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令和２年度事業報告 

（令和２年７月１日～令和３年６月 30日） 

 

Ⅰ 概況 

一般社団法人日本資金決済業協会（以下「協会」という。）は、資金決済に関する法律(以下「資

金決済法」という。)第 87 条の規定に基づき内閣総理大臣の認定を受けた認定資金決済事業者協

会であり、前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業の適切な実施を確保し、並びにこれらの

健全な発展及び利用者の利益の保護に資するという目的を達成するため、自主規制規則の制定・

改正及び周知をはじめ、資金決済法等に関する照会・相談・指導、会員調査、苦情及び紛争への対

応、資金決済法の法令等に関する普及・啓発、資金決済業に関する調査研究、資金決済法の法令・

事務ガイドライン及び関係法令等の改正に関する当局との折衝・意見書の提出等、様々な事業活

動を行っている。 

資金移動業について、３つの種別を新設し、高額送金が取扱可能な新類型の創設、少額送金を取

り扱う類型について供託等に代えて分別した預金で管理することを認める資金移動業に関する規

制の整備などを定めた資金決済法の改正を含む「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を

図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和２年６月５日に可決

成立し、６月 12日に公布された。 

これに伴い、金融庁から、政令、内閣府令等の改正案について情報提供があり、法律顧問と連携

し、資金決済法に関するフォローアップ委員会を開催し、見直しが必要な事項等について検討・議

論を行い、意見・要望としてとりまとめて金融庁に提出した。また、金融庁から前払・資金移動の

事務ガイドラインの改正案について情報提供があり、委員等からのコメントを求め、とりまとめ

て金融庁に提出した。12月 25日、金融庁から、資金決済法改正に係る政府令、事務ガイドライン

等の一部改正案がパブリックコメントに付されたことから、会員に意見募集を実施し、会員等か

ら質問・意見等をとりまとめ、３年１月 25日、金融庁に提出した。３月 19日、金融庁から、上記

政府令・ガイドライン等の改正案のパブリックコメントの結果等が公表されたことから、会員に

対し、改正内容及びコメントに対する金融庁の考え方等について周知を行った（改正法の施行日

は３年５月１日）。 

改正資金決済法が施行されることを踏まえ、法律顧問と緊密に連携し、資金決済法に係る法令

及び事務ガイドラインの改正内容等を踏まえて資金移動業及び前払式支払手段の自主規制規則・

協会ガイドラインの改正案、社内規程モデルの改正案を策定し、４月１日に自主規制委員会を開

催し審議を行い承認を受け、４月 20日に開催された理事会に付議し承認を得たので、会員に対し、

改正後の自主規制規則・協会ガイドライン、社内規程モデル及び改正の概要について周知を行っ

た。 

また、２年９月、資金移動業者の決済サービスを悪用した銀行口座の不正出金事案の発生を受

け、協会において、２年 10月、銀行口座と連携し決済サービスを提供する資金移動業者をメンバ

ーとする不正対策検討会を設置し、法律顧問と緊密に連携し、不正防止策、被害者に対する補償方

針、相談態勢等に関するガイドライン案を策定し、同検討会で検討・議論し、金融庁と協議・調整

した上で、「銀行口座との連携における不正防止に関するガイドライン」としてとりまとめて、12
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月 3日、公表した。また、２年 12月、前払式支払手段についても、銀行口座と連携し決済サービ

スを提供する前払式支払手段発行者をメンバーとする検討会において、不正防止に関するガイド

ライン案について検討・議論し、金融庁と協議・調整し、「銀行口座との連携における不正防止に

関するガイドライン（前払式支払手段）」としてとりまとめて、１月 28日に公表した。さらに、法

律顧問と緊密に連携し、資金移動サービス及び前払式支払手段の決済アカウント乗っ取り型の不

正利用が生じた場合の補償方針及び被害発生時の相談態勢等に関する対応案について検討し、金

融庁と協議・調整を行い、資金移動サービス及び前払式支払手段の不正利用防止ガイドライン案

を作成し、会員に対しコメントを求め、提出されたコメントに対し協会の考え方等について回答

し調整を行った上でとりまとめて、４月に資金移動サービスの不正利用防止ガイドラインを、６

月に前払式支払手段の不正利用防止ガイドラインを公表した。 

12 月 25日、金融庁から、口座振替サービス等の他の事業者の提供するサービスとの連携におけ

る不正防止・補償方針等に係る事務ガイドラインの一部改正案がパブリックコメントに付された

ことから、会員に意見募集を実施し、会員等から質問・意見をとりまとめ、３年１月 25日、金融

庁に提出した。３年２月 26日、上記の事務ガイドラインの改正に対するパブリックコメントの結

果等が公表されたことから、会員に対し、改正内容及びコメントに対する金融庁の考え方等につ

いて周知を行った。 

前払式支払手段は、便利で身近な小口決済手段として国民生活に広く浸透してきており、令和

元年度の発行額は 25兆 7,885億円となっている。 

また、資金移動業への参入は３年６月 30 日現在 81 社が登録され、資金移動業者の総取扱金額

は、元年度２兆 3,484億円と前年度比 74.4％増と引き続き高い成長を遂げている。 

なお、３年６月 30 日現在の会員は 332 社（第一種会員 259 社（前払式支払手段発行者 205 社、

資金移動業者 76社 うち兼業 22社）、第二種会員（73社））と期初から２社の増加となっている。 

 

Ⅱ 取引の適正化と利用者等保護への取組み 

１．登録申請・発行の届出、基準日報告及び社内規則等に係る相談・指導等 

会員の行政への報告・届出、社内規則等に係る相談・指導等は、協会の重要な事業活動の一つ

として定着しており、２年度は、138件の変更届出書、基準日報告書、供託等届出書、発行保証

金取戻承認申請書、社内規則及び利用規約等に係る相談・指導を行った。 

 

２．自主規制規則・協会ガイドライン及び社内規程モデルの一部改正について 

資金決済法の改正を含む「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商

品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」が２年６月５日に可決成立し、６月 12日に

公布された。２年 12 月 25 日に金融庁から改正資金決済法に係る政府令・事務ガイドライン等

の改正案がパブリックコメントに付され、３年３月 19日に政府令及び事務ガイドライン等のパ

ブリックコメントの結果等が公表され、同日、政府令等は公布された。 

これらの改正内容及びパブコメに対する金融庁の考え方等も踏まえ、法律顧問と緊密に連携

し、会員が資金決済業に関し遵守すべき自主規制規則・協会ガイドラインの改正案、及び会員各

社が社内規則等の策定・見直しに当たり参考に資する例として社内規程モデルの改正案を策定
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し、金融庁と協議・調整を行い、自主規制規則・協会ガイドライン及び社内規程モデルの改正案

としてとりまとめた。３年４月１日、自主規制委員会を開催し、とりまとめた資金移動業及び前

払式支払手段に係る自主規制規則・協会ガイドライン並びに社内規程モデル等の改正案につい

て審議を行い了承を受けて、４月 20日に開催された理事会において、資金移動業及び前払式支

払手段に係る自主規制規則・協会ガイドラインの改正案を付議し承認を得た（社内規程モデルの

改正は理事会に報告）ことから、会員に対し、改正後の自主規制規則・協会ガイドライン及び社

内規程モデル並びにこれらの改正概要について周知を行った。 

＜自主規制規則・協会ガイドライン、社内規程モデルの改正の概要＞ 

(1) 資金移動業自主規制規則・協会ガイドライン 

改正資金決済法において、資金移動業は３つの種別に区分され、100 万円を超える為替

取引が可能な「第一種資金移動業」（送金額の上限なし、業務実施計画を定めて金融庁長官

の認可を得ることが必要）、従前の為替取引の上限額を大幅に下回る５万円以下の為替取

引のみを取り扱う「第三種資金移動業」（利用者資金の保全方法を供託等に代えて、自己の

財産と分別した預金等で管理する場合には、財務局長への届出を行い、公認会計士等によ

る預貯金等管理に係る監査を義務づけ）、従前の 100 万円以下の為替取引を取り扱う事業

者は第二種資金移動業（利用者資金について為替取引との関連性を確認する体制整備を義

務付け）とされるなど、それぞれの種別の機能やリスクに応じた規制や遵守事項が法令及

び事務ガイドラインにおいて定められた。３つの種別に区分されたことを踏まえ、資金移

動業の自主規制規則及び協会ガイドラインについて、改正された法令・事務ガイドライン

の内容やコメントに対する金融庁の考え方等を踏まえ、現行の規則・ガイドラインを全て

の種別に共通する遵守すべき事項を記載した「第１編 全ての種別の資金移動業に係る通

則」に変更し、それぞれの種別に特有な遵守すべき事項を記載した３つの特則（「第２編 

第一種資金移動業に係る特則」、「第３編 第二種資金移動業に係る特則」及び「第４編 第

三種資金移動業に係る特則」を新設した。 

① 全ての種別の資金移動業に係る通則 

イ．為替取引に用いられることがないと認められる利用者資金を保有しないための措置

を講じること及び利用者への返還方法として銀行口座に振り込む方法以外の方法等

を規定 

ロ．履行保証金保全契約を締結している場合、利用者から受け入れた資金を原資として

貸付け等を行うことを防止するための措置を講じること及び貸付の原資に用いられ

ていないことを合理的に確認できる方法の例等を規定 

ハ．複数種別の資金移動業を併営する場合の必要な措置として、種別ごとの利用者資金

の残高、送金実績等の利用状況を利用者が分かりやすく容易に知ることができるよう

にするための措置、種別ごとに勘定を設け区分経理を行うこと等を規定 

ニ．無権限取引が行われたことにより発生した損失の補償方針等を利用者に対し適切な

方法により情報提供すること等を規定 

ホ．連携サービスを提供する場合には、当該連携に伴うリスクに応じ適切に管理するた

めの態勢を連携先と協力して構築すること、不正取引に対する補償方針の策定・情報
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提供を規定。前払式支払手段も同様の内容を規定 

へ．取引時確認、疑わしい取引の届出等の措置等について顧客受入方針や具体的な顧客

管理手法等の策定・見直しなどについて、システムリスク管理等について複数のサー

ビス全体のシステムを踏まえたシステムリスク管理態勢の整備等について規定。また、

事務リスク管理を規定 

② 第一種資金移動業に係る特則 

厳格な滞留規制、システムリスクについて専門性をもった第三者による評価等の実施

を踏まえた対策の実施等を規定、AML について対象顧客層・対象取引類型を踏まえ、包

括的・具体的なリスク評価を行い、リスク低減措置を検討すること等について、為替取

引に関する事故ごとの補償、補償を実施するための態勢整備等を規定 

③ 第二種資金移動業に係る特則 

利用者一人当たりの受入額が 100 万円を超える場合には、為替取引との関連性を確認

し、為替取引に用いられる蓋然性が低い場合には、利用者への資金の返還その他の当該

資金を保有しないための措置を講じること等を規定 

④ 第三種資金移動業に係る特則 

各利用者から５万円を超える為替取引の依頼を受け付けない仕組み及び受入額が５万

円を超えない仕組みを講じること、預貯金等による管理等を規定 

(2) 前払式支払手段自主規制規則・協会ガイドライン 

① 利用者資金の保全に関する事項（発行保証金の供託は、基準日未使用残高の半額以上

を保全するものであることや前払式支払手段の保有者は、供託されている発行保証金に

ついて他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有すること等）及び無権限取引が行われ

たことにより発生した損失の補償方針を利用者に対し、書面の交付又はその他の適切な

方法により情報提供する必要があること等を規定 

② 発行者が提供する仕組みの中で未使用残高の移転が可能な前払式支払手段を発行する

場合には、当該前払式支払手段の不適切な利用を防止するための措置を講じることを規

定 

③ 委託先管理について、適切かつ確実な遂行を確保するための措置、委託契約に含める

事項等を規定 

④ システムリスクについて、複数のサービス全体のシステムを踏まえたシステムリスク管理

態勢の整備等について規定。また、事務リスク管理を規定 
(3) 社内規程モデル等 

改正された法令・事務ガイドライン及び自主規制規則・協会ガイドラインの改正案等を

踏まえ、以下の社内規程モデル等について新設又は改正を行った。 

① 新設した社内規程モデルは、資金移動業は、イ.第一種資金移動業,ロ.滞留制限措置、

ハ.第三種資金移動業、ニ.複数種別の資金移動業の併営、前払式支払手段は、イ.不祥事

件、ロ.不適切利用防止措置、ハ.事務リスク、ニ.外部委託であり、また、移動・前払両

方の社内規程モデルを新設したものは、イ.他の事業者の提供するサービスとの連携、ロ.

