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の規 定に基 づき、 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 法律施行規則を 次の
ように定める。
平成二十九年三月三日

経済産業大臣

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施行規則
（目的）

第一条

こ の命令 は、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 「法

」という。）の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

こ の命令 において 使用する用語は、 特別の定めのある 場合を除くほか 、法にお いて使用する用 語の

（定義）
第二条
例による。
（預金等から除かれるもの）
法 第二条 第二項の 主務省令で定める ものは、次に掲げ るものとする。

勤労者財産 形成 促進法（昭和四 十六年法律第九十 二号）第六条に規定 する勤労者財産 形成貯 蓄契約、

預金保険法 （昭和四十六年法律 第三十四号）附則 第七条第 一項第 一号に規定する協定 銀行（預金保険

組み込んだもの

品先物取引法（ 昭和 二十五 年法律 第二百三十九号） 第二条第十五項に規 定する商品デリバ ティブ 取引を

金融商品取 引法（昭和二十三年 法律第二十五号） 第二条第 二十項に 規定するデリバテ ィブ取引又は商

勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するもの

第三条
一

二

三

四

機構の子会社に限る。）が同項に規定する協定により取り扱うもの

所得税法（ 昭和 四十年法律第三 十三号）第十条第 一項の規定により、 その利子等につ いて所 得税を課
さないこととされているもの

（異動事由等）

一

振込み、口 座振替その他の方法 により法第二条第 四項の預 金等に係 る口座に入金する 者

預金者等

法第二条第四 項第 一号の主 務省令で 定める者は、次に 掲げる者とする。

二

次項第二号に規定する支払の請求を行う者

引出し、預 入れ、振込みの受入 れ、振込みによる 払出し、 口座振替 その他の事由（法 第二条第四項の

法第二条第四項第 一号の主務省令で 定める事由は 、次に 掲 げる事由とする。

三

第四条

２
一

預金等に係る金 融機 関によ るもの にあっては、法令 又は契約に定める義 務に基づくもの（ 同項の 預金等

に係る利子等の支払に係るものを除く。）に限る。）による当該預金等に係る債権額の異動（法第二条

第 七項に規定 する預金者等の指図 によらずに受け入 れた預金等 及び当 該預金等の原資と なった同項の他

３

二

の預金等にあっては、当該受入れに伴うものを除く。）

手形又は小 切手 の提示その他の 第三者による法第 二条第四項の預金等 に係る債権の支 払の請 求（当該

預金等に係る金融機関において当該支払の請求を把握することができる場合に限る。）

預金者等に よる法第三条第四項 に規定する情報の 提供の求 め（同条 第一項の公告の対 象となっている

三

二

一

預金者等に よる法第二条第四項 の預金等に係る口 座を借入 金の返済 に利用する旨の申 出

預金者等の 申出による契約内 容又 は顧客 情報の変 更

預金者等による残高の確認の求め

預金者等の 申出による預貯金通 帳又は証書の発行 、記帳若 しくは繰 越

三
預金等に関する もの に限る 。）

四

預金者 等に よる 法第二条第四項 の預金等に係る第 七条第三項各号に掲 げる事項の全部 又は一 部に係る

法第二条第四項第 二号の主務省令で 定める事由は 、次に 掲 げる事由とする。

五

情報の受領（法第二条第五項第三号の通知による当該情報の受領を除く。以下この号において同じ。）

（ 第七条第一 項に規定する方法に より、預金者等の 住所地等（ 同条第 二項に規定する住 所地等をいう。

４

５

六

）に宛てて当該情報に係る通知（法第二条第五項第三号の通知を除く。 以下この号において同じ。）を

発した場合にお いて 、当該 通知を 発した日から一月 を経過したとき（当 該一月を経過する 日まで に当該

通知が当該通知に係る預金者等の意思によらないで返送されたときを除く。）は、当該一月を経過する
日に当該情報の受領があったものとみなす。）

複数の預金 等を 組み合わせた商 品に係る預金等に あっては、当該商品 に係る他の預金 等につ いて前各
号に掲げる事由及び前項各号に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと。

