いま

せん。 

(4) 振込の依頼にあたっては、振込代り金、振込手数料その他この取引に関連して必要と

なる手数料（以下「振込代り金等」といいます。）を支払ってください。 

３．(振込契約の成立) 

(1) 振込依頼書による場合には、振込契約は、当信漁連が振込の依頼を承諾し振込代り金

等を受領した時に成立するものとします。 

(2) 振込機による場合には、振込契約は、当信漁連がコンピュータ・システムにより振込

の依頼内容を確認し振込代り金等の受領を確認した時に成立するものとします。 

(3) 前２項により振込契約が成立したときは、当信漁連は、依頼内容を記載した振込金受



取書、振込受付書、利用明細票または振込記帳専用通帳等（以下「振込金受取書等」

といいます。）を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書

等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。 

４．(振込通知の発信) 

(1) 振込契約が成立したときは、当信漁連は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関

あてに次により振込通知を発信します。 

① 電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時

間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌

営業日に振込通知を発信することがあります。 

② 文書扱いのときは依頼日の翌営業日以降３営業日以内に振込通知を発信します。 

(2) 窓口営業時間終了後に、振込機による依頼日当日または依頼日の翌営業日を振込指

定日とする振込依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、指定された日に

振込通知を発信します。 

ただし、振込先の金融機関の状況等により、依頼日の翌営業日に振込通知を発信する

こともあります。 

５．(証券類による振込) 

(1) 当信漁連以外の金融機関にある受取人の預貯金口座への振込の依頼を受ける場合に

は、小切手その他の証券類による振込代り金等の受入れはしません。 

(2) 当信漁連の本支店にある受取人の貯金口座への振込の依頼を受ける場合に、当信漁

連が振込代り金等とするために小切手その他の証券類の受入れを認めたときは、そ

の旨を表示した振込金受取書等を交付するとともに、証券類受入れの旨を表示した

振込通知をその決済確認前に発信します。なお、証券類の決済を確認した後に振込通

知を発信することもあります。 

(3) 前項により受入れた証券類が不渡りとなった場合には、直ちにその旨を通知すると

ともに、決済確認前に振込通知を発信しているときは、それを取消します。この場合

には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保

全の手続をします。 

(4) 不渡りとなった証券類は、取扱店で返却しますので、当信漁連所定の受取書に記名押

印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当信漁連所定の本

人確認資料または保証人を求めることがあります。 

(5) 提出された振込金受取書等を当信漁連が交付したものであると相当の注意をもって

認めたうえ、その証券類を返却したときは、これによって生じた損害については、当

信漁連は責任を負いません。 

６．(取引内容の照会等) 

(1) 受取人の預貯金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店

に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、



その結果を報告します。 

(2) 当信漁連が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、

依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してくだ

さい。当信漁連からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適

切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当信漁連は責任を

負いません。 

７．(依頼内容の変更) 

(1) 振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の

訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を

変更する場合には、第８条第１項に規定する組戻しの手続により取扱います。 

①  訂正の依頼にあたっては、当信漁連所定の振込金組戻・訂正依頼書に記名押印

のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当信漁連所定の

本人確認資料または保証人を求めることがあります。 

② 当信漁連は、振込金組戻・訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機

関に発信します。 

(2) 前項の訂正の取扱いについては、第５条第５項の規定を準用します。 

(3) 第１項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、

訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 

８．(組戻し) 

(1) 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組

戻しの手続により取扱います。 

①  組戻しの依頼にあたっては、当信漁連所定の振込金組戻・訂正依頼書に記名押印

のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当信漁連所定の本人

確認資料または保証人を求めることがあります。 

② 当信漁連は、振込金組戻・訂正依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関

に発信します。 

③ 組戻しされた振込代り金は、振込金組戻・訂正依頼書に指定された方法により返却

します。現金で返却を受けるときは、当信漁連所定の受取書に記名押印のうえ、振込

金受取書等とともに提出してください。この場合、当信漁連所定の本人確認資料また

は保証人を求めることがあります。 

(2) 前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込代り金の返却については、第５条第

５項の規定を準用します。 

(3) 第１項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、

組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 

９．(振込代り金の返却) 

(1) 入金口座なしもしくは受取人名相違等の事由により、受取人の預貯金口座に入金で



きなかった場合には、すみやかに連絡しますので、第８条に規定する組戻しの手続に

準じて、振込代り金の受領等の手続をとってください。 

(2) 前項にかかわらず、振込機による貯金口座からの振替による振込の場合は、振込金

組戻・訂正依頼書の提出を受けることなく、振込代り金出金口座へ返金するための手

続をとります。 

10．(通知・照会の連絡先) 

(1) この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・

入力された住所・電話番号または振込代り金等を振替えた貯金口座について届出の

あった住所・電話番号を連絡先とします。 

(2) 前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会

をすることができなくても、これによって生じた損害については、当信漁連は責任を

負いません。 

11．(手数料) 

(1) 振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。 

(2) 組戻しの受付にあたっては、当信漁連所定の組戻手数料をいただきます。この場合、

前項の振込手数料は返却しません。ただし、組戻しができなかったときは、組戻手数

料は返却します。 

(3) 組戻しされた振込代り金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするとき

も、店頭表示の振込手数料をいただきます。この場合、組戻手数料は返却します。 

(4) 振込代り金が入金口座なし等の事由により返却された場合、振込手数料は返却いた

しません。 

(5) この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。 

(6) 手数料は、当信漁連所定の貯金規定およびカード規定等にかかわらず、通帳、払戻請

求書、カードまたは小切手の提出なしに、依頼人が当信漁連に保有する貯金口座から

自動的に引落すことが出来るものとします。 

12．(災害等による免責) 

次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損

害については、当信漁連は責任を負いません。 

① 災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が

あったとき 

② 当信漁連または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたに

もかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき 

③ 当信漁連以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき 

13．(譲渡、質入れの禁止) 

振込金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはでき

ません。 



14．(貯金規定等の適用) 

振込代り金等を貯金口座から振替えて振込の依頼をする場合における貯金の払戻しにつ

いては、関係する貯金規定およびカード規定等により取扱います。 

15.（規定の変更等） 

(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当信漁連は、この規定の各条項に、

金融情勢その他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には、民法

の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 

(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットそ

の他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとしま

す。 

以上 

（2020.04.01） 



附 則 

附則 

（実施日）  

この規定は、令和２年４月１日から実施する。 

 