不正取引に関する補償に関するものである。 
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② 一部改正を行った社内規程モデルは、資金移動業は、イ.コンプライアンスに係る基本

的な方針等、ロ.取引時確認等の措置、ハ.利用者保護措置、ニ.帳簿書類、ホ.外部委託、

前払式支払手段は、イ.コンプライアンス、ロ.情報の提供義務、ハ.前払式支払手段の払

戻しであり、また、移動・前払両方の社内規程モデルを一部改正したものは、システム

リスク管理（システム管理）及びシステムリスク管理（システム管理）に関する基本方

針に関するものである。 

また、金融庁事務ガイドラインの補償方針に定めるべき事項として列挙された各項目

について、参考例として、「前払式支払手段又は資金移動サービスの不正取引に対する補

償方針として定める事項に関する参考事例」、及び第三種資金移動業に係る「会員におけ

る預貯金等管理方法による管理のチェック項目及びチェックのポイント」を策定した。 

 

３．決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金事案等への対応 

(1) ２年９月８日、金融庁から、「スマホ決済等のサービスを利用した不正出金に関する注意喚

起」として、株式会社ＮＴＴドコモが提供するスマホ決済サービス等のサービス「ドコモ口

座」を利用した口座振替による不正出金が複数の金融機関で発生していることから、預金取

扱金融機関宛てに、ドコモ口座のサービスを提供している金融機関においては、自行におい

て不正出金が発生していないか確認を行うよう注意喚起を行ったとして、会員に対し周知す

るよう依頼があったことを受け、会員に対しその旨周知を行った。 

(2) ９月 15日、金融庁総合政策局長から、資金移動業者に対し、「悪意のある第三者が不正

に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを

開設し、銀行口座と連携した上で、銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャ

ージすることで不正な出金を行う事象が複数発生している。現時点では、資金移動業者に

おいて犯罪収益移転防止法施行規則第 13条第１項第１号に基づく確認を実施し、それに基

づく銀行での取引時確認済みの確認及び口座振替契約（チャージ契約）の締結に際してキ

ャッシュカードの暗証番号のみで認証するケースにおいて、被害の発生が確認されてい

る。」ことから、適時・適切に自社のサイバーセキュリティ水準を確認し、適切な不正防止

策を講じることが重要であることに留意し、以下の事項について確認・検討するよう要請

した旨連絡があった。 

また、金融庁から、協会において、あらためて資金移動業者である会員に対し、以下の

①～④に掲げる要請事項を周知するよう依頼があったことを受けて、当該会員に対しその

旨周知を行った。 

① 資金移動業者での取引時確認、銀行での上記確認・認証の内容を踏まえ、資金移動業

者のアカウントと銀行口座を連携して口座振替を行うプロセスに脆弱性がないか確認す

ること。 

② 上記確認により問題や脆弱性が見出された場合には、資金移動業者での取引時確認を

強化する、銀行での上記確認・認証を強化するなどの堅牢な手続きの導入を検討するこ

と。また、その導入までの間、足許において被害を生じさせないために、新規連携や銀

行口座からの資金のチャージを一時停止すること。 
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③ 本事案に関して、被害を心配される方からご相談を受けた際には、被害の有無によら

ず、相談者の不安を解消するべく、真摯な姿勢で迅速かつ丁寧に対応すること。 

④ 上記①の確認により問題や脆弱性が確認された場合には、その旨を直ちに、また、上

記②の対応の内容を速やかに当局に連絡すること、また、過去に被害が生じていなかっ

たか確認し、被害が確認された場合や、新たに被害が発生した場合にも、その旨を直ち

に当局（財務局等）に連絡すること。 

併せて、金融庁の要請を受け、前払式支払手段発行者に対してもこれらの内容について

情報提供を行った。 

(3) ９月 23日、金融庁から、前払式支払手段発行者においても銀行口座と連携する決済サービ

スを提供する先については、同様の問題が生じ得るため、上記の(2)の要請に従って対応する

こと、特に、上記(2)①の確認により問題や脆弱性が確認された場合には、その旨を直ちに、

また、上記(2)②の対応の内容を速やかに当局に連絡することについて留意するよう、周知依

頼があったことから、会員である前払式支払手段発行者に対し、その旨周知を行った。 

(4) ９月 24日、協会ホームページ（トピックス）において、資金移動業者の決済サービスを通

じて銀行口座から不正に出金される事案が多数連続して発生しており、これらは、悪意のあ

る第三者が不正に取得した預金者の口座情報等をもとに資金移動業者のアカウントを開設

し、口座からチャージし不正な引出しを行っていることを説明したうえで、一般国民向けに、

以下の注意喚起を行った。 

① 第三者に預金口座番号やＩＤ・パスワード等を知られないようにするため不審なメールは

不用意に開かないようにすること 

② 返答や個人情報の入力を求めるようなメールには安易に応答しないこと 

③ 不正引出し等に早く気づくため金融機関での通帳記帳やオンラインでの照会時に出金取引

に注目し、身に覚えのない決済サービス等の取引があれば、直ちに金融機関や資金移動業者に

連絡すること 

(5) 10月 14日、決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金について、さらに広く一般国民向

けに注意喚起を行うために、金融庁、警察庁、消費者庁、全国銀行協会、協会の５者連名のちら

し「身の覚えのないキャッシュレス決済サービスを通じた銀行口座からの不正な出金にご注意

ください！」を作成し、協会ホームページ（トピックス）に掲載した。また、10月 15日に、金

融庁から、会員に対し、当該ちらしを会員のホームページへの掲載や営業所等に掲示するなどに

より広く周知するよう要請があったことから、会員に対しその旨周知を行った。 

さらに、10月 23日、決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金は、利用者はもとより決

済サービスを利用していない人にも被害が生じるなど、一般国民のキャッシュレスサービス利

用に不安を与えており、不正出金に関する注意喚起を積極的に行う必要があることから、協会ホ

ームページを改修し、トップページに専用のリンクボタンを設定し、直接、当該ちらしへのアク

セスを可能とするなど一般国民向け広報を強化するとともに、会員に対し、当該ちらしを会員の

ホームページへのリンクや営業所への掲示などにより広く周知するよう要請した。また、金融庁

から当該ちらしの活用による一般国民向けへの周知について強い要請があったことから、会員

にその旨周知を行った。 
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(6) 銀行口座との連携における不正防止に関するガイドラインの策定・公表について 

① 銀行口座と連携して提供する決済サービスにおいて不正出金事案が発生したことを踏まえ、

９月 23日、協会において、銀行口座と連携し決済サービスを提供する会員である資金移動

業者を対象に、セキュリティ対策や銀行との連携サービスに関して緊急調査を実施した。

また、銀行口座と連携した決済サービスを提供する資金移動業をメンバーとする「資金移

動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金事案に関する対策検討会」（以下

「資金移動業不正対策検討会」という。）を設置し、銀行口座との連携における決済サー

ビスに係る不正防止のために、法律顧問と緊密に連携し、不正防止策、被害者への補償方

針、相談態勢等に関するガイドラインを策定することとした。10 月以降、３回にわたり、

資金移動業不正対策検討会を開催（金融庁も参加）し、当該調査結果等を報告するととも

に、法律顧問と連携し、事務局が策定したガイドライン案について、メンバーと検討・議

論を行った。併せて、金融庁と協議・調整を行い、11 月 30 日、銀行口座との連携におけ

る不正防止のために資金移動業者が講じるべき措置等の考え方や具体例等を記載したガイ

ドラインとしてとりまとめを行い、メンバー、協会役員、政策委員会の委員に報告の上、

12 月３日、「銀行口座との連携における不正防止に関するガイドライン」を公表した。併

せて、会員に対し同ガイドラインについて参考として情報提供を行った。 

また、公表文書において、今後、前払式支払手段サービスを銀行口座と連携する場合に

おける不正防止のために講じるべき措置や、資金移動業及び前払式支払手段の利用者のア

カウントを不正に利用する場合（乗っ取り）の補償・相談対応についても検討を行い、指

針等としてとりまとめる予定である旨を付記した。 

② 上記のガイドラインの概要は以下のとおりである。 

イ．本ガイドライン策定の経緯 

銀行口座との連携における資金移動業者の決済サービスについて、不正出金事案が発

生したことを踏まえ、協会において、本ガイドラインを策定したものである。 

ロ．適用範囲 

本ガイドラインは、当協会の会員である資金移動業者が提供する資金移動サービスを

銀行口座と連携する場合において、資金移動業者側が不正防止のために講じるべき措置

の考え方及び具体例等を示したものである。 

ハ．銀行口座との連携に係る不正防止対応に関する考え方 

（ｲ） 不正防止策の実施 

Ａ リスク評価等 

資金移動業者は、アカウントと銀行口座を連携した口座振替によるチャージ機能を

提供しようとする場合やその内容・方法を変更しようとする場合、サービス全体のリス

ク評価を行う必要がある。 

Ｂ 提携銀行による不正防止策の確認 

資金移動業者は、サービス全体のリスク評価を踏まえ、提携銀行の不正防止策につい

て、アカウントと銀行口座の連携時における認証手段及び方式がリスクに見合った、実

効的な要素を組み合わせた多要素認証となっているかなどについて確認する必要があ
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る。 

Ｃ 資金移動業者による不正防止策（認証等） 

資金移動業者は、上記のリスク評価及び提携銀行による不正防止策の確認を踏まえ、

資金移動業の利用者に対し、公的個人認証や eKYC等の方法により自ら取引時確認を行

い、本人確認書類等により確認した当該利用者の情報（氏名、生年月日等）と提携銀行

が保有する情報を照合することにより、預金者と当該利用者の同一性を確認すること

を対策の基本とする。 

Ｄ モニタリング態勢 

資金移動業者は、銀行口座との連携を行った場合において、資金移動アカウントへの

不正なチャージ等が行われていないか、不正検知のモニタリングを行う必要がある。 

（ﾛ） 補償方針について 

不正が判明した事案において、被害者から資金移動業者に対して補償の求めがあった

場合、資金移動業者は、当該被害者が預金口座を有する提携銀行と連携し、速やかに被害

金額の補償を実施する必要がある。ただし、被害者に過失がある場合等には個別対応を妨

げるものではない。 

（ﾊ） 相談態勢 

資金移動業者は、銀行口座とアカウントの連携を行った場合において、提携銀行の預金

者から資金移動サービスに関する問い合わせがあった場合にも、これを受け付け、責任を

持って提携銀行と協力して真摯に対応する必要がある。 

（ﾆ） 不正利用が発生した場合の対応態勢について 

資金移動業者は、銀行口座とアカウントを連携したサービスを提供する場合には、提携

銀行と協力の上、不正利用が発生した場合に備えた態勢の整備をすることが不可欠であ

る。 

（ﾎ） 当協会の取組み 

当協会においても、資金移動サービスに関する苦情、問い合わせ窓口を設置しており、

当協会に寄せられる相談や問い合わせに対し、本事象のような複数のサービスが連携し

た場合も踏まえた適切な対応をする。 

(7) 銀行口座と連携し決済サービスを提供する前払式支払手段発行者にも、資金移動業と同様

に不正出金事案が発生しうることを踏まえ、２年 12月、協会において、銀行口座と連携し決

済サービスを提供する会員をメンバーとする「銀行口座との連携における不正防止ガイドラ

インに関する検討会」（前払式支払手段不正対策検討会）を設置し、法律顧問と緊密に連携し、

不正防止に関するガイドライン案を策定し、12月以降３回にわたり前払式支払手段不正対策

検討会を開催し、検討・議論を行った上で、金融庁と協議・調整を行い、前払式支払手段発

行者側が不正防止のために講じるべき措置の考え方及び具体例等を記載したガイドライン

としてとりまとめを行い、メンバー、協会役員、政策委員会の委員に報告の上、３年１月 28

日、「銀行口座との連携における不正防止に関するガイドライン（前払式支払手段）」を公

表した。併せて、会員に対し同ガイドラインについて参考として情報提供を行った。 

(8) ２年 12 月４日、金融庁から、資金移動業者及び前払式支払手段発行者が銀行口座振替サ
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ービス等と連携するサービスを提供する場合の「セキュリティの確保」「不正取引の検知」