金融機 関は、 法第二条 第四項第二号の認 可を受けようとす るときは、次に 掲げる事 項を記載した認 可申

二

一

第一号 の事 由の 預金者等への開 示の方法

前号の事由について認可を必要とする理由

前項各号に 掲げる事由のうち 、認 可を受 けようと する事由

請書を行政庁に提出しなければならない。

三

行政庁は、前項の 認可の申請があっ たときは、 その申請 が 次に掲げる基準に 適合するかどうか を審査す
るものとする。

６

７

一

前項の認可 の申 請をした金融機 関の業務の体制そ の他の事情に照らし 、前項第一号の 事由を 法第二条

特定の預金 者等に係る預金等に ついて、他の同種 の預金等と 異なる 取扱いをするもの でないこと。

前項第三号の開示が適切に行われること。

基づく業務を円滑に実施することができると認められること。

第四項第二号の規定により同項第一号に掲げる事由と同様に取り扱うことにより、当該金融機関が法に

二

三

行政庁は、法第二 条第四項第二号の 認可を受けた 事由が 前 項各号に掲げる基 準のいずれかに該 当しなく

な ったと認める とき、又は次項の認 可の全部又は一部 の取消し の申請が あったときは、そ の認可の全部又
は一部を取り消すことができる。

金融機関は、法第 二条第四項第二号 の認可の全部 又は一 部 の取消しを受けよ うとするときは、 その理由
を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

法第二条第五 項第二号の主務省 令で定める 事由は、 次 の各号に掲げる事 由とし、同号の主 務省令で

（最終異動 日等 ）
第五条

定 める日は、当 該各号に掲げる事由 のある預金等に応 じ、当該 各号に 定める日とする。

一

二

三

四

五

当該期 間の 末日（ 自動継 続扱いの預金等に あっては、最初に当 該預金等に係る預 入れ又 は受入

預入期間、 計算期間又は償還期 間（以下この号及 び次号にお いて単 に「期間」という 。）の定めがあ
ること
れが行われた日の属する期間の末日）

当該日の属する期間の末日

自動継続扱 いの預金等について 、前号に定める期 間が経過 した後に 法第二条第五項第 一号又は第三号
に掲げる日があったこと

当該支払の停止が解除された日

法令、法令 に基づく命令若し くは 措置又 は契約に より法第二条第五項 第二号の預金等に 係る債権の支
払が停止されたこと

強制執行、 仮差 押え又は国税滞 納処分（その例に よる処分を含む。以 下同じ。）の対 象とな ったこと
当該強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の手続が終了した日

法第二条第 五項第二号の預金等 に係る口座につい て法令又 は契約に 基づく振込みの受 入れ、口座振替

当該入出金が行われた日（当該入出金が行わ

その他の入出金 が予 定され ている こと又は予定され ていたこと（当該預 金等に係る金融機 関にお いて当
該入出金の予定を把握することができる場合に限る。）

れ なかった場 合にあっては、当該 入出金が行われな いことが確 定した 日）

２

３

４

５

六

複数の預金 等を組み合わせた商 品に係る預金等に おいて、当 該商品 に係る他の預金等 について前各号

当該他の預金等に係る当該

に掲げる事由が ある こと（ 金融機 関及び預金者等が 、当該商品のうち一 の預金等に生じた 事由は 当該商
品に係る他の預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。）
各号に定める日

前項第二号から第 六号 までに定 める日に ついては、金融機 関及び預金者等が 当該日を法第二条 第五 項第

二号の規定に基 づく最終異動日等 とし て取り 扱わない ことを合意した場合 にあっては、同号 の規定に基づ
く最終異動日等に該当しないものとする。

法第二条第五項第 三号 の通知（ 法第三条 第二項の通知を除 く。）は、第七条 第一項に規定する 方法 によ

り、預金者等の 住所地等（同条第 二項 に規定 する住所 地等をいう。）に宛 てて発するものと する。

法第二条第五項第三号の主務省令で定める場合は、同号の通知を発した日から一月を経過した場合（当

該一月を経 過す る日 又は同号の金融 機関があらかじめ 預金保険機構に通知 した日のうちい ずれか 遅い日ま

でに同号の通知 が当該通知に係る 預金 者等の 意思によ らないで返送された ときを除く。）と する。

前項の場合において、同項に規定するいずれか遅い日までに法第二条第五項第三号の通知が当該通知に

６

係 る預金者等の 意思によらないで返 送されたときにあ っては、当 該通知 を発した日に遡っ て当該日が同号
の規定に基づく最終異動日等に該当しなかったものとする。

