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平成２５年３月 

貯金貯金貯金貯金規定規定規定規定のののの一部一部一部一部改正改正改正改正についてについてについてについて    
    

 

平素よりＪＡバンク香川をご利用いただきありがとうございます。 

    

ＪＡバンク香川では、平成２５年４月１日より定期性貯金証書、解約申込書の様式変更等に伴

い解約時の事務処理が変更となります。つきましては、お客様に配付しております貯金規定を一

部改正いたしますので、詳細につきましては、以下の改正内容（新旧対照表）をご覧ください。 

 

（１）実施日 

平成２５年４月１日 

 

（２）改正内容（新旧対照表） 

 

【スーパー定期貯金規定（単利型）】 

【大口定期貯金規定】 
（改 正 後） （改 正 前） 

４４４４．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
(1) この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約また

は書替継続するときは、（削除）当組合所定の定期
貯金解約申込書または定期貯金書替継続申込書（削
除）に届出の印章により記名押印して通帳または証
書とともに、当店に提出してください。 

 

(2)～(4) （省 略）    
    

７７７７．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
（削除）定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申

込書、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、当組合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。 

４４４４．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
(1) この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約また

は書替継続するときは、この貯金が通帳扱いの場合
は、当組合所定の定期貯金解約申込書または定期貯
金書替継続申込書、この貯金が証書扱いの場合は、
証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通
帳または証書とともに、当店に提出してください。 

(2)～(4) （省 略）    
    

７７７７．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
証書、定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申込

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、当組合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。    

 

【スーパー定期貯金規定（複利型）】 

（改 正 後） （改 正 前） 

４４４４．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
(1) この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約また

は書替継続するときは、（削除）当組合所定の定期
貯金解約申込書または定期貯金書替継続申込書（削
除）に届出の印章により記名押印して通帳または証
書とともに、当店に提出してください。 

 

(2)～(4) （省 略）    
    

７７７７．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
（削除）定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申

込書、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

４４４４．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
(1) この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約また

は書替継続するときは、この貯金が通帳扱いの場合
は、当組合所定の定期貯金解約申込書または定期貯
金書替継続申込書、この貯金が証書扱いの場合は、
証書の受取欄に届出の印章により記名押印して通
帳または証書とともに、当店に提出してください。 

(2)～(4) （省 略）    
    

７７７７．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
証書、定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申込

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
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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、当組合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。 

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、当組合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。    

 

【自動継続スーパー定期貯金規定（単利型）】 

【自動継続スーパー定期貯金規定（複利型）】 

【自動継続大口定期貯金規定】 
（改 正 後） （改 正 前） 

４４４４．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
 (1) この貯金を解約または書替継続するときは、（削除

）当組合所定の定期貯金解約申込書または定期貯金
書替継続申込書（削除）に届出の印章により記名押
印して通帳または証書とともに、当店に提出してく
ださい。 

 

(2)～(4) （省 略）    
    

７７７７．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
（削除）定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申

込書、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、当組合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。 

４４４４．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
 (1)  この貯金を解約または書替継続するときは、この

貯金が通帳扱いの場合は、当組合所定の定期貯金解
約申込書または定期貯金書替継続申込書、この貯金
が証書扱いの場合は、証書の受取欄に届出の印章に
より記名押印して通帳または証書とともに、当店に
提出してください。 

(2)～(4) （省 略）    
    

７７７７．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
証書、定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申込

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、当組合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。 

 

【期日指定定期貯金規定】 
（改 正 後） （改 正 前） 

４４４４．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
 (1) この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約または

書替継続するときは、（削除）当組合所定の定期貯
金解約（削除）申込書または定期貯金書替継続申込
書（削除）に届出の印章により記名押印して通帳ま
たは証書とともに、当店に提出してください。    

 

 

(2) この貯金の一部について解約または書替継続する
ときは、当組合所定の定期貯金解約（削除）申込書
に届出の印章により記名押印して通帳または証書
とともに当店に提出してください。 

 (3)～(4) （省 略） 
    

７７７７．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
（削除）定期貯金解約（削除）申込書、定期貯金書

替継続申込書、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、当組合は責任を負い
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。 

４４４４．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
 (1)  この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約また

は書替継続するときは、この貯金が通帳扱いの場合
は、当組合所定の定期貯金解約（支払）申込書また
は定期貯金書替継続申込書、この貯金が証書扱いの
場合は、証書の受取欄に届出の印章により記名押印
して通帳または証書とともに、当店に提出してくだ
さい。 