「利用等から相談対応」及び「不正取引に対する補償」等に関する事務ガイドラインの改正

案等に対するコメント依頼があった。政策委員会の委員、資金移動業不正対策検討会のメン

バー（法律顧問を含む。）に質問・意見等を求め、提出された質問・意見等をとりまとめて、

12 月 11 日に金融庁に提出した。12 月 17 日、金融庁から質問・意見等への回答があり、上

記の委員及びメンバーに還元した。 

(9) 12 月 25 日、金融庁において、上記の不正出金事案が複数発生したことを受けて、口座振

替サービス等の他の事業者の提供するサービスとの連携における「セキュリティの確保」「不

正取引の検知」「利用等から相談対応」及び「不正取引に対する補償」を定めた事務ガイドラ

イン（前払式支払手段発行者関係、資金移動業者関係）の一部改正案がパブリックコメント

に付されたことから、会員に対し、意見募集を実施し、会員等から提出された質問・意見を

とりまとめて、政策委員会を開催し、討議を行い、了承を得たうえで、１月 25日、金融庁に

対し、質問・意見を提出した（提出した質問・意見は 71件）。2月 26日、金融庁から上記事

務ガイドラインの改正に対するパブリックコメントの結果等が公表されたことから、パブリ

ックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方並びに改正事務ガイドラインの

内容について、会員に対し周知を行った。 

(10) ３年２月、法律顧問と緊密に連携し、資金移動サービスの決済アカウント乗っ取り型の不

正利用が生じた場合の補償方針及び被害発生時の相談態勢等に関する対応案について検討

し、その後、金融庁と協議・調整を行い、「資金移動サービスの不正利用防止に関するガイド

ライン（案）」を策定した。３月 24日、同ガイドライン案について、資金移動業者である会

員に対しコメントを求め、提出されたコメントに対し協会の考え方等について回答を行い調

整を行った上でとりまとめて、４月２日、「資金移動サービスの不正利用防止に関するガイド

ライン」を公表した。 

(11) ３年２月、法律顧問と緊密に連携し、前払式支払手段において、決済アカウント乗っ取り

型の不正利用が生じた場合の補償方針及び被害発生時の相談態勢等に関する対応案につい

て検討を行い、適用範囲及び補償方針を中心に金融庁と協議・調整を行った上で、「前払式支

払手段の不正利用防止に関するガイドライン（案）」を策定し、６月 11 日、同ガイドライン

案について、サーバ型前払式支払手段発行者（カード等を用いることなくインターネット上

で番号、記号、その他の符号等を入力して使用できるサーバ型前払式支払手段発行者やスマ

ートフォン等のアプリを通じて使用することができるサーバ型前払式支払手段発行者が対

象）である会員に対しコメントを求め、提出されたコメントに対し協会の考え方等について

回答を行い調整を行った上でとりまとめて、６月 25日、「前払式支払手段の不正利用防止に

関するガイドライン」を公表した。 

(12) 昨年、銀行口座と連携する資金移動サービスにおいて不正出金事案が発生したことを受

けて、全銀協、協会それぞれにおいて口座連携に関するガイドラインが制定されたこと等も

踏まえ、不正防止や利用者保護の観点から、資金移動業者と銀行との口座連携に関し、両者

間の契約締結における共通の論点等について、双方の意見を踏まえた論点整理を行うために、

３年 1月、全銀協を事務局として、資金移動業者、銀行、弁護士をメンバーとし、金融庁も
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オブザーバーとして参加する「不正防止に向けた口座連携に係る契約に関する研究会」が設

置された。３年 1 月～４月まで間、6 回にわたり検討が行われ、とりまとめて５月 28 日に

「資金移動業者と銀行の間の口座連携に係る覚書の条文例（初版）」が公表された（同日、資

金移動者である会員に対し情報提供）。協会は、資金移動業者である会員の中から同研究会の

メンバーの推薦とともに、資金移動業者メンバー間の情報交換・連携、関係資料の作成及び

全銀協事務局との連絡・交渉等を行った。   

(13) ３年３月、警察庁から、スマート決済サービスを利用した銀行口座からの不正出金の対  

策の強化に関し、その手口等に係る事項が判明したとして、判明した手口及び対策事項につ

いて、会員に周知するよう依頼があったことから、会員に対しその旨周知を行った。 

 

４．前払式支払手段の発行のしおりの改訂（第７版） 

３年６月、「前払式支払手段の発行のしおり」について、①利用者資金の保全に関する事項及

び無権限取引が行われたことにより発生した損失の利用者の補償方針等に関する情報提供、②

前払式支払手段の不適切利用防止措置、③発行保証金保全契約及び発行保証金信託契約を解除

しようとする場合の事前承認制の廃止（全部解除のみ事前届出が必要）、④資金移動業者との規

制の整合性の確保の観点から、委託先に対する指導や法令違反行為等の届出に関する規定の整

備、⑤払戻しに係る公告手段の追加、⑥不正アクセスにより第三者による不正利用が行われた場

合の払戻しが認められる場合の追加等を規定する改正資金決済法が施行されたことを踏まえ、

内容の見直しを行い、これらの改正事項を盛り込んだ改訂版（第７版）を発行した。 

５．資金決済法関係法令集(電子版)の改訂について 

協会は、資金決済法、政令、内閣府令、告示・事務ガイドライン(項目のみ)で構成する法令等

に関する四段表のほか、金融庁告示・金融庁事務ガイドライン、資金決済法の政府令・事務ガイ

ドラインの改正案に関するパブリックコメントに対する金融庁の考え方、個人情報保護法の法

令、ガイドライン及びＱ＆Ａ、マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン及び同ガイドラインに

関するパブリックコメントに対する金融庁の考え方をとりまとめた「資金決済関係法令集」（電

子版）（法令等改正に伴い随時見直しを実施）を作成し、会員専用ページに掲載している。 

２年 10 月、法令等に関する四段表について、法令の改正（２年５月施行分）及び事務ガイド

ラインの改正（２年６月適用分）を反映させるとともに、金融庁事務ガイドラインを最新のもの

に貼り換えたほか、電子申請に係る手続、システムリスク管理及び検査・監督事務の基本的考え

方等を改正する事務ガイドラインに関するパブリックコメントに対する金融庁の考え方等（２

年４月及び６月公表分）を新たに追加するなどの改訂を行った。 

 

Ⅲ 資金決済業者の経営基盤強化への取組み 

１．資金決済業に係る金融庁との意見交換会の開催 

23 年５月に始まった会員と金融庁との意見交換会は、本年度も引き続き開催され、第 20回は

資金移動業者関係（３年１月 14日開催）についてオンラインで意見交換が行われた。金融庁側

から、総合政策局長をはじめ、総合政策局、企画市場局及び関東財務局の幹部等が出席し、協会

側から資金移動業者の会員各社(70 社)及び協会事務局が出席した。意見交換会では総合政策局
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長の挨拶に続き、総合政策局フィンテック監理官から「銀行口座と連携する決済サービスからの

不正出金について」、企画市場局総務課決済・金融サービス仲介法制室長から「法施行を踏まえ

た対応について」、総合政策局マネ―ローンダリング・テロ資金供与対策企画室長から「マネー

ローンダリング及びテロ資金供与対策について」、同局資金決済モニタリング室長から「モニタ

リングで把握したマネロン・テロ資金供与対策上の課題について」、「資金移動業者の銀行口座開

設謝絶について」及び「不正アクセス」について説明があり、その後、意見交換が行われた。 

第 21 回は前払式支払手段発行者関係（３年６月 16 日開催）についてオンラインで意見交換

が行われた。金融庁側から、フィンテック監理官をはじめ、総合政策局、企画市場局及び関東財

務局の幹部等が出席し、協会側から、協会理事、政策委員会の委員又はそれらの代理（13 社）

及び協会事務局が出席した。意見交換会では、企画市場局総務課決済・金融サービス仲介法制室

長から「改正資金決済法の施行について」、総合政策局フィンテック監理官から「事務ガイドラ

イン改正（銀行口座不正出金事案への対応）」について、資金決済モニタリング室長から「事務

ガイドライン改正（改正法への対応）」について、関東財務局金融監督第 6課長から「監督現場

からの留意事項について」、総合政策局の検査監理官グループと資金決済モニタリング室から

「検査に対する方針等について」、資金決済モニタリング室から「検査における主な指摘事項に

ついて」及び「行政手続のオンライン化について」、総合政策局サイバーサキュリテイ対策企画

調整室から「サイバーセキュリティ強化に向けた取組状況」について説明があり、その後、意見

交換が行われた。 

なお、資金移動業者関係の意見交換会における金融庁側説明及び会員の質問・意見に対する金

融庁の回答等について協会において議事録としてとりまとめて、金融庁との調整を経て、３年３

月、意見交換会議事録として会員に配信した。 

 

２．資金決済に関する法律施行令、内閣府令及び事務ガイドライン等の改正案への対応について 

(1) 協会においては、決済法制に関し、金融庁に対し、政令、内閣府令及び事務ガイドライン

の改正案を前広に情報提供してもらい、会員の意見を踏まえ実務上の課題・要望等を伝え、

意見交換を行う場を設けるよう要望を行ってきた。 

(2) 金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキンググループ」報告にお

いて、履行保証金の保全が図られるまでの期間について、利用者保護の観点からできるだけ

短期化することが適当とされ、改正資金決済法において、第二種及び第三種資金移動業の履

行保証金について、算定期間の末日から１週間以内で内閣府令で定める期間内において供託

等を行うことが規定された。協会においては、資金移動業者である会員が供託等までの期間

を短期化された場合、実務上対応可能かどうかについて意見を求めるため、２年６月、会員

である資金移動業者に対し、算定期間の末日から２営業日以内で対応が可能かどうか、対応

が難しい場合にはその理由、対応可能な日数等に係る「履行保証金の保全措置に関するアン

ケート」を実施した。アンケート結果において半数の会員が対応が難しいとの回答であった

ことから、金融庁に対し、会員と意見交換する機会を設けるよう申し入れを行った。７月に

会員 13 社の参加のもと、会員から、２営業日では対応困難な理由及び対応可能な日数につ

いて、金融庁に対し、説明・意見交換を行うとともに、協会から資金移動業者の履行保証金
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の保全に関する実務に支障が生じないよう要望した。 

(3) ２年８月、金融庁から、資金決済に関する法律施行令の改正案について情報提供があり、

法律顧問と連携し、金融庁に対し、政令改正案の解釈等の確認や意見交換を行うとともに、

発行保証金の取戻しに関する改正条文案が現行政令と異なる取扱いとなっていたことから、

現行政令と同様の取扱いができるよう改正条文案の見直しを申し入れた。 

(4) ２年９月、金融庁から、前払式支払手段に関する内閣府令の改正案について情報提供があ

り、法律顧問と連携し、金融庁との間で、内閣府令の改正案の解釈等に関する確認や意見交

換を行った。同月、第 22回資金決済法に関するフォローアップ委員会を開催し、協会事務局

から内閣府令の改正案の概要について説明した後、今回、追加された利用者資金の保全に関

する事項及び無権限取引が行われた場合の対応方針に係る情報提供義務等に関する論点ペ

ーパーを作成し、意見交換を行った。メンバーから、①利用者資金の保全に関する事項の情

報提供は、発行者のホームぺージに掲載し、閲覧に供することで情報提供することが想定さ

れていると考えられ、前払式支払手段の購入の際に、書面等に記載することにより、また、

書面等でホームページに掲載している旨を案内し、情報提供することまでは要しないのでは

ないか、②無権限取引が行われた場合の対応方針について、発行者のホームページにおいて、

利用規約の該当条項を抜粋、又は該当条項を示すことにより情報提供することで足りるので

はないかとの意見があったことを踏まえ、法律顧問と連携し、協会事務局において意見・要

望としてとりまとめて、委員の了承を得たうえで、金融庁に提出し、意見交換を行った。 

(5) ２年 11 月、金融庁から、資金移動業に関する内閣府令等の改正案について情報提供があ

り、法律顧問と連携し、金融庁との間で、内閣府令の改正案の解釈等に関する確認や意見交

換を行った。同月、第 23回資金決済法に関するフォローアップ委員会を開催し、協会事務局

から内閣府令の改正案の概要について説明を行った。委員から、第 30条の２の「為替取引に

用いられることがないと認められる利用者の資金を保有しないための措置」は、第３種及び

第１種の資金移動業に義務付けるのは適当ではないのではないか、第 30 条の３の「利用者

から受け入れた資金を原資として貸付けを行うことを防止するための措置」は、適用除外を

設けるべきではないか、第 11条第２項の「履行保証金の供託までの期限（第二種、第三種）

について、３営業日では実務上困難との意見があったことを踏まえ、法律顧問と連携し、協

会事務局で意見・要望としてとりまとめて、委員の了承を得たうえで、金融庁に提出し、意

見交換を行った。 

(6) ２年 11月 26日、金融庁から、前払式支払手段発行者及び資金移動業者に関する事務ガイ

ドライン等の改正案について情報提供があった。時間的制約から、資金決済法に関するフォ

ローアップ委員会を開催せずに、金融庁と協議の上、委員に対し質問・意見等を求め、提出

された質問・意見等をとりまとめて金融庁に提出し、金融庁から回答をもらう方式に変更し

た。委員（法律顧問を含む。）から提出された意見・質問等をとりまとめて、12 月３日に金

融庁に提出した。12月 18日、金融庁から質問・意見等への回答があり、委員に還元した。 

(7) ２年 12 月 25 日、金融庁から、資金決済法改正に伴う政令、内閣府令（前払式支払手段、

資金移動業者）、事務ガイドライン（前払式支払手段発行者関係、資金移動業者関係）等の一

部改正案がパブリックコメントに付されたことから、会員に対し意見募集を実施し、会員等
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から提出された質問・意見をとりまとめて、政策委員会を開催し、討議を行い、了承を得た