金融機関が破綻金 融機関（預金保険 法第二条第四 項に規 定 する破綻金融機関 及び同法第七十四 条第三項

又 は第百十条第 二項の規定により破 綻金融機関とみな されるも のをいう 。）若しくは同法 第百二十六条の

二十八第一項に 規定 する特定破綻金 融機関等又は経営 困難農水産業協同組 合（農水産業協 同組合 貯金保険

法（昭和四十八 年法律第五十三号 ）第 二条第 五項に規 定する経営困難農水 産業協同組合及び 同法第八十三

条 第三項又は第 百四条第二項の規定 により経営困難農 水産業協 同組合と みなされるものを いう。）から預

金等に係る債務 を承 継した場合には 、当該承継があっ た日を当該預金等に 係る法第二条第 五項第 四号に掲
げる日とみなす。

法第三条第一 項の 規定に よる公告は 、電子公告（法第 二条第一項第一号 、第二号及び第九 号に 掲げ

（公告の方法等）
第六条

る金融機関にあ っては会社法（平 成十 七年法 律第八十 六号）第二条第三十 四号に規定する電 子公告をいい

、 法第二条第一 項第三号から第八号 まで及び第十号か ら第十六 号まで に掲げる金融機関に あっては公告方

２

３

法 のうち、電磁 的方法（会社法第二 条第三十四号に規 定する電磁 的方法 をいう。）により 不特定多数の者

が公告すべき内 容で ある情報の提供 を受けることがで きる状態に置く措置 であって会社法 第二条 第三十四
号に規定するも のをとる方法をい う。 ）によ ってしな ければならない。

金融機 関が前 項の公告 をする場合には、 当該公告の開始後 二月を経過する 日までの 間、継続して当 該公
告をしなければならない。

法第三条第一項の 主務省令で定める 日は、同項の 預金等 に 係る最終異動日等 から九年を経過し た日又は

同 条第三項各号 に規定する事由が生 じた日のうちいず れか遅い 日から一 年六月を経過する 日とする。
（通知の方法等）

法第三条第二 項に規定する主務 省令で定める 方法は 、 郵送とする。ただ し、金融機関は、 郵送に代

法第三条第二項の通知は、預金者等が金融機関に対して通知した住所又は本店若しくは主たる事務所の

ができる。

法律第二十 六号 ）第 二条第一号に規 定する電子メール をいう。）を送信す る方法により通 知を発 すること

え て、預金者等 の承諾を得て、電子 メール（特定電子 メールの 送信の適 正化等に関する法 律（平成十四年

第七条

２

３

所 在地（当該預 金者等が別に通知を 受ける場所又は連 絡先を当該 金融機 関に通知した場合 にあっては、そ

の場所又は連絡先。第五項において「住所地等」という。）に宛てて発すれば足りる。

三

二

一

当該預金等の口座名義人の氏名又は名称

当該預金等 の口座番号その他 の当 該預金 等の特定 に必要な事項

当該預金等の種別

法第三条第二項の預金等を取り扱う金融機関及び店舗の名称

法第三条第二項の 主務省令で定める 事項は、次に 掲げる も のとする。

四

当該預金等に係る債権の元本の額
法第三条第二項第 一号の主務省令で 定める額は、 一万円 と する。

五
４

法第三条第二項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかとする。

法第三条第 二項の預金者等の住 所地等に宛てて発 する通知 が当該 預金者等に到達しな いことを確知し

とき。

法第三 条第 二項 の預金者等の住 所地等に宛てて発 した通知が当該預金 者等の意思によ らず返 送された

５
一

二

６

ているとき。

法第三条第二項第 三号 の主務省 令で定め る場合は、同項の 預金者等が同項の 金融機関から郵送 による 通
知を受けること をあらかじめ拒否 して いる場 合とする 。
（公告の内容等について情報提供すべき事項）
法第三条第四 項の 主務省令 で定める 事項は、次に掲げ るものとする。