(2) この貯金の一部について解約または書替継続する
ときは、当組合所定の定期貯金解約（支払）申込書
に届出の印章により記名押印して通帳または証書
とともに当店に提出してください。 

 (3)～(4) （省 略） 
    

７７７７．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
証書、定期貯金解約（支払）申込書、定期貯金書替

継続申込書、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、当組合は責任を負いませ
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。 
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【自動継続期日指定定期貯金規定】 
（改 正 後） （改 正 前） 

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
 (1) この貯金を解約または書替継続するときは、（削

除）当組合所定の定期貯金解約（削除）申込書また
は定期貯金書替継続申込書（削除）に届出の印章に
より記名押印して通帳または証書とともに、当店に
提出してください。 

 

(2) この貯金の一部について解約または書替継続する
ときは、当組合所定の定期貯金解約（削除）申込書
に届出の印章により記名押印して通帳または証書
とともに当店に提出してください。    

 (3)～(4) （省 略） 
    

８８８８．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
（削除）定期貯金解約（削除）申込書、定期貯金書

替継続申込書、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、当組合は責任を負い
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。 

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
 (1) この貯金を解約または書替継続するときは、この

貯金が通帳扱いの場合は、当組合所定の定期貯金解
約（支払）申込書または定期貯金書替継続申込書、
この貯金が証書扱いの場合は、証書の受取欄に届出
の印章により記名押印して通帳または証書ととも
に、当店に提出してください。 

(2) この貯金の一部について解約または書替継続する
ときは、当組合所定の定期貯金解約（支払）申込書
に届出の印章により記名押印して通帳または証書
とともに当店に提出してください。 

 (3)～(4) （省 略） 
    

８８８８．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
証書、定期貯金解約(支払)申込書、定期貯金書替継

続申込書、（追加）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、当組合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。 

 

【変動金利定期貯金規定（複利型）】 
（改 正 後） （改 正 前） 

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
 (1) この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約または

書替継続するときは、（削除）当組合所定の定期貯
金解約申込書または定期貯金書替継続申込書（削除
）に届出の印章により記名押印して通帳または証書
とともに、当店に提出してください。 

 

(2) ～(4) （省 略）    
    

８８８８．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
（削除）定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続

申込書、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、当組合は責任を負
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。 

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
 (1) この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約または

書替継続するときは、この貯金が通帳扱いの場合は
、当組合所定の定期貯金解約申込書または定期貯金
書替継続申込書、この貯金が証書扱いの場合は、証
書の受取欄に届出の印章により記名押印して通帳
または証書とともに、当店に提出してください。 

(2) ～(4) （省 略）    
    

８８８８．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
証書、定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申

込書、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、当組合は責任を負い
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。 

 

【自動継続変動金利定期貯金規定（複利型）】 
（改 正 後） （改 正 前） 

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
 (1) この貯金を解約または書替継続するときは、（削除

）当組合所定の定期貯金解約申込書または定期貯金
書替継続申込書（削除）に届出の印章により記名押
印して通帳または証書とともに、当店に提出してく
ださい。    

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約、、、、書替継続書替継続書替継続書替継続））））    
 (1) この貯金を解約または書替継続するときは、この

貯金が通帳扱いの場合は、当組合所定の定期貯金解
約申込書または定期貯金書替継続申込書、この貯金
が証書扱いの場合は、証書の受取欄に届出の印章に
より記名押印して通帳または証書とともに、当店に



4 

 

(2) ～(4) （省 略）    
    

８８８８．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
（削除）定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続

申込書、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、当組合は責任を負
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。 

提出してください。    
(2) ～(4) （省 略）    
    

８８８８．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
証書、定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申

込書、（追加）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、当組合は責任を負いませ
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。 

 

【定期積金規定】 
（改 正 後） （改 正 前） 

２２２２．（．（．（．（証券類証券類証券類証券類のののの受入受入受入受入れれれれ））））    
 (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積金にな

りません。不渡りとなった証券類は、この積金の通
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。    

    

８８８８．．．．（（（（自動満期処理自動満期処理自動満期処理自動満期処理のののの特約特約特約特約））））    
  （省 略） 
 (1) （省 略） 
 (2) 当座性貯金へ預入れする場合の取扱い 
  ① 貯金口座は、既に開設されている当座性貯金に

預入れします。（削除） 
 

 

  ② （省 略） 
 (3) ～ (4)  （省 略） 

２２２２．（．（．（．（証券類証券類証券類証券類のののの受入受入受入受入れれれれ））））    
 (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、（追加）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。    

    