うえで、１月 25日、金融庁に対し、質問・意見を提出した（提出した質問・意見は 91件）。 

３月 19日、金融庁から、上記の資金決済法改正に伴う政令、内閣府令及び事務ガイドライ

ン等の改正案に関するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方が

公表された。また、政令及び内閣府令等は同日公布され、事務ガイドラインと併せて、同年

５月１日から施行・適用されることが公表されたことから、会員に対し、改正内容及びコメ

ントに対する金融庁の考え方等について周知を行った。 

(8) 改正資金決済法の法令及び事務ガイドラインが、５月１日から施行されることを踏まえ、

協会において、会員の改正法対応の適切な履行に資するよう、前払式支払手段発行者及び資

金移動業者が、以下に記載のとおり、改正法施行までに準備が必要な事項、資金移動業者が

改正法施行日から１月以内に提出が必要な届出書類（改正法附則第７条第２項の規定に基づ

く届出）等について、チェックリスト形式で詳細な説明資料をとりまとめて、４月 15日、会

員に対し周知を行った。 

＜前払式支払手段発行者＞ 

・その他利用者の保護等に関する措置（利用者資金の保全方法に関する事項及び前払式支払

手段の不正取引に対する補償方針として定める事項に関する参考事例） 

・発行保証金保全契約の契約内容の変更等 

・譲渡可能な前払式支払手段の不適切な利用を防止するための措置 

＜資金移動業者＞ 

・資金移動業者（みなし登録第二種業者）の提出書類について（添付書類：資金移動業者登

録審査事務チェックリスト（Ⅱ種滞留）、改正法附則第７条第２項の規定に基づく届出様式

及び登録申請書の様式） 

・みなし登録第二種業者の履行保証金の供託の算定期間及び供託期限について 

・利用者の保護等に関する措置（不正取引に対する補償方針として定めるべき事項に関す 

る参考事例） 

・履行保証金保全契約の契約内容の変更等 

また、金融庁から、現行の資金移動業者が、改正法施行後１月以内に届出が必要な附則第

７条第２項の届出及び添付書類等に関する会員からの質問等をとりまとめてほしい旨の要

請を受けて、協会において、質問等のとりまとめを行うとともに、質問等に対する当局から

の回答を会員に送付した。さらに、附則第７条第２項の届出について、会員の提出状況につ

いて確認を行い、会員に対し、当該届出の期限内提出への慫慂を行った。 

 

３．マネーローンダリング・テロ資金供与対策及び FATF第 4次対日相互審査への対応について 

(1) 元年６月、金融庁から、資産凍結等経済制裁への対応について、外務省告示の発出前にお

いても、国連安保理決議で経済制裁対象者が追加等された場合には遅滞なく制裁リストを更

新し照合するとともに制裁リストに該当する顧客が認められる場合には、より厳格な顧客管

理を行う等適切かつ慎重な対応が求められること等について周知依頼があり、会員に対し、

その旨周知を行った。 
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２年 10月、金融庁から、上記の経済制裁対象者のリストに該当する顧客が認められた場合

には、より厳格な顧客管理を行うことについての再度の周知に加え、海外送金取引にあたっ

ては、資金移動業者を含む各金融機関の約定にもとづき受付を慎重に判断する等、適切かつ

慎重な対応が求められること、さらに、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢に問題が認

められる場合には、業務改善命令等の行政処分を行い、資金移動業者の管理態勢の改善を図

るとされていることにも留意し、マネロン・テロ資金供与リスクの更なる管理態勢の強化を

進めるよう周知依頼があったことを受け、会員に対し、その旨周知を行った。 

(2) 令和元年に実施された FATF第 4次対日相互審査は、２年６月に FATF全体会合を開催し

対日相互審査報告書の討議・採択が行われる予定であったが、10月の全体会合に延期さ

れ、２年９月にこれを３年２月の全体会合に再延期することが決定・公表され、12月に、

さらに３年６月の全体会合に延期されることが決定・公表されたことから、会員に対し、

その旨周知を行った。 

(3) ２年９月、金融庁から、マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドラインについて、こ

れまで実施してきたモニタリングの中で把握した課題を整理し、金融機関等のマネロン・テ

ロ資金供与対策の更なる実効的な態勢整備等を図るため、制裁対象取引等のモニタリング・

フィルタリングの強化、海外送金のコルレス先管理の強化、及び貿易金融を新設するなどの

同ガイドラインの改正案に対するコメント依頼があったことから、政策委員会の委員に対し

質問・意見等を求めて、提出された質問・意見等をとりまとめて 10月に金融庁に提出した。 

２年 12月、マネロン・テロ資金供与対策に関するガイドラインについて、①全ての顧客に

ついて顧客リスク評価の実施、②取引モニタリングにおける抽出基準の設定及び有効性分

析・改善、③リスクに応じた適切な取引フィルタリング体制の構築、④適切な疑わしい取引

の届出判断の実施、⑤提携先等のマネロン・テロ資金供与リスクの検証、⑥海外送金におけ

るコルレス先・委託元金融機関に対するリスク評価・管理強化などを求める同ガイドライン

の一部改正案がパブリックコメントに付されたことから、会員に対し意見募集を実施した。

３年２月、パブリックコメントの結果等が公表されたことから、会員に対し、パブリックコ

メントの結果の概要及びそれに対する金融庁の考え方並びに改正内容について周知を行っ

た。 

(4) ３年３月、金融庁から、協会を介し、上記ガイドラインの改正概要、経緯、趣旨等につい

て、資金移動業を含む金融機関に対し、オンラインでの説明会の開催案内の周知依頼があっ

たことから、同月、会員への説明会資料の送付とともに参加するよう働きかけを行った（金

融庁は、３月９日～12日の間に各日２回、計８回のオンラインによる説明会を開催（資金移

動業者等金融機関が参加）した。同月、金融庁から、同ガイドラインに対する関係者の理解

の向上に資するため、「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問

（ＦＡＱ）」が取りまとめられて公表されたので、会員に対し周知を行った。    

(5) ３年４月、金融庁から、資金移動業者を含む金融機関は、「上記改正後のマネロン・テロ資

金供与対策に関するガイドラインで対応を求めている事項について、2024年３月末までに対

応を完了させ、態勢を整備すること。また、上記の態勢整備について、対応計画を策定し、

適切な進捗管理の下、着実な事項を図ること。」について、会員に対し、協会を通じて、周知
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徹底するよう要請があったことを受け、会員に対しその旨周知を行った。 

 

４．犯収法施行規則及び外国為替省令等の一部改正、犯罪収益危険度調査書について 

(1) 犯罪収益移転防止法施行規則、外国為替省令等の一部改正 

① ２年７月、７月豪雨による被害の状況等に鑑み、被災者の本人特定事項の確認方法の特

例及び当該豪雨に係る寄付金の振込に際しての取引時確認対象取引の特例に係る犯収法

施行規則・外国為替省令の一部改正が公表・施行されたことから、会員に対し周知を行っ

た。 

② ２年７月、「経済財政運営と改革の基本方針2020」（令和2年7月17日閣議決定）により、

行政手続における押印を原則不要とする方針が示されたことを受け、２年９月、財務省に

おいて、外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）に基づく報告書及び届出書等の

別紙様式中で求められている「記名押印又は署名」を廃止する外国為替省令等の改正案が

パブリックコメントに付されたことを受け、会員に対し、意見募集を実施した。２年10月、

財務省からパブリックコメントの結果等が公表されたことから、改正後の外国為替省令等

の内容について、会員に対し周知を行った。 

③ ２年９月、財務省において、「支払」及び「支払の受領」の範囲について、明確化を図

る解釈運用通達等の一部改正（案）がパブリックコメントに付されたことを受け、会員に

対し、意見募集を実施した。２年10月、財務省から、パブリックコメントの結果等が公表

されたことから、改正後の解釈運用通達等について、会員に対し情報提供を行った。 

④ ２年11月、 警察庁から、政府全体の押印廃止の取組に伴い、疑わしい取引の届出に係る

別記様式の押印の廃止等を内容とする犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

の一部を改正する命令案が公表され、パブリックコメントに付されたことを受け、会員に

対し、意見募集を実施した。２年12月、警察庁からパブリックコメントの結果等が公表さ

れたことから、改正後の犯罪収益移転防止法施行規則等の内容について、会員に対し周知

を行った。 

⑤ ２年２月４日以降の申請に基づき発給される日本国旅券（以下「2020 旅券」という。）

から、旅券の裏返しページにあった「所持人記入欄」が削除されるとともに、「事故の場合

の連絡先」の欄名が「緊急連絡先」に変更された。この変更に伴い、２年 11月、警察庁か

ら、「旅券等」は、犯罪収益移転防止法施行規則第６条第１項第２号により、顧客の氏名・

生年月日に記載があるものに限定されているが、住居の記載があることは要件とされてい

ないことから、2020旅券についても、従来の日本国旅券と同様に、本人確認書類として認

められることについて、担当省庁に周知依頼があったことを受けて、金融庁及び財務省か

ら、その旨周知するよう依頼があり、また、財務省から外為法の本人確認義務も犯収法と

同様の取扱いとなる旨周知依頼があった。協会は、これを受けて、会員に対し、2020旅券

は本人確認書類として認められること（ただし、犯収法上、住居の記載がない場合には、

現在の住居の記載のある補完書類等の提示等を受けて住居を確認する必要があることを

付記）について周知を行った。 

⑥ ２年 12 月、 警察庁から、「規制改革実施計画」（令和元年 6 月 21 日閣議決定）を踏ま
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え、犯収法の取引時確認に係る規定の適用が除外される特例の対象となる取引として、特

定事業者が他の特定事業者に委託して行う取引であって、当該他の特定事業者が既に取引

時確認を行っている顧客等との間で行うものを金融関係取引に限定していることから、当

該特例の対象となる取引に、クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結

を追加する犯収法施行令の一部改正案が公表され、パブリックコメントに付されたことを

受け、会員に対し、意見募集を実施した。３年２月、パブリックコメントの結果が公表さ

れたことから、改正内容等について、会員に対し周知を行った。 

⑦ ２年 12月、財務省において、本人確認書類に格納された ICチップに顧客等の現在の住

所等の情報が記録されていない場合は、他の本人確認書類又は補完書類（公共料金の領収

証書等）を用いて追加的に現在の住所等を確認することができる規定を追加する等の外国

為替省令の一部改正案に係るパブリックコメントの結果が公表されたことから、会員に対

し改正内容等について周知を行った。 

⑧ ３年２月、財務省において、居住者が外国にある非居住者との間で行った預金契約に基

づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引に基づく支払又は支払の受領のうち銀行等又は

資金移動業者を経由しないものについて報告を免除する規定の整備等を行う外国為替の

取引等の報告に関する省令の一部改正案がパブリックコメントに付されたことを受け、会

員に対し、意見募集を実施した。３年３月、パブリックコメントの結果等が公表されたこ

とから、会員に対し、改正内容等について周知を行った。 
⑨ ３年４月、警察庁から、特定複合観光施設区域整備法等の施行等を踏まえ、船舶観光上

陸許可書を本人確認書類に追加し、カジノに係る特定取引の一部について、取引時確認に

係る本人特定事項として、住居の代わりに国籍及び旅券等の番号の確認を行う取引として

規定する犯罪収益移転防止法施行規則の一部改正案がパブリックコメントに付され、また、

同月、財務省から、上記犯罪収益移転防止法施行規則の改正にあわせ、船舶観光上陸許可

書を本人確認書類に追加し、現在の住居又は居所を確認する補完書類について、現行は、

「発行日から６か月以内」されているところ、発行日が６か月以上前であって、かつ、有

効期間内の書類を利用可能とする外国為替に関する省令の一部改正案が、パブリックコメ

ントに付されたことを受け、会員に対し意見募集を実施した。 

⑩ 外為法は、国際収支統計の作成等のために、本邦にある銀行等又は資金移動業者を通じ

た為替取引により、3,000 万円相当額を超える外国に向けて支払又は外国から支払の受領

等（支払等）を行った居住者（顧客）に対し、輸出入に係る支払等提出が免除されている

ものを除き、当該居住者（顧客）に対し、為替取引を行った資金移動業者を経由して「支

払又は支払の受領に関する報告書」（支払等報告書）の提出義務を課している。３年５月、

財務省から、改正資金決済法の施行に伴い、100 万円を超える為替取引が可能な第一種資

金移動業が創設されたことに伴い、資金移動業者の顧客が報告対象となる支払等を第一種

資金移動業を営む事業者を経由して行った場合における、当該顧客の支払等報告書の適切

な作成及び当該資金移動業者を経由した当該報告の提出についての周知とともに当該顧

客に対する案内教示を行うよう周知依頼があったことから、その旨会員に対し周知を行っ

た。 
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⑪ ３年５月、金融庁において、金融業界における非対面の金融サービス普及を一層後押し