法第三条第 四項の預金者等に 係る 同条第 一項の預 金等についての同項 の規定による公告 の対象となる

法第三条第四項の預金者等が同条第二項の通知を受ける場所に係る情報

預金等への該当性

第八条
一

二

（休眠預金等移管金の納期限等）

法第四条第一項の公告をした日を基準として主務省令で定める期限は、当該公告をした日から一年

法第四条第一項の 主務省令で定める 事由は、次 の各号に 掲 げる事由とし、当 該事由のある場合 における

を経過する 日と する 。

第九条

２

同 項の主務省令 で定める期限は、法 第三条第一項の規 定による 公告を した日又は当該各号 に規定する事由

当該各号に規定

が 生じた日のう ちいずれか遅い日か ら一年（第七号か ら第十号ま でに掲 げる事由がある場 合にあっては、

当該払戻しの停止の解除

同法第七十五条第一項の規定による管理を命ずる処分（同法第七十四条第一

同法第八十四条第一項の規定による管理を命ずる処分（

法第四 条第 一項 の金融機関にお いて農水産業協同 組合貯金保険法第九 十七条第一項第 二号に 定める措

項に規定する管理を命ずる処分をいう。）の取消し

る旨の認定があったこと

法第四条第 一項 の金融機関にお いて預金保険法第 百二条第一項第二号 に定める措置を 講ずる 必要があ

たこと

停止又は農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項第一号に規定する貯金等の払戻しの停止が生じ

法第四条第 一項 の金融機関にお いて預金保険法第 四十九条第二項第一 号に規定する預 金等の 払戻しの

する事由

法第四条第 一項の金融機関に おい て法第 三条第三 項各号に掲げる事由 が生じたこと

二年）を経過する日とする。
一

二

三

四

置を講ずる必要がある旨の認定があったこと

同 法第八十三 条第一項に規定する 管理を命ずる処分 をいう。） の取消 し

五

六

七

八

九

当該措置の終了

法第四条第 一項の金融機関にお いて預金保険法第 百二条第一 項第三 号に定める措置を 講ずる必要があ
る旨の認定があったこと

同法第百二十六 条の七第一 項の規定 による特定管理 を命ずる処分（

法第四条第 一項の金融機関に おい て預金 保険法第 百二十六条の二第一 項第二号に定める 措置を講ずる
必要がある旨の認定があったこと

同法第百二十六 条の 五第一 項に規 定する特定管理を 命ずる処分をいう。 ）の取消し

当該支払の停止の解除

当該強制 執行、仮差押え 又は国 税滞納処

法令、法令 に基づく命令若し くは 措置又 は契約に より法第二条第五項 第二号の預金等に 係る債権の支
払が停止されたこと

強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の対象となったこと
分の手続の終了

法第二条第 五項第二号の預金等 に係る口座につい て法令又 は契約に 基づく振込みの受 入れ、口座振替

当該入出金が行われなかった場合における当

その他の入出金 が予 定され ている こと又は予定され ていたこと（当該預 金等に係る金融機 関にお いて当
該入出金の予定を把握することができる場合に限る。）
該入出金が行われないことの確定

十

複数の預金 等を組み合わせた商 品に係る預金等に おいて、当 該商品 に係る他の預金等 について前三号

当該他の預金等につき前三

に掲げる事由が ある こと（ 金融機 関及び預金者等が 、当該商品のうち一 の預金等に生じた 事由は 当該商
品に係る他の預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。）
号に定める事由の発生

法第四条第一 項の主務省令で定 める額は、次 の各号 に 掲げる同項の休眠 預金等移管金に係 る休眠預

（休眠預金等移管金の額）
第十条

金 等の区分に応 じ、当該休眠預金等 に係る元本の額（ 同条第二 項第六号 に掲げる預金等に あっては、同号

前日までの期間に対応する金額
自動継続扱いの定期預金又は定期貯金

当該預貯金に係る契約に基づき

当該預貯 金に係る 元本の 額に、直前の自動継 続日（自動継続

第四条第一項の 規定 による 休眠預 金等移管金の納付 の日（以下この条に おいて「納付日」 という 。）の

計 算される利 子のうち、直前の利 払いの日（利払い がされてい ない場合 にあっては、預 入の日）から法

次号に掲げ るもの以外の預金 又は 貯金（ 以下「預 貯金」という。）

の金銭の額）に 当該 休眠預金等に係 る利子等に相当す る額として当該各号 に定める金額を 加えた 額とする。
一

二

三

四

五

六

がされていない場合にあっては、預入の日）から納付日の前日までの日 数に応じ、当該預貯金に係る契

約に基づき満期 時ま で有し ていた 場合に適用される 利率を乗じて計算し た金額（当該自動 継続日 後にお

当該定期積金に係る 契約に基づき計算 される給 付補塡金 （既に支払われた ものを除く。）

いて利払いがされたときは、当該利払いにより利子として支払われた金額を控除した額とする。）
定期積金

当該掛金に係る契約に基づき計算される給付補塡金（既に支払

のうち、当初払 込金 の払込 みの日 から納付日の前日 までの期間に対応す る金額
法第四条第二項第四号に掲げる掛金

当該金銭に 係る信託契約に基づ き計算される収 益の分 配のうち

わ れたものを 除く。）のうち、当 初払込金の払込み の日から納 付日の前 日までの期間に 対応する金額
法第四条第二項第五号に掲げる金銭

同号の長期 信用銀行債等（割引 の方法により発 行され たものを

、直前の分配の日（分配がされていない場合にあっては、当該信託契約の日）から納付日の前日までの
期間に対応する金額
法第四 条第 二項 第六号に掲げる 金銭

除く。）に係る発行条件に基づき計算される利子（既に支払われたものを除く。）のうち、利子計算の
起 算の日から 納付日の前日までの 日数につき日割計 算により算 出した 金額

２

３

前項第 三号及 び第四号 に掲げる預金等に 係る休眠預金等移 管金には、当該 各号に掲 げる預金等に係 る契

約に基づき計算 され る利子（既に支 払われたものを除 く。）のうち、利子 計算の起算の日 から納 付日の前
日までの期間に 対応する金額を加 えな ければ ならない 。