８８８８．（．（．（．（自動満期処理自動満期処理自動満期処理自動満期処理のののの特約特約特約特約））））    
  （省 略） 
 (1) （省 略） 
 (2) 当座性貯金へ預入れする場合の取扱い 
  ① 貯金口座は、既に開設されている当座性貯金に

預入れします。ただし、この積金を総合口座通帳
に組入れているときは、当該普通貯金口座への預
入れに限ります。 

  ② （省 略） 
 (3) ～ (4)  （省 略） 

 

【積立式定期貯金規定】 
（改 正 後） （改 正 前） 

３３３３．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの種類種類種類種類、、、、期間期間期間期間、、、、自動継続自動継続自動継続自動継続、、、、支払時期等支払時期等支払時期等支払時期等））））    
（省 略） 

 (1) 継続型 
  ① ～ ⑦ （省 略） 
  ⑧ 第６号により定められた期日以後に解約され

ないまま１か月を経過するか、またはその間に最長
預入期限が到来したときは、同号による期日の指定
はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継
続として取扱います。    

(2) 満期型 
（省 略） 

  ① ～ ⑦ （省 略） 
  ⑧ 第６号により定められた期日以後に解約され

ないまま１か月を経過するか、またはその間に最
長預入期限または特定日が到来したときは、同号
による期日の指定はなかったものとし、引続き最
長預入期限または特定日に自動継続として取扱
います。    

    

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約））））    
 (1) この貯金を解約するときは、当組合所定の積立式

定期貯金解約申込書に届出の印章により記名押印

３３３３．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの種類種類種類種類、、、、期間期間期間期間、、、、自動継続自動継続自動継続自動継続、、、、支払時期等支払時期等支払時期等支払時期等））））    
（省 略） 

 (1) 継続型 
  ① ～ ⑦ （省 略） 
  ⑧ 第６号により定められた期日以後に解約され

ないまま１か月を経過するか、またはその間に最長
預入期限が到来したときは、同項による期日の指定
はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継
続として取扱います。    

(2) 満期型 
（省 略） 

  ① ～ ⑦ （省 略） 
  ⑧ 第６号により定められた期日以後に解約され

ないまま１か月を経過するか、またはその間に最
長預入期限または特定日が到来したときは、同項
による期日の指定はなかったものとし、引続き最
長預入期限または特定日に自動継続として取扱
います。    

    

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約））））    
 (1) この貯金を解約するときは、当組合所定の解約申

込書に届出の印章により記名押印して通帳ととも
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して通帳とともに当店に提出してください。 
(2)～(3) （省 略）    
    

８８８８．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
積立式定期貯金解約申込書、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、当組合
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。 

に当店に提出してください。    
(2)～(3) （省 略）    
    

８８８８．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
解約申込書、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、当組合は責任を負いませ
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。 

 

【一般財形貯金規定】 
（改 正 後） （改 正 前） 

６６６６．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約））））    
 (1) この貯金を解約するときは、当組合所定の財形貯

蓄支払申込書に届出の印章により記名押印して、契
約の証とともに当店に提出してください。 

 (2)  （省 略） 
 (3) この貯金は、解約する貯金を指定せずに貯金残高

の一部に相当する金額を１万円以上１円単位の金
額で払戻請求することができます。この場合、この
貯金を預入日から解約日までの日数が多いものか
ら解約することとし、１口ごとの元金累計額が財形
貯蓄支払申込書記載の金額に達するまで行います。
ただし、解約日において、すでに満期日が到来して
いる貯金がある場合は、その貯金を優先して解約し
ます。 

 (4) ～ (5)  （省 略） 
    

９９９９．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
財形貯蓄支払申込書、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、当組合は責任を負いませ
ん。なお、盗取された契約の証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。 

６６６６．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約））））    
 (1) この貯金を解約するときは、当組合所定の払戻請

求書に届出の印章により記名押印して、契約の証と
ともに当店に提出してください。 

 (2)  （省 略） 
 (3) この貯金は、解約する貯金を指定せずに貯金残高

の一部に相当する金額を１万円以上１円単位の金
額で払戻請求することができます。この場合、この
貯金を預入日から解約日までの日数が多いものか
ら解約することとし、１口ごとの元金累計額が払戻
請求書記載の金額に達するまで行います。ただし、
解約日において、すでに満期日が到来している貯金
がある場合は、その貯金を優先して解約します。 

 

 (4) ～ (5)  （省 略） 
    

９９９９．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
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、当組合は責任を負いません。なお、
盗取された契約の証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。 

 

【財形年金貯金規定】 
（改 正 後） （改 正 前） 

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約））））    
 (1) やむをえない事由により、この貯金を前記第３条