するために、パブリックコメントに寄せられた質問や金融庁に寄せられた相談事例等を整

理し、犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法の導入を検討・

計画する金融機関向けのＱ＆Ａが公表されたことから、会員に対し情報提供を行った。 

⑫ ３年６月、財務省から、取引の相手方が制裁対象者であることが疑われる場合に入念な

確認が必要であること等を規定する外国為替検査ガイドラインの一部改正案がパブリッ

クコメントに付されたことを受け、会員に対し意見募集を実施した。  

(2) ２年犯罪収益移転危険度調査書等について 

① ２年10月、警察庁が、とりまとめた「犯罪収益移転防止法の概要」（改訂版）が公表さ

れたことから、改定内容を付記したうえで、当該概要について情報提供を行った。 

② 国家公安委員会が毎年作成・公表することとされている「犯罪収益移転危険度調査書」

(２年版）が、２年11月に公表され、金融庁から、新たに追加・拡充されたポイント（犯罪

情勢等に新型コロナウイルス感染症に関連する犯罪情勢を追加、疑わしい取引の届け出を

端緒として検挙した事件例についてより多様な事業者からの届け出を記載するなどの拡

充）を含め同調査書の周知依頼があったことを受け、同調査書の位置づけ（ＲＢＡを適切

に実施していくための前提となるものであり、疑わしい取引の届出を行う際や特定事業者

作成書面の作成等に際し、同調査書を勘案することが求められていること）も付記したう

えで、会員に対し周知を行った。 

③ ３年２月、警察庁（JAFIC）のホーページにおいて、「犯罪収益移転防止に関する年次報

告書（令和２年）」及び「同報告書（概要版）」が掲載・公表されたことから、会員に対

し情報提供を行った。 

 

５．書面・押印・対面手続の見直し等について 

(1) ２年６月、金融庁において、金融分野における手続の電子化を促し、テレワークを推進す

る観点から「金融業界における書面・押印・対面手続の見直しに向けた検討会」が設置され

た（協会もメンバーとして参加）。７月に開催された第３回会合において、「押印手続の見直

しに向けた取組について」、同月に開催された第４回会合において「中小企業のデジタル化に

向けて」、８月に開催された第５回会合において「銀行界における書面・押印・対面手続の見

直しについて」、９月に開催された第６回会合において「証券業界における書面・押印・対面

手続の見直しについて」、10 月に開催された第７回会合において「電子署名法第３条に関す

るＱ＆Ａ等について」、同月に開催された第８回会合において「生保・損保業界における書

面・押印・対面手続の見直しについて」説明があり意見交換が行われた。公表された議事次

第及び配布資料について、会員に対し情報提供を行った。 

(2) ２年 12月、金融庁において、これまでの検討会での検討・議論を踏まえ、「書面・押印・

対面手続の見直しに向けた論点整理」がとりまとめられ、公表されたことから、会員に対し、

同論点整理及び議事概要等について情報提供を行った。 

(3) ２年 10月、金融庁から、法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等につい

ては、法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得することとするため、申請等
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における登記事項証明書（海外当局が発行するものを除く。）の添付は不要とすることの

周知依頼があったことを受け、会員に対しその旨周知を行った。 

(4) ３年４月、金融庁から、国民や事業者等と当局との間で行う書面、押印、対面の手続に

ついて、前払式支払手段及び資金移動業に係る内閣府令別紙様式中の登録済通知書などに

ついて財務局長の押印欄の削除、書面・対面による手続についての留意点の新設等に係る

事務ガイドラインの改正案がパブリックコメントに付されたことから、会員に対し意見募

集を実施した。 

 

６．金融庁・財務局への申請・届出等に関する対応について  

(1) ２年７月２日、とりまとめられた「規制改革推進に関する答申」において、各省庁は、書

面・対面を要する行政手続について、新型コロナウイルスの感染が終息するまでの間、可及

的速やかに緊急的な対応措置を講じること等とされた。これを受けて、７月 17日に「規制実

施計画」が定められたことを踏まえ、金融庁から、電子化や法令の改正等を含む制度的な対

応の準備が整うまでの当面の間、緊急的な対応措置として、金融機関等による当局への申請・

届出等について、①e-Gov または金融庁業務支援総合システム（以下「e-Gov 等」という。）

に対応していない申請・届出について、システム対応するまでの間、原則として、e メール

による受付も可能とすること、また、e-Gov 等に対応している申請・届出についても、申請

者側に、e-Gov 等による提出の整備環境がない場合においては、e メール受付も可能とする

こと、②押印（及び印鑑証明書の添付）のない申請・届出等についても有効等とすること等

としたとして、会員に周知徹底するよう依頼があったことを受け、会員に対しその旨周知を

行った。 

(2) ３年４月、金融庁から、「①金融機関等から受け付ける申請・届出等に係る全ての手続き

についてオンラインでの提出が可能となるように、電子申請・届出システム（新システム）

の整備を進めていること、②新システムの利用に際して、金融庁ホームページに各種手続に

係る申請様式を掲載することにより、金融機関等が金融庁ホームページから申請様式をダウ

ンロードして申請等を行うことが可能となること（e-Govホームページのリンクからもアク

セス・利用可能）、③新システムのログインID・パスワードは、gBizID（経済産業省が提供

する法人共通認証基盤）を使用することから、各金融機関等において、新システムの利用開

始までに「gBizIDプライム」のアカウントの取得を行うこと」について周知依頼があったこ

とから、会員に対しその旨周知を行った。 

(3) ３年５月、金融庁から、金融機関等から受け付ける様々な申請・届出等（約4,000手続）に

ついて、オンラインでの提出が可能となるよう、金融庁電子申請・届出システム（以下「新

システム」という。）の整備を行い、今般、新システムの運用開始の準備が整ったとして、

６月30日からの利用開始に向けて準備するよう周知依頼があったことから、会員に対しその

旨周知を行った。３年６月、新システム整備が完了するまでの緊急対応として、eメールによ

る申請・届出等の受付も可能とする措置を講じてきたが、３年６月30日の金融庁電子申請・

届出システムの運用開始をもって、原則としてeメールによる申請・届出等の受付を終了する

こととしたとして周知依頼があったことから、会員に対しその旨周知を行った。 
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（注）経過措置として、４年３月末までeメールによる申請・届出等の受付は可能 

 

７．次世代資金決済システムに関する検討タスクフォ―ス及びワーキング・グループについて  

(1) ２年５月、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークにおいて、ノンバンク(資金移動業

者)の全銀システムへの参加を通じたインターオペラビリティの実現可能性等、全国銀行デ

ータ通信システム(全銀システム)の更なる高度化・効率化に向けて検討が進めるために「次

世代資金決済システムに関する検討タスクフォース」（以下「タスクフォース」という。）が

設置された（協会もメンバーとして参加）。 

(2) ２年７月以降、タスクフォースが以下のとおり、６回開催され、それぞれの会合で委員か

ら質問や意見交換が行われ、２年 12 月に開催された第６回会合において、タスクフォース

事務局（以下「事務局」という。）から資金移動業者の全銀システムへの参加に当たっての

参加要件、参加形態、接続方法及び多頻度小口決済の利便性向上について対応の方向性（案）

が示された。 

・第２回会合（７月開催）：資金移動業者３社からのヒアリング等 

・第３回会合（８月開催）：資金移動業者１社、ベンダー３社からヒアリング 

・第４回会合（９月開催）：ことらプロジェクトのメンバーから「新決済インフラの検討につ

いて」説明、委員から「資金決済インフラの将来像」についてプレゼン、事務局から「制

度面の検討に当たっての現状整理等」について説明 

・第５回会合（11 月開催）ベンダー１社から「全銀システムへの接続方法として APIゲート

ウェイに係る論点等」についてプレゼン、事務局から、「ノンバンクの全銀システムへの対

応、資金決済システムの高度化・効率化の方向性」等について説明 

・第６回会合（12月開催）：ベンダー２社から「APIゲートウエイに係る論点」についてプレ

ゼン、ことらプロジェクトのメンバーから「ことらプロジェクト進捗状況報告」について、

事務局から「これまでの議論を踏まえた対応の方向性（資金移動業者の全銀システムへの

参加（①参加要件、②参加形態、③接続方法）、多頻度小口決済の利便性向上）」案）、及び

「報告書目次（案）」について説明 

・第７回会合において、事務局から、①資金移動業者の全銀システム参加について、預金取扱金

融機関に限定している加盟資格に関し、参加要件、参加形態、接続方法等の詳細についての検

討並びに制度整備等を行ったうえで、2022 年度中を目途に、資金移動業者にも拡大することが

望ましい、②多頻度小口決済の利便性向上について、ことらプロジェクト(都銀 5 行による小口

決済インフラ構想）を短期的な現実解として位置づけ、2022 年度早期の稼働を目指し、全銀ネ

ット・ことらプロジェクトが緊密に連携して検討を進める必要があることなどを内容とする

「次世代資金決済システムに関する検討タスクフォース報告書」（案）が示され、意見交換のう

え、とりまとめが行われた。 
(3) この間、協会では、国内送金を行う資金移動業者である会員を対象に「全銀システムに関する

アンケート」を実施し、全銀システム参加への関心や検討すべき論点・意見等を求めた。第１回

会合等において、会員の意見として、全銀システムへの接続方法、コスト、参加資格、低コスト

の多頻度小口決済システムの構築等について、検討すべき論点として挙がっている旨報告した。
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また、その後の会合において、協会から、資金移動業者による全銀システムや多頻度小口決済シ

ステムへの参加に関する検討が十分にできるように、タスクフォースで示された全銀システムに

資金移動業者が参加する場合の参加資格、制度上の課題、接続方式などの方向性について、また、

ことらプロジェクト(都銀 5 行による小口決済インフラ構想）のサービス内容、コスト負担、開始

時期等について、事務局、ことらプロジェクトのメンバーに対し、会員への情報提供とともに意

見交換ができる場を設けるよう繰り返し要望した。また、公表されたそれぞれの会合の議事要旨

（第 2 回～第 7 回）が公表され次第、会員に情報提供を行い、さらに２年 12 月にとりまとめら

れ,３年１月に公表された上記報告書について、会員に対し情報提供を行った。 
(4) ３年３月、第８回タスクフォースが開催され、事務局から、2021年度の検討体制等として、

引き続きタスクフォースを設置するとともに、３年４月、制度及びシステムに関する２つの

ワーキンググループを設置し、①資金移動業者の全銀システムへの参加、②多頻度小口決済

（ことらプロジェクト）の利便性向上について、③次期全銀システムの検討等について、具

体的な検討を実施していくことが報告された。 

(5) ３年４月、第８回タスクフォースの議事要旨が公表されたことから、会員に対し情報提供

を行った。３年４月以降、制度又はシステムＷＧがそれそれ３回開催され、制度ＷＧにおい

て、資金移動業者が内国為替制度上取扱いが難しい為替業務や資金移動業者に係る法規制や

業務特性等を踏まえて留意すべき事項等について、システムＷＧにおいて振込時識別情報の

整合性確保等について、論点として検討が行われた。  

 