前二項 の規定 にかかわ らず、預金保険機 構は、休眠預金等 移管金として納 付を受け た金銭について 、前

二項の規定に基 づき 休眠預金等に係 る休眠預金等移管 金の額として算定さ れる額を超える 金額（ 当該休眠

預金等移管金と 同時に納付を受け た他 の休眠 預金等移 管金に不足が生じな い額に限る。）を 当該休眠預金
等に係る休眠預金等移管金の額とすることができる。
（休眠預金等移管金の額の端数計算等）

前条第一項 の利子等に相当す る額を計算す る場合 に おいて、当該計算 により算定された 額及び元

法第五条の延滞金 又は過怠金の額を 計算する場 合におい て 、その額に一円未 満の端数があると きは、そ

端数の処理 に準 ずる ものとする。

本 の額その他の 当該計算に用いる数 値に係る端数の処 理は、当 該休眠預 金等に係る利子等 の計算における

第十一条

２

の端数を切り捨てるものとする。

３

法第五 条の延 滞金又は 過怠金の額の計算 につき同条に定め る年当たりの割 合は、閏 年の日を含む期 間に
ついても、三百六十五日当たりの割合とする。
（休眠預金等に係る情報提供の方法等）

法第六 条第一項 に規定する主務省 令で定める情報は 、次に掲げるも のとする 。

顧客番号、 法第六条第一項の 休眠 預金等 の口座に 関する事項（口座番 号、口座開設日等 をいう。）、

る法令の規定の 適用 に関す る事項 で預金保険機構が 必要と認めるもの

び 預金者等に 係る法第四条第二項 に規定する休眠預 金等の利子 等に係る 所得税法その他 の所得税に関す

号その他の事項で預金保険機構が預金者等であった者との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及

預金者等の 氏名 又は名称、住所 若しくは居所又は 営業所若しくは事務 所の所在地、郵 便番号 、顧客番

報 処理組織を 用いて速やかに預金 者等であった者の 特定を行う ために必 要と認めるもの

の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で預金保険機構が電子情

法第六条第 一項 の休眠預金等に 係る預金者等（以 下この号及び次号に おいて「預金者 等」と いう。）

第十二条
一

二

三

当 該休眠預金 等に係る債権の内容 に関する事項（預 金等の種目 、元本 の額、利率、預入 日、満期日等を

２

３

四

いう。）、当該休眠預金等に係る法第四条第二項に規定する利子等に係 る所得税法その他の所得税に関

する法令の規定 の適 用に関 する事 項その他の事項で 預金保険機構が当該 休眠預金等に係る 債権の 内容を
把握するために必要と認めるもの

前三号に掲 げるもののほか、休 眠預金等に係る債 権の額を 速やかに 把握するために預 金保険機構が必
要と認めるもの

法第六条第一項の 規定により休眠預 金等に係る情 報を提 供 する金融機関は、 当該休眠預金等に 係る法第

四 条第一項の規 定による休眠預金等 移管金の納付の日 までに、 預金保険 機構が示す様式に 従って前項各号

に掲げるものを 記録 したデータベー スを預金保険機構 が指定する磁気テー プ（これに準ず る方法 により一

定の事項を確実 に記録しておくこ とが できる 物を含む 。）をもって調製し 、又は当該データ ベースを電子
情報処理組織を使用して提供しなければならない。

前項の場合におい て、 同項の 金融機関が 預金保険機構から 同項の休眠預金等 に係る休眠預金等 代替 金に

係る支払等業務 の委託を受けたと きは 、当該 委託に係 る契約に基づき当該 金融機関が同項の 情報を保管す
る ことをもって 、同項の規定による 情報の提供に代え ることが できる 。