による支払方法によらずに解約する場合は、この貯
金のすべてを解約することとし、当組合所定の財形
貯蓄支払申込書に届出の印章により記名押印して、
契約の証とともに当店へ提出してください。この場
合、期日指定定期貯金は満期日を指定することはで
きません。 

 (2)～(3) （省 略） 
    

14141414．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
財形貯蓄支払申込書、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、当組合は責任を負いませ

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約））））    
 (1) やむをえない事由により、この貯金を前記第３条

による支払方法によらずに解約する場合は、この貯
金のすべてを解約することとし、当組合所定の払戻
請求書に届出の印章により記名押印して、契約の証
とともに当店へ提出してください。この場合、期日
指定定期貯金は満期日を指定することはできませ
ん。 

 (2)～(3) （省 略） 
    

14141414．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
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、当組合は責任を負いません。なお、
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ん。なお、盗取された契約の証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。 

盗取された契約の証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。 

 

【財形住宅貯金規定】 
（改 正 後） （改 正 前） 

３３３３．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの支払方法支払方法支払方法支払方法））））    
 (1) （省 略） 
 (2) 前記第１項による払出しをする場合には、当組合

所定の財形貯蓄支払申込書に届出の印章により記
名押印し、契約の証とともに法令で定める書類を当
店へ提出してください。 

 (3) この貯金の一部を、住宅の取得等の頭金に充てる
ときは、残高の 90％または住宅の取得等に要した費
用の額のいずれか低い額を限度として１回に限り
支払います。この場合には、当組合所定の財形貯蓄
支払申込書に届出の印章により記名押印し、この貯
金の契約の証および法令等で定める書類とともに
当店へ提出してください。また、この支払日から２
年以内かつ住宅の取得等の日から１年以内に法令
で定める書類を当店へ提出してください。 

 (4) 前記第３項により貯金の一部を支払った場合にお
いて、住宅の取得等に要した費用の額が一部支払い
の金額を超えている場合には、その超えている金額
につき貯金残高を限度として１回に限り支払いま
す。また、この場合には、前記第３項の支払日から
２年以内かつ住宅の取得等の日から１年以内（法令
で定める書類の提出後に限ります。）に当組合所定
の財形貯蓄支払申込書に届出の印章により記名押
印し、この貯金の契約の証とともに当店へ提出して
ください。 

 (5) （省 略） 
    

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約））））    
 (1)  やむをえない事由により、この貯金を前記第３条

による支払方法によらずに払出す場合には、この貯
金のすべてを解約することとし、当組合所定の財形
貯蓄支払申込書に届出の印章により記名押印して、
契約の証とともに当店へ提出してください。 

 (2)～(3) （省 略） 
    

13131313．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
財形貯蓄支払申込書、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、当組合は責任を負いませ
ん。なお、盗取された契約の証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。 

３３３３．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの支払方法支払方法支払方法支払方法））））    
 (1) （省 略） 
 (2) 前記第１項による払出しをする場合には、当組合

所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、
契約の証とともに法令で定める書類を当店へ提出
してください。 

 (3) この貯金の一部を、住宅の取得等の頭金に充てる
ときは、残高の 90％または住宅の取得等に要した費
用の額のいずれか低い額を限度として１回に限り
支払います。この場合には、当組合所定の払戻請求
書に届出の印章により記名押印し、この貯金の契約
の証および法令等で定める書類とともに当店へ提
出してください。また、この支払日から２年以内か
つ住宅の取得等の日から１年以内に法令で定める
書類を当店へ提出してください。 

 (4) 前記第３項により貯金の一部を支払った場合にお
いて、住宅の取得等に要した費用の額が一部支払い
の金額を超えている場合には、その超えている金額
につき貯金残高を限度として１回に限り支払いま
す。また、この場合には、前記第３項の支払日から
２年以内かつ住宅の取得等の日から１年以内（法令
で定める書類の提出後に限ります。）に当組合所定
の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、この
貯金の契約の証とともに当店へ提出してください。 

 

 (5) （省 略） 
    

５５５５．（．（．（．（貯金貯金貯金貯金のののの解約解約解約解約））））    
 (1)  やむをえない事由により、この貯金を前記第３条

による支払方法によらずに払出す場合には、この貯
金のすべてを解約することとし、当組合所定の払戻
請求書に届出の印章により記名押印して、契約の証
とともに当店へ提出してください。 

 (2)～(3) （省 略） 
    

13131313．（．（．（．（印鑑照合印鑑照合印鑑照合印鑑照合））））    
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、当組合は責任を負いません。なお、
盗取された契約の証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。 

 

以 上 