８．金融分野におけるサイバーセキュリティ演習の実施及びセキュリティに関する情報提供につ

いて 

(1) 平成27年７月、金融庁では「金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方

針」を策定し、その取組みの一環として、特に中小金融機関のインシデント対応能力の向上

を図るため、平成28年から毎年「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習」を実施して

いる。２年度においては、実際のインシデント発生時に想定される一連の動きに即した「情

報連携演習」を実施することとし、元年度に続き、金融庁から、前払式支払手段発行者及び

資金移動業者に対して、協会を通じ参加要請があったことから、協会において、複数の会員

に対し、当該演習の概要等の説明とともに参加への働きかけを行い、２年10月、複数の会員

（７社）がサイバーセキュリティ演習に参加した。 

３年６月、金融庁において、上記のサイバーセキュリティ演習結果を踏まえた課題事例等

について取りまとめたとして、会員へ還元するよう依頼があったことを受け、会員に情報提

供を行った。 

(2) ２年７月、内閣サイバーセキュリティセンターより金融庁を通じ、米国 DigiCert 社によ

れば、同社の中間証明機関が発行した公開鍵証明書が、7月 11日に失効されることから、使

用している公開鍵証明書が失効対象であるか確認し、対象であれば新しい証明書を入手し、

置き換える必要があること、また、期限までに対応できない場合、想定される障害に応じ、

対外情報発信等の対応策の検討を行うことを推奨する旨の注意喚起があったことから、会員

に対しその旨周知を行った。 
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(3) ２年 12月、金融庁から、㈱セールスフォース・ドットコムが提供するクラウドサービスで

管理する個人情報が、特定の機能を用いて第三者から閲覧できる状況が複数の金融機関で発

生しているとして、第三者から閲覧できる条件に合致するかどうか点検すること、合致する

場合は、ゲストユーザの「Lighting機能」を無効化するなどの対応とともに、条件に合致し

当該クラウドサービスを利用している場合は、速やかに当局へ報告するよう注意喚起及び要

請があったことから、会員に対しその旨周知を行った。 
(4) ３年４月、金融庁から、内閣内閣サイバーセキュリティセンターの注意喚起情報を受けて、

以下の内容について、会員に対し周知依頼があったことから、会員に対しその旨周知を行っ

た。 

・Ivanti製 VPN製品「Pulse Connect Secure」の深刻な脆弱性及び脆弱性を悪用した攻撃へ

の回避策の実施、オラクル製ソフトウェア及びグーグル製「Chrome」の深刻な脆弱性及び

対象ソフトウェアを最新バージョンへ更新すること 

(5) ３年５月、金融庁から、内閣サイバーセキュリティセンターの注意喚起情報を受けて、以

下の内容について、会員に対し周知依頼があったことから、会員に対しその旨周知を行った。 

・ランサムウエアによるサイバー攻撃が活発になっており、日本企業や海外子会社で実際攻

撃者にデータが公開される事例が増えており、クライアント端末だけでなくサーバも被害

を受けていることから、予防、検知、対応、復旧の観点から、ランサムウエアの感染を防

止するための対応策、データの暗号化による被害を軽減するための対応策、不正アクセス

を迅速に検知するための対応策及び迅速にインシデント対応を行うための対応策を講じ

ること等 

 

９．決済高度化官民推進会議の開催 

平成 28 年６月、決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ報告書で示された課題（ア

クションプラン）の実施状況をフォローアップし、フィンテックの動きが進展する中で決済業務

等の高度化に向けた取組みを継続的に進めるため、官民連携してフォロー・意見交換をすること

を目的に「決済高度化官民推進会議」が設置された。 

３年２月に開催された第８回会合では、①金融庁から、決済法制の見直し、銀行の業務範囲規

制等の見直し、銀行と電代業者との接続契約の状況について報告があり、②全銀協から、重点項

目として、手形・小切手機能の電子化状況、でんざいネットの取組み、税・公金の収納・支払の

効率化・電子化促進に係る対応、全銀ＥＤＩシステムの利用環境に係る整備状況、銀行における

オープン API に係る体制整備状況、金融機関におけるキャッシュレス化の推進等について報告

あり、討議が行われた。協会も同会議にメンバーとして参加している。 

     

10．キャッシュレス決済の中小店舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会について 

２年６月、経済産業省において、ポイント還元事業の総括を行うとともに、キャッシュレス決

済に関わる店舗や決済事業者、ネットワーク事業者等の観点を踏まえ、キャッシュレス決済の中

小店舗への更なる普及促進に向けた課題や方策を検討するため、「キャッシュレス決済の中小店

舗への更なる普及促進に向けた環境整備検討会」が設置された（協会もオブザーバーとして参
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加）。９月に第３回検討会が開催され、クレジットカード決済のコスト構造分析から得られる示

唆、更なる分析の方向性等について、11月に第４回会合が開催され、電子マネー・コード決済の

構造分析から得られる示唆等について説明があり、意見交換が行われた。公表された各会合の説

明資料及び議事概要について、会員に対し情報提供を行った。 

 

11．個人情報保護法改正に伴う規則及びガイドラインの改正について 

(1) ３年４月、個人情報保護委員会事務局より、金融庁を通じ、個人情報の保護に関する法律

等の一部を改正する法律により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律第29条の４（特定個人情報の漏えい等に関する報告）が改正されたことに伴

い、「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に

関する規則」が改正され、報告対象に漏えい等の「おそれ」の追加、漏えい等報告の時間的

制限規定の新設、報告事項の追加などが新たに規定されたこと（施行日は令和４年４月１日）

の周知依頼があったことから、会員に対しその旨周知を行った。 

(2) ３年５月、金融庁から、個人情報保護委員会において、昨年６月の個人情報保護法の改正

及び本年３月の同法施行令・施行規則の改正を踏まえ、個人情報の保護に関する法律につ い

てのガイドラインについて、利用停止等の請求権、保有個人データの開示方法、第三者提供

記録の開示、個人情報関連情報、個人データの越境移転に関する具体的事例等を記載した通

則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編等のガイドラインの

一部を改正する告示案が公表され、パブリックコメントに付された旨の連絡があったことを

受け、会員に対し意見募集を実施した。３年６月、金融庁から、個人情報保護に関するガイ

ドライン改正案のうち、「利用停止・消去等請求権」及び「個人データの越境移転」について、

実務上対応が困難な事例やガイドラインで示すことが望ましいと考えられる事項について、

協会を通じ、会員に対する意見照会があり、意見・要望等を行った会員・協会と金融庁との

間で、オンラインで意見交換を行った。同月、個人情報の保護に関する法律についてのガイ

ドラインについて、会員から提出があった意見等をとりまとめ、政策委員会で審議を行い、

了承を得たうえで、個人情報保護委員会に対し意見を提出した。 

 

12．中央銀行デジタル通貨に関する連絡協議会への対応 

日本銀行は、２年 10月に「中央銀行デジタル通貨（ＣＢＤＣ）に関する取組み方針」を公

表したあと、実証実験に向けた検討を進め、３年４月から概念実証を開始している。日本銀

行において、概念実証の円滑な実施に資するよう、その内容や進捗状況等について民間事業

者や政府との情報共有を図るとともに、今後の進め方について協議していくため、「中央銀行

デジタル通貨に関する連絡協議会」（全銀協等の金融団体、ＦＩＳＣ、協会、決済事業者団体、

金融庁、財務省、日銀がメンバー）が設置された。３年３月 26 日に第一回会合を開催され、

日銀理事の挨拶の後、日銀事務局から、概念実証フェーズ１の概要、今後の進め方等につい

て説明があり、意見交換が行われた。協会から、理事挨拶や事務局説明資料等について、会員

に対し情報提供を行った。 
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13．医療保険制度、マイナンバー、聴覚障害者等による電話利用の円滑化 

(1) ２年 10 月 1 日以降、原則として、本人確認等を目的として医療保険の被保険者証の被保

険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されることから、２年８月、金融庁及び財務

省から、犯収法の顧客の本人特定事項の確認や外為法の本人確認義務の履行、その他本人確

認等のために被保険者証の提示等を求める際の留意事項として、本人特定事項の確認に際し

て被保険者証の提示を受ける場合には、当該被保険者証の被保険者等記号・番号等を書き写

すことのないようにすること等について周知依頼があったことを受け、会員に対しその旨周

知を行った。 

(2) ２年８月、金融庁から、マイナンバーカードに関して、消費活性化策「マイナポイント」

が実施されるほか、３年３月から、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようにな

る予定であるなど、利活用できる場面が拡大されるとして、マイナンバーカードの取得促進

及び利活用に関する協力への周知依頼を受け、会員に対しその旨周知を行った。また、２年

12 月、内閣官房から、金融庁を通じ、マイナンバーカードの積極的な取得と利活用の促進の

呼びかけの協力依頼があり、会員に対し周知を行った。さらに、３年２月、金融庁から、マ

イナンバーカードの申請がオンラインで簡単にできる QR コード付き交付申請書が地方公共

団体情報システム機構から送付されること、及び交付申請書を活用したマイナンバーカード

の申請について、会員の従業員等に呼びかけの要請があったことから、その旨周知を行った。

３年５月、金融庁から、マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進

について、会員に対し要請するよう依頼があったことから、会員に対しその旨周知を行った。 

(3) ２年７月、金融庁から、３年度中に公共インフラとしての電話リレーサービス（聴覚障害

者等と他者との間における電話による意思疎通を手話・文字チャットにより仲介するサービ

ス）の提供が開始される予定であることから、電話リレーサービスに対する理解の促進や電

話リレーサービスを介した本人の意思確認の手続の普及・促進について周知依頼があったこ

とを受け、会員に対しその旨周知を行った。３年６月、金融庁から、本年７月１日から、総

務省が指定した電話リレーサービス提供機関（（一財）日本財団電話リレーサービス）による

電話リレーサービスの提供が開始されることについて周知依頼があったこと、また、公共イ

ンフラとしての電話リレーサービスに係る業界団体向け説明会があったことを受け、会員に

対し、電話リレーサービスの開始に関する周知とともに説明会での資料について情報提供を

行った。 

(4) ３年２月、内閣府から、金融庁を通じ、障害者差別解消法に係る金融機関等に寄せられ

た相談を契機に合理的配慮の提供や環境の整備について検討した事例として広く情報共有

することが望ましい事例等に関する調査依頼があったことを受け、会員に対し、調査を依

頼した。同月、会員から回答があった合理的配慮の提供事例についてとりまとめて金融庁

に提出した。 

 

14．緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえた対応について 
(1) ２年４月の緊急事態宣言及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえ、

２年７月以降、12月までの間、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長（以下「感
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染症対策推進室」という。）から、金融庁を通じ、①外出の自粛等、催物の開催制限、施設

の利用制限等、②お盆休みにおける帰省等のあり方について、③年末年始は飲酒や会食の機

会が増えることから、感染リスクが高まる５つの場面に留意すること、④テレワークの推進や

感染リスクが高まる「５つの場面」の周知等について進めていくこと、⑤忘年会・新年会・成人

式等及び帰省における留意事項について、会員に対し周知するよう要請があったことを受け、

会員に対しその旨周知を行った。 

(2) ３年１月７日、第２回目の緊急事態宣言が出されたことを踏まえた麻生金融担当大臣談話

（「新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を踏まえた金融システム・金融資本市

場の機能維持について」）及びその別紙（「緊急事態宣言の対象地域における金融機関の対顧

客業務の継続に係る基本的な考え方として、預金取扱金融機関以外の金融機関においては、

①リモート機能(インターネット、コールセンター、ATM 等)を最大限活用しつつ、必要な金

融業務を継続する、②窓口業務などの対面の業務を継続するに際しては、予約制の導入など

十分な感染対策に努めつつ、顧客の要望を踏まえた対応を実施すること等）が公表され、周

知依頼があったことから、会員に対しその旨周知を行った。同日、金融庁から、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大の影響により、法令等に基づく報告や届出等について困ったこと

があれば、柔軟な対応を検討するので、金融庁又は所管の財務（支）局まで相談するよう周

知依頼があったことから、会員に対しその旨周知を行った。 

さらに、３年１月から４月までの間、感染症対策推進室から、金融庁を通じ、「出勤者数

７割削減を含め接触機会の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤が必要となる職場

でもローテーション勤務等を強力に推進すること、②催物の開催制限・施設の使用制限等に

係る留意事項等について、③新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等を防止す

るため、迅速かつ的確に対策、措置等を講じること、④飲食の場面及び職場におけるコロナ

感染症対策のポイント等について周知依頼があったことを受け、会員に対しその旨周知を行

った。 

(3) ３年４月 23 日、第３回目の緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、麻生金融担当大臣