（休眠預金等代替金の支払に係る申出の方法）

法第七条第 二項 の申出を 行う場合 には、同項の休眠 預金等に係る預金 者等であった者は 、次に 掲

当該休眠預 金等に係る預貯金通 帳、預貯金の引出 用のカー ド、証書 その他の当該休眠 預金等に係る債
権の支払を受け るた めに必 要なも の

預金保険機 構が当該申出に係 る確 認のた めに必要 と認める身分証明書 その他の資料

法第七 条第四 項の規定 により同条第二項 の申出を行う場合 には、預金者等 であった 者は、同条第四 項の

前項の規定にかか わらず、同項の金 融機関は、 預金保険 機 構の定めるところ に従い、次に掲げ る事由の

を受けるこ とが でき る。

休 眠預金等に係 る契約に基づき当該 者が有していた債 権を取得 する方法 により、休眠預金 等代替金の支払

において「債権 の消滅」という。 ）が なかっ たとした ならば、休眠預金等 代替金の支払の日 において当該

金融機関の同意 を得 たときは、同条 第一項の規定によ る休眠預金等に係る 債権の消滅（次 条及び 第十五条

二

一

げるもののいず れかを預金保険機 構に 対して 提示する ものとする。

第十三条

２

３

い ずれかに該当 する場合に限り、同 項に規定する方法 により休 眠預金 等代替金の支払を行 うことができる。

二

一

当該休眠預 金等 代替金に係る休 眠預金等に係る預 金口座等（法第四十 六条の規定によ る読替 え後の犯

当該休眠預 金等代替金に係る休 眠預金等について 、第五条第 一項第 一号に掲げる事由 があること。

罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律（平成十九年法律第百三十三

号 ）第二条第 二項に定める預金口 座等をいう。）に ついて、同 法第三条 第一項に規定す る措置を講ずる
必要があると認 めら れるこ と。

法第七 条第二項 の利子に相当する 金額（次項及び第 三項において「 利子相当 額」という。） は、

（法第七条第二 項の利子に相当す る金 額）
第十四条

法第十条第一項 の規 定による支払等 業務の委託を受け た金融機関が当該業 務において取り 扱う休 眠預金等

代替金に係るも のにあっては、次 の各 号に掲 げる当該 休眠預金等代替金に 係る休眠預金等の 区分に応じ、

次号に 掲げ るも の以外の預貯金

債権の消滅がな ければ当該預貯金に 係る契約に基づ き当該 債権の消

当該各号に定める金額に相当する金額とする。
一

滅の日から当該預貯金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた利払いにより利
子として支払われる金額

二

三

四

五

自動継続扱いの定期預金又は定期貯金

債権の消 滅がなけれ ば当該 預貯金に係る契約 に基づき当該債

権の消滅の日か ら当 該預貯 金に係 る休眠預金等代替 金に係る支払の日ま での期間にされて いた利 払い（

前条第二項に規定する方法以外の方法により支払がされるときにあっては、当該債権の消滅がなければ

到 来していた 当該支払の日の直前 の自動継続日（当 該債権の消 滅の日後 に自動継続日が 到来していなか

ったときは当該 債権 の消滅 の日） 後から当該支払の 日前までにおけるも のを除く。）によ り利子 として

債権の消滅がなけれ ば当該定期積金に 係る契約 に基づき 当該債権の消滅の 日から当該定期

支払われる金額
定期積金

積金に係る休眠 預金 等代替 金に係 る支払の日までの 期間にされていた給 付補塡金及び利子 の支払 により

債権の消滅 がなけれ ば当該掛 金に係る契約に基 づき当該債権の

給付補塡金及び利子として支払われる金額
法第四条第二項第四号に掲げる掛金

消滅の日から当 該掛 金に係 る休眠 預金等代替金に係 る支払の日までの期 間にされていた給 付補塡 金及び

債権の消滅 がなけれ ば当該 金銭に係る信託契約 に基づき当該債

利子の支払により給付補塡金及び利子として支払われる金額
法第四条第二項第五号に掲げる金銭

２

３

六

債権の消滅がなければ同号の長期信用銀行債等（割引の方法に

権の消滅の日から当該金銭に係る休眠預金等代替金に係る支払の日まで の期間にされていた収益の分配
により収益とし て支 払われ る金額
法第四条第二項第六号に掲げる金銭

よ り発行され たものを除く。）に 係る発行条件に基 づき当該債 権の消滅 の日から当該金 銭に係る休眠預

金等代替金に係 る支 払の日 までの 期間にされていた 利払いにより利子と して支払われる金 額

前項第三号及び第 四号に定める金額 のうち、利子 として 支 払われる金額に相 当する金額につい ては、法

第 四条第二項第 一号に掲げる預金に 係る休眠預金等代 替金の利 子相当額 とみなす。

休眠預金等代替金 で第 一項に規 定するも の以外のものに係 る利子相当額は、 次の各号に掲げる 場合 に応

第 一項各号に掲げる 休眠預 金等代

債権の消滅 がなければ、当該休 眠預金等代替金に 係る休眠 預金等の 預金者等であった 者に対し、預金

じ、当該各号に定める金額とする。
一

保険法第五十三 条第 一項の 規定に よる保険金の支払 が行われる場合

替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額のうち、同法第五十四条第

一 項に規定す る保険事故が発生し た日までの期間に 対応する金 額及び 預金保険機構の業 務方法書に定め

４

二

るところにより、当該保険事故に係る保険金が同法第五十三条第三項の 規定により預金として預入され

た場合に適用さ れる 利率を 勘案し て算定される金額 （当該保険事故が発 生した日の翌日か ら休眠 預金等

第一項各号に掲げ る休眠預金等代替金 に係る休眠預金 等の区 分に応じ

代替金の支払の日までの期間のうち、預金保険機構の業務方法書に定める期間に係るものに限る。）の
合計額
前号に掲げる場合以外の場合
、当該各号に定める金額に相当する金額