談話（「新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を踏まえた金融システム・ 金融資

本市場の機能維持について」）及びその別紙（「緊急事態宣言の対象地域における金融機関の

対顧客業務の継続に係る基本的な考え方及び業種ごとの考え方等（内容は 1月に公表された

ものと同じ）が公表され、周知依頼があったことから、会員に対しその旨周知を行った。ま

た、同日、金融庁から、基本的対処方針において、①職場への出勤について、人の流れを抑

制する観点から、在宅勤務（テレワーク）活用や大型連休中の休暇取得の促進等により、出

勤者数の７割削減を目指すこと等、②金融機関は基本的対処方針において必要業務の継続を

最優先とする業種に指定されており、可能な範囲でテレワークや時差出勤等に努めること等

について周知依頼があったことを受け、会員に対しその旨周知を行った。 

また、３年４月から５月までの間、感染症対策推進室から、金融庁を通じ、①感染状況に

応じたイベント開催制限等（例えば、緊急事態宣言対象地域では無観客開催）、イベント開

催時の必要な感染防止策、②テレワークの活用や休暇取得の促進等による「出勤者数の７割

削減を目指す」こと、③各企業（特に上場企業等の大企業）・団体等は、テレワーク等の実
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施状況を自社のホームページ等で積極的に公表すること、④緊急事態宣言等の 6 月 20 日ま

での延長に伴い、催し物の開催制限、施設の利用制限、6 月以降の緊急事態宣言期間におけ

る取組等について周知依頼があったことを受け、会員に対しその旨周知を行った。３年６月、

金融庁から、新型コロナワクチン予防接種に係る職域接種について、アンケート調査依頼が

あり、会員にアンケート調査を行い、会員からの質問等を金融庁に提出した。 

      

15．諸外国の金融規制上の問題に関する要望事項について 

２年８月、金融庁から、同庁の経済連携協定交渉等の国際業務における今後の方針の検討のた

め、資金決済業者を含む金融業界に対し、各国において本邦金融機関等が直面している金融規制

上の問題に関する意見・要望について、協会を通じて会員に対し調査依頼があったことを受け、

同月、会員に対し、金融庁が作成した「諸外国の規制に係る要望事項（新規/既存要望）に関す

る調査表」を送付し、要望等がある場合には調査表の提出を依頼した。 

 

16．関係官庁からの要請や提供された情報の会員への周知 

金融庁や財務省等から周知依頼の要請があった「外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結

等の措置について」、「テロリスト等と関連すると疑われる取引の届出等について」、「タリバーン

関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について」、「ＦＡＴＦ声明を踏まえた犯罪による

収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について」、「消費税の適格請求書等保存方式の導

入に関する周知」、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準の改正について」

等について、会員に対し周知を行った。 

 

Ⅳ 会員の法令及び自主規制規則等の遵守状況に係る調査 

２年度の会員の法令等遵守状況に係る調査については、２年７月、前払式支払手段発行者 11社

程度及び資金移動業者４程度、合計 15社程度を計画し、新型コロナウイルス感染症の感染動向や

感染症対策の基本的対処方針等も踏まえ、会員及び協会職員の健康及び安全確保に配意し、事前

に会員と協議しつつ、可能な範囲で会員調査を実施することとしたところである。２年度におい

ては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が継続していることから、会員調査を予定している

会員との間で、日程、調査方法、提出資料等について、協議・調整を行い、会員の理解・協力を得

た上で、事前に登録申請書、利用規約、社内規程等の書類の提供を受け、３年 1月以降、会員４社

に対しオンラインを活用した会員調査を実施した。 

 

Ⅴ 資金決済業に関連する相談、苦情及び紛争への対応 

１．資金移動業に関連する苦情及び紛争解決措置に係る対応 

会員の金融ＡＤＲ措置のうち、資金移動業関連苦情については、協会における苦情解決処理、

資金移動業関連紛争について、平成 22 年９月 15 日付で協会と東京三弁護士会との間で締結し

た「会員の紛争解決措置として東京三弁護士会のあっせん・仲裁センターを利用する旨の協定」

により同センターを利用し公正かつ迅速に解決することとしている。 

なお、２年度は紛争解決措置としての「あっせん・仲裁センター」に対する申立てが７件あっ
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た（紛争は７件とも協会を経由せず直接弁護士会に申立てが行われている）。 

 

２．お客様相談室 

平成 22 年９月 30 日に「お客様相談室」を設置した。お客様相談室専用電話回線を設け協会

ホームページに利用案内を掲載するとともに、金融ＡＤＲ措置について、協会における苦情解決

処理及び東京三弁護士会の紛争解決処理を利用する会員（資金移動業者）について、協定を締結

するとともに利用者への周知に資するため、協会ホームページの利用案内に同会員の「お客様相

談窓口（事業者名、電話番号、メール等）」を掲載している。（２年度の新規掲載先数３社 掲載

先数合計 58 社 協定締結先数 70社）。 

なお、２年度のお客様相談室扱いは 244件、うち苦情は 116件となっている。 

 

３．資金決済業に関連する照会・相談、苦情等への対応及びその集約整理、会員への還元  

２年度の相談・苦情・紛争の受付状況は以下のとおりであり、相談、苦情等に対し適切に対応

した。また、平成 24年６月に構築した相談・苦情分析システムにより、相談・苦情の内容等に

ついて分析・とりまとめを行い、元年度の分析結果は、２年８月に会員に対しフィードバックし

た。 

 

区分   

受付件数 うちお客様相談室扱い 

 前払式 

支払手段 
資金移動 その他 

前払式 

支払手段 
資金移動 その他 

相談 2,464 1,906 398 160 84 23 21 

苦情 149 53 96    -       35  81        - 

紛争    7         -        7    -    -      -       - 

計 2,620 1,959 501 160   119 104 21 

 

４．金融トラブル連絡調整協議会への対応 

３年１月に第 59回金融トラブル連絡調整協議会が開催され、各指定紛争解決機関の業務実施

状況、相談・苦情等への的確な対応・手続における取組、金融サービス利用者相談室における相

談等の受付状況等について報告が行われ、その後意見交換が行われた。３年６月に第 60回金融

トラブル連絡調整協議会が開催され、各指定紛争解決機関の業務実施状況、迅速・円滑な紛争解

決手続の提供に向けた取組・工夫、金融サービス利用者相談室における相談等の受付状況等につ

いて報告が行われ、その後意見交換が行われた。協会もメンバーとして出席している。 

(注)金融トラブル連絡調整協議会(事務局：金融庁)は、金融審議会答申等を踏まえ、業態の枠を超えた情

報・意見交換等を行い、金融分野における裁判外紛争解決制度の改善につなげることを目的として設置

され、平成 12 年９月から消費者行政機関、消費者団体、各種自主規制機関・業界団体、弁護士会等の

参加により開催されている。 
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Ⅵ 前払式支払手段に係る情報提供事項の周知 

(1) 資金決済法第 13 条第２項の規定に基づき、協会は、会員が発行する前払式支払手段の苦情

相談窓口等の情報提供事項について会員の委託を受け協会のホームページにおいて代替周知

している。２年度も、会員からの委託に基づき、発行者に代わり協会のホームページで利用者

への周知を行った。 

周知受託会員 97社 298前払式支払手段（３年６月 30日現在） 

(2) 前払式支払手段発行者は、改正資金決済法第 13 条第３項及び前払式支払手段に関する内閣

府令第 23 条の２第１項において、前払式支払手段に係る利用者資金の保全に関する事項及び

無権限取引が行われたことにより発生した損失補償方針について、利用者へ情報提供すること

が義務づけられるとともに、23条の２第３項の規定により、会員の委託を受けて、当該情報提

供事項について、協会のホームページで代替周知を行うことができることとなった。協会にお

いて、協会ホームページに「その他利用者保護を図るための措置」を掲載する新たなページを

設け、会員からの委託を受けて、上記情報提供事項について、協会のホームページで利用者へ

の周知を行った。 

利用者保護措置に係る周知受託会員  92 社（３年６月 30日現在） 

 

Ⅶ 資金決済業に関する調査・研究 

１．第 22回前払式支払手段発行事業実態調査 

第三者型発行者及び自家型発行者 1,958 者を対象に前払式支払手段の発行状況等の実態につ

いて調査を実施（回答率は 45.7％）し、「第 22回発行事業実態調査統計（令和元年度版）」とし

てとりまとめて冊子とし、２年 12月に会員及び回答者に送付するとともに、協会ホームページ

に掲載・公表した。なお、第 22 回発行事業実態調査統計においては、新たな調査項目として、

基準日報告の電子申請等による提出状況、不正利用された場合の補償に関する利用規約等への

記載状況、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う発行事業への影響等について追加し、デジタ

ル化への対応や改正資金決済法で新たに対応が求められる補償方針に係る情報提供の現状、コ

ロナ禍での発行事業への影響等の調査結果についても記載している。 

 

Ⅷ 資金決済業に関する広報・啓発活動 

１．金融庁・財務局と連携した資金決済法等に関する説明会について 

資金決済法等に関する普及啓発、広報活動の一環として、金融庁と連携し、平成 24年から財

務局との共催で、前払式支払手段発行者向けに「資金決済法等に関する説明会」を開催するとと

もに、併せて協会の事業活動について説明し、引き続き協会活動への理解と協会の認知度向上に

努めている。元年度から４巡目となる「資金決済法等に関する説明会」を開催しているが、２年

２月以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、２年３月以降に予定していた北陸、北

海道、東北財務局との共催説明会の開催については、財務局と協議のうえ、当面の間、延期する

こととした。２年度においても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が継続していることか

ら、各財務局と間でオンライン開催等も視野に協議しているが、小規模な発行者が多く開催する

には発行者のオンライン環境の整備が必要等として、財務局との共催説明会の開催に至ってい
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ない。 

 

２．消費者団体等の研修会等への講師派遣 

(1) 杉並区消費生活サポーター研修会 

３年５月、杉並区立消費者センターが主催する研修会に協会職員を講師として派遣し、

オンラインにより説明を行った。「資金決済に関する法律～前払式支払手段（プリペイド

カード）を中心に」をテーマとして、改正法令等を踏まえた法令・制度の概要、実際の相

談事例、プリペイドカード詐欺及び不正取引（決済アカウントの乗っ取り型・銀行口座な

りすまし型）などについて説明し、その後、質疑応答を行った（出席者 10名）。 

 

３．協会ホームページの見直し及び情報発信の強化 

３年５月１日、協会ホームページについて、改正資金決済法施行までに最低限見直しが必要な

事項である「資金決済法とは（前払式支払手段・資金移動業）」「資金決済法の概要」について改

正内容を踏まえた見直しを行った。また、内閣府令別紙様式及び協会届出様式について改正後の

様式へ差し替えるとともに、消費者向けホームページに掲載している「商品券・プリカ・ネット

上で使えるプリカクイズ」及び「資金移動サービスクイズ」は外部からのアクセスがほとんどな

く一般消費者に利用されていないことを踏まえ、消費者向けホームページから削除した。 

 

４．前払式支払手段に係る払戻し等に関する情報の広報 

前払式支払手段の払戻し及び還付に関する情報を利用者へ周知するため、協会ホームページ

に会員発行者の払戻しに関する情報のほか、会員以外の払戻し及び還付に関する情報について

掲載した。（２年度の掲載件数、会員 16件 会員以外の発行者 228 件 計 244 件） 

 

５．協会ホームページの会員紹介コーナーへの追加掲載について 

会員からの要望を受けて、協会ホームページの消費者向けコーナーに「会員の発行する前式支

払手段」及び「会員が行う資金移動サービス」を掲載し、事業者向けコーナーに「前払式支払手

段の製造等に関わる協会会員一覧」、「発行保証金の保全契約、信託契約について相談できる協会

会員一覧」及び「履行保証金の保全契約、信託契約について相談できる協会会員一覧」を掲載し、

会員に関する情報を提供しているところである。２年９月、新たに会員に対し会員紹介コーナー

への追加掲載等の要望について募集を行い、２年 10月以降要望があった事項に係る会員に関す

る情報について同コーナーに掲載した。（２年度の新規・変更・削除は 23社 35件、掲載会員数

合計 108社） 

 

６．「協会ニュース」の発行 

第 33 回（通巻 76号・２年７月） 

金融庁との意見交換会を開催 

理事会を開催（第 146回、第 147回） 

総務委員会（第 41回、第 42回）、政策委員会（第 33回、第 34回）を開催 
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資金決済法等に関する説明会を開催（沖縄） 