第一項 各号の 預貯金、 定期積金、掛金、 金銭信託又は長期 信用銀行債等（ 以下この 項において「預 貯金

等」という。） と同 種の預貯金等に 共通して適用され る契約又は発行条件 の内容に変更が あった ときは、

当該各号の契約 又は発行条件の内 容に ついて も同様の 変更があったものと して、同項の規定 を適用する。
（休眠預金等代替金の支払に係る申出の委任方法等）

法第七条第 三項 に規定 する主務省 令で定める事由は 、次に掲げる事由 とする。

法第七条第 三項の休眠預金等 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

第十五条
一

差 押え又は国 税滞納処分（第三項 第三号において「 強制執行等 」とい う。）

２

３

二

法第七条第 三項の休眠預金等に 係る休眠預金等代 替金の一部 につい て支払が行われた こと。

金融機関は、債権 の消 滅がなか ったとし たならば異動に該 当することとなる 事由のうち第四条 第二項 第

一号若しくは第 二号に掲げる事由 （同 項第一 号に掲げ る事由については、 同条第一項第二号 に掲げる者に

よ る当該預金等 に係る口座への入金 による場合に限る 。）又は 前項各号 に掲げる事由が生 じたことを条件

とした場合に限 り、 法第七条第三項 ただし書の規定に より休眠預金等代替 金の支払に係る 申出に ついて預
金者等からあら かじめ委任を受け るこ とがで きる。

前項の 場合に は、金融 機関は、預金者等 に対し、次の各号 に掲げる要件の 全てを満 たす場合に限り 休眠

第四条 第二 項第 二号に掲げる事 由が生じたことを 委任に係る条件（次 号において「条 件」と いう。）

務の委託を受けていること。

当該預金者 等の預金等に係る 休眠 預金等 代替金に ついて、当該金融機 関が預金保険機構 から支払等業

預金等代替金の支払に係る申出をする旨を約さなければならない。
一

二

としたときにあっては、手形又は小切手の提示その他の第三者による法第七条第三項の休眠預金等に係
る債権の支払の請求に応じることを目的とすること。

三

第十三条第 二項に規定する方法 により休眠預金等 代替金の支 払をす ること（第一項第 一号に掲げる事

由が生じたこと を条 件とし たとき にあっては、休眠 預金等代替金の額か ら強制執行等に係 る額を 控除し

た残額又は強制執行等の手続が終了した時点で存在する休眠預金等代替金の残額の支払に限り、同項第

二 号に掲げる 事由が生じたことを 条件としたときに あっては、 休眠預金 等代替金の額か ら既に支払われ

た額を控除した 残額 の支払 に限る 。これらの場合に おいては、預金者等 であった者は、債 権の消 滅がな

かったとしたならば当該者が有していた債権について同項第一号の強制執行等又は同項第二号の支払が
な されたもの として、第十三条第 二項の規定による 債権を取得 する。） 。
（法第八条に規定する資金の取崩しの承認の申請）

預金保険機 構は、法第八条の 金融庁長官及 び財務 大 臣の承認を受けよ うとするときは、 その理由

金融庁長官及び財 務大 臣は、 前項の承認 の申請があったと きは、その申請が 法第八条に規定す る資 金の

、 金額及び積算 の基礎を明らかにし た承認申請書を金 融庁長官 及び財務 大臣に提出しなけ ればならない。

第十六条

２

取崩しにより預 金保険機構の行う 支払 等業務 に支障を 及ぼすことがないか どうかを審査する ものとする。
（契約条項に定める事項）

第十七条

法第十 条第三項 の契約（以下この 条において「委託 契約」という。 ）の条項 には、少なくと も次

三

二

一

委託契約の 解約及び預金保険 機構 と委託 契約を締 結した者の名義又は 本店若しくは主た る事務所の所

第一号の支払等業務の再委託に関する事項

法第十一条 の手数料の支払方法 その他当該手数料 の支払に 関する事 項

当該委託契 約に係る支払等業 務の 内容そ の他当該 支払等業務の実施に 関する事項

に掲げる事項を定めるものとする。

四

六

五

委託契約の条項の周知方法

預金保険機 構の責任及び免責 に関 する事 項

委託契約に基づく支払等業務の実施による費用の求償に関する事項

在地の変更に関する手続

七

預金保険機 構は、法第十条第 三項の規定 による認 可 を受けようとする ときは、認可申請 書に次に

（契約条項 の認 可の 申請）
第十八条

掲 げる事項を記 載した書類を添付し て、金融庁長官及 び財務大 臣に提 出しなければならな い。

三

二

一

実施しようとする期日

設定し、又は変更しようとする理由

設定し、又は変更しようとする契約条項

（ 休眠預金等代 替金及び預金保険機 構に犯罪利用預金 口座等に 係る資金 による被害回復分 配金の支払等に

法第四十六 条の規定により犯 罪利用預金口 座等に 係 る資金による被害 回復分配金の支払 等に関す

関する法律施行規則の規定を適用する場合の技術的読替え）
第十九条

る 法律施行規則 （平成二十年内閣府 ・財務省・厚生労 働省・農 林水産省 ・経済産業省令第 一号）の規定を

読み替えられる字句

読み替える字句

適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える犯罪利用預
金 口座 等に 係る資金に
よる被害回復分配金の
支払等に関する法律施
行 規則 の規 定

第十条第一項

金 融機関は 、法第五 条第一項第五

預金等

金融機関

預金等

に掲 げる 権利行使 の届出等 に係る期間内

預金保険機構は、法第五条第一項第五号

預金又は貯金

金融機関又は預金保険機構

預金又は貯金

第 七条 第一 号及び第七

第 十条 第一 項第一号

号に掲げる権利行使の届出等に係

に権利行 使の届出等がない ときは、 その

第 十一 条第 一項第一号

本 店又は 主たる営業 所若しくは事

預金等

機構から対象預金口座等に係る休眠預金

預金保険機構の主たる事務所（預金保険

預金又は貯金

号

第十一条第一項

る

旨を金融機関に通知しなければならず、

第二十四条第三項第二

務所（銀行法（昭和五十六年法律

等代替金 について支払等業 務（民 間公益

金融機関は、当該

号

第五十九号）第十条第二項第八号

第二十四条第四項第三
号、第二十五条及び第
二 十七 条第 六項

主たる外国銀行支店。以下「本店

同法第四十七条第一項に規定する

に規定する外国銀行にあっては、

支払等業 務をいう。）の委 託を受け た金

法律 第百 一号）第 十条第一 項に規定する

資金の活用に関する法律（平成二十八年

活動を促 進するための休眠 預金等に 係る

主たる事務所

を含む。以下同じ。）

一項に規定する主たる外国銀行支店。）

外国銀行にあっては、同法第四十七条第

十九号）第十条第二項第八号に規定する

事務所（銀行法（昭和五十六年法律第五

融機関の本店又は主たる営業所若しくは

等」という。）

本 店等

第三十三条第二項
金融機関

実施に関し過失がないこと

預金等

金融機関又は預金保険機構

金融機関及び預金保険機構

実施に関し金融機関に過失がないこと

預金又は貯金

第 二十 八条 第一項第一

第 三十 五条
金 融機関

号

第三十七条第二項

法第四 十七条第 一項に規定する強 制執行、仮差押え 又は国税滞納処 分に準ず るものは、休眠 預金

（強制執行、仮 差押え又は国税滞 納処 分に準 ずるもの ）
第二十条

等代替金の支払 を目 的とする債権で あって同項の金融 機関が預金保険機構 の委託を受けて 取り扱 うものを

目的とした強制 執行、仮差押え又 は国 税滞納 処分のう ち当該金融機関が預 金保険機構の委託 を受けて取り

則

扱う債権に対するもの以外のものとする。
附

この命令は、法（第五十一条及び第五十二条第一項を除く。）の施行の日から施行する。

（施行期日）
第一条

法附則第二条 第二 項の規定 により同 項の施行日におい て最終異動日等か ら九年を経過する ことと な

（休眠預金等に係る選別の基準）
第二条

る預金等として 取り扱うことので きる 預金等 は、当該 施行日において当該 預金等に係る契約 日から九年を

経 過した預金等 であって当該施行日 の九年前の日から 当該施行 日までの 期間において最終 異動日等として
把握できる日がない預金等とする。

第 七条第 三項の規 定にかかわらず、 預金等の特定に支 障を及ぼさない 場合には 、法附則第一条 の施

（通知事項に係る経過措置）
第三条

行日前に発せら れた 法第二条第五項 第三号の通知に係 る法第三条第二項の 主務省令で定め る事項 は、第七
条第三項第一号 から第五号までに 掲げ る事項 の一部で 足りるものとする。