資金決済法関係法令集（電子版）を改訂 

資金移動業者が行う送金サービスに関する調査【2020 年】結果報告書を公表ほか 

第 34 回（通巻 77号・２年 10月） 

第 26 回定時社員総会を開催 

令和２年事業年度スタートにあたって（協会会長、金融庁総合政策局資金決済モニタリング

室長挨拶） 

理事会を開催（第 148回、第 149回） 

総務委員会（第 43回）を開催 

資金決済法に関するフォローアップ委員会（第 22回）を開催 

セミナー（第 59回）を開催ほか 

 

７．「決済協速報」の配信 

資金決済法の法令、関係法令及び事務ガイドライン等の改正（パブコメ対応を含む。）、金融庁

及び関係省庁からの重要な情報の周知徹底、基準日報告等行政上の定期報告に関する期限及び

留意事項に関する情報及び協会事業のお知らせなどを中心に随時配信し、２年度は、149回、会

員にメール配信した。 

  

Ⅸ セミナー・研修等の実施 

１．セミナー等の実施 

(1)第 59回セミナー（オンラインと集合形式を併用）（２年８月 26日） 

改正資金決済法の概要 

～WG 報告書から読み解く実務対応の方向性～ 

講師 弁護士法人片岡総合法律事務所 

弁護士 伊藤 亜紀氏 

出席者 195名 

(2)第 60回セミナー（オンラインでの開催）（３年４月 23日） 

資金決済法の一部改正の概要（法政府令関係） 

資金決済法改正に伴う事務ガイドライン改正の概要 

講師 金融庁企画市場局総務課決済・金融サービス仲介法制室 

課長補佐・専門官  市古 裕太氏 

金融庁総合政策局リスク分析総括課資金決済モニタリング室 

課長補佐 村岡 篤志氏 

出席者 231名 

 

２．前払式支払手段発行者の実務担当者向け研修会の開催 

オンラインと集合形式を併用し、会員である前払式支払手段発行者の実務担当者を対象に研

修会を開催し、以下のとおり、資金決済法、前払式支払手段の概要、改正法の概要、登録・届出
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の諸手続等について詳しく説明し、質疑応答・意見交換等を行った。 

(1) 第 25 回「前払式支払手段実務担当者向け研修会」（２年 10月 7日） 

テーマ：資金決済に関する法律、前払式支払手段の概要（定義、適用除外等の基本事項等）、

改正法の概要、前払式支払手段の実務等（登録、届出の諸手続き、情報提供、発行保

証金の供託、保有者に対する前払式支払手段の払戻し、帳簿の作成と保存、報告、事

務ガイドラインの留意点等） 
出席者 105名 

(2) 第 26回「前払式支払手段実務担当者向け研修会」（３年６月 30日）（オンラインのみ） 

テーマ：資金決済に関する法律、前払式支払手段の概要（定義、適用除外等の基本事項等）、

資金決済法の法令・事務ガイドラインの主な改正事項、前払式支払手段の実務等（登

録、届出の諸手続き、情報提供、その他利用者保護措置としての提供、発行保証金の

供託、保有者に対する前払式支払手段の払戻し、帳簿の作成と保存、報告、事務ガイ

ドラインの留意点等） 
出席者 164名 

その他、会員（２社）から研修講師の依頼があったことから、前払式支払手段の概要・実務、

改正法の概要等について詳しく説明し、質疑応答を行った。 

 

３．資金移動業者の実務担当者向け研修会の開催 

オンラインと集合形式を併用し、会員である資金移動業者の実務担当者を対象に研修会を開

催し、以下のとおり、改正法の概要、法令・ガイドラインが資金移動業者に求める管理態勢、登

録申請等の手続等について詳しく説明し、質疑応答・意見交換等を行った。 

(1) 第６回「資金移動業者実務担当者向け研修会」（２年 10月 14日） 

テーマ：改正法の概要、資金決済法の法令・ガイドラインが求める資金移動業者に求める

管理態勢、登録申請等の諸手続、履行保証金の供託等・取り戻し、利用者保護措

置、還付手続、金融 ADR、帳簿の作成と保存、報告、犯罪収益移転防止法における

取引時確認義務 
出席者 84名 

 

Ⅹ 組織運営の円滑化等 

１．理事会の開催 

(1) 第 148 回（２年８月４日） 

① 新規入会会員の承認の件 

② 総務委員会の委員選任の件 

③ 協会規程の一部改正の件 

④ 令和元年度事業報告等の承認の件 

⑤ 令和元年度計算書類等の承認の件 

⑥ 第２６回定時社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定の件 

⑦ 相談・苦情等の受付状況について 
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⑧ 会員の異動状況について 

(2) 第 149回（２年９月３日） 

① 会長の選定の件 

② 副会長の選定及び副会長の会長職務の代行者の順序を定める件 

③ 専務理事及び業務執行理事の選定の件 

④ 新規入会会員の承認の件 

⑤ 総務委員会の委員選任の件 

⑥ 会員の異動状況について 

(3) 第 150回（３年１月６日） 

① 新規入会会員の承認の件 

② 協会規程の制定及び一部改正の件 

③ 会長及び業務執行理事の職務執行状況報告について 

④「銀行口座との連携における不正防止に関するガイドライン」の策定について  

⑤ 相談・苦情等の受付状況について 

⑥ 会員の異動状況について 

(4) 第 151回（３年３月 29日） 

① 新規入会会員の承認の件 

② 協会規程の一部改正の件 

③ 政策委員会の委員選任の件 
④ 改正資金決済法施行後の「入会金及び会費に関する規則（会費基準）」について 

⑤ 会員の異動状況について 

(5) 第 152回（３年４月 20日） 

① 自主規制規則及び協会ガイドラインの一部改正の件 

② 社内規程モデル（資金移動業編）及び社内規程モデル（前払式支払手段編）の一部改正等

について 

(6) 第 153回（３年６月 23日） 

① 新規入会会員の承認の件 

② 令和３年度事業計画書(案)及び令和３年度収支予算書（案）の承認の件 

③ 総務委員会、政策委員会及び自主規制委員会の委員選任の件 

④ 審査委員会の委員選任の件 

⑤ 顧問の選任の件 

⑥ 社員総会における電磁的方法による議決権行使システムの導入の件 

⑦ 協会規程の一部改正の件 

⑧ 会長及び業務執行理事の職務執行状況報告について 

⑨ 会員の異動状況について 

 

２．社員総会の開催 

(1) 第 26 回定時社員総会（２年９月８日） 
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① 令和元年度事業報告の報告の件 

② 令和元年度計算書類の承認の件 

③ 令和２年度事業計画書及び令和２年度収支予算書の報告の件 

④ 理事 18名選任の件 

⑤ 監事２名選任の件 

 

３．総務委員会の開催 

(1) 第 43回（２年７月 22日） 

① 委員長及び副委員長の選定について 

② 令和元年度事業報告（案）及び計算書類（案）について 

③ 令和元年度の相談・苦情等の受付状況について 

④ 会員の異動状況について 

(2) 第 44 回（２年 12月９日） 

① 令和２年度（12月４日迄）事業進捗状況について 

② 令和２年度（11月 30日迄）の相談・苦情等の受付状況について 

③ 会員の異動状況について 

(3) 第 45 回（３年３月 10日） 

① 令和２年度（３月３日迄）事業進捗状況について 

② 令和３年度事業計画書(たたき台) 

③ 改正資金決済法施行後の「入会金及び会費に関する規則（会費基準）」について 

④ 令和２年度（２月 28日迄）の相談・苦情等の受付状況について 

⑤ 会員の異動状況について 

(4) 第 46 回（３年６月９日） 

① 令和２年度（５月 31日迄）事業進捗状況について 

② 令和３年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）について 

③ 令和２年度（５月 31日迄）の相談・苦情等の受付状況について 

④ 会員の異動状況について 

 

４．政策委員会の開催 

(1) 第 35回（３年 1月 22日） 

① 委員長及び副委員長の選定について 

② 令和２年資金決済法改正に係る政府令及び事務ガイドライン等の一部改正（案）に対する

パブリックコメントへの対応について 

③ 事務ガイドラインの一部改正（案）（口座振替サービス等の他の事業者の提供するサービ

スとの連携等）に対するパブリックコメントへの対応について 

(2) 第 36 回（３年 6月 17日） 

① 令和 3年度広報・啓発活動、セミナー・研修等の年間計画について 

②「個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインの一部を改正する告示等」に関す
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る意見提出について 

 

５．自主規制委員会の開催 

(1) 第 17回自主規制員会（３年４月１日） 

① 委員長及び副委員長の選定について 

② 資金移動業の自主規制規則・協会ガイドライン及び社内規程モデルの一部改正について 

③ 前払式支払手段の自主規制規則・協会ガイドライン及び社内規程モデルの一部改正につ

いて 

 

６．資金決済法に関するフォローアップ委員会の開催 

(1) 第 22 回（２年９月 18日）  

9 月 18 日に第 22 回資金決済法に関するフォローアップ委員会を開催し、法律顧問と連携

し、協会事務局において前払式支払手段に関する内閣府令案の利用者資金の保全に関する事

項及び無権限取引が行われた場合の対応方針に係る情報提供義務等に関する論点ペーパー

を作成し、意見交換を行った。メンバーから、意見があった利用者資金の保全に関する事項

及び無権限取引が行われた場合の対応方針に関する情報提供の方法について、法律顧問と連

携し、協会事務局において意見・要望を作成し、委員の了承を得たうえで、金融庁に提出し、

意見交換を行った。 

(2) 第 23回（２年 11月 12日） 

11 月 12日に第 23回資金決済法に関するフォローアップ委員会を開催し、協会事務局にお

いて、資金移動業に関する内閣府令案等について、法律顧問と連携し、協会事務局から内閣

府令案の概要について説明を行った。委員からコメントがあった論点について、法律顧問と

連携し、協会事務局で意見・要望を作成し、委員の了承を得たうえで、金融庁に提出し、意

見交換を行った。 

 

Ⅺ 改正資金決済法施行後の資金移動業者に係る会費基準の取扱いについて 

改正資金決済法の施行に伴い、現行の資金移動業者のほか、第一種資金移動業又は第三種資金

移動業の参入が見込まれ、第一種若しくは第三種を営む資金移動業者又はこれら複数の種別を併

営する資金移動業者が会員になることも想定されることを踏まえ、３年３月 10日に理事会の諮問

機関である総務委員会を開催し、改正資金決済法施行後の資金移動業者に対する「入会金及び会

費に関する規則」（以下「会費基準」という。）の取扱いについて審議を行った。その結果、第一種

若しくは第三種の資金移動業を営む会員又は複数の種別の資金移動業を併営する会員の会費基準

について、以下のとおり、取り扱うことが決定された（同年 3月 29日に開催された理事会に報告）

ことから、４月 30日にその旨会員に周知を行った。 

＜改正資金決済法施行後の資金移動業者に係る会費基準の取扱いについて＞ 

改正資金決済法の施行（令和３年５月１日）に伴い、新設される第一種資金移動業及び第三種資

金移動業を営む者の協会への入会状況、複数の種別の資金移動業の併営の状況及びこれらの事業

の業況等が現時点では見通せない状況にあること等に鑑み、資金移動業者である会員に係る現行



   

- 34 - 
 

の会費基準について見直しは行わないこととする。 

資金移動業者に対する会費基準の適用にあたっては、改正資金決済法施行後に第一種資金移動

業又は第三種資金移動業を営む会員の会費の額は、現行の資金移動業者（施行後は第二種資金移

動業を営む者）の会費の額と同様に、現行会費基準に記載する「前年度取扱件数」に応じた会費額

とする。 

また、複数の種別の資金移動業を併営する会員であっても、資金移動業者としては一体である

ことからそれぞれの種別の資金移動業の前年度取扱件数を合計した件数に応じた会費の額とする

こととする。 

 

Ⅻ 協会の組織体制の強化等 

１．協会業務のデジタル化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応 

協会業務のデジタル化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、集合形式

で理事会等の諸会議の開催、会員との面談、セミナー、研修会等の開催が困難となっていること

を踏まえ、２年５月に導入したオンライン会議システムにより、理事会及び委員会等の諸会議、

セミナー・研修会、会員との面談等に活用した。また、職員の健康と安全管理のため、リモート

デスクトップ方式のテレワーク用サーバを導入し、在宅勤務用のパソコンを購入するとともに、

在宅勤務の運用指針を作成し、11 月から在宅勤務を試行的に行った。また、在宅勤務に関する

規則の制定に伴い、３年１月６日以降、協会事務所への出社と在宅勤務を併用して協会の事業活

動を行っている。 

 

【会員の状況】 

  ２年７月 1日～３年６月 30日まで    新規入会会員 19社     退会会員 17社 

                                  ３年６月 30日現在   

第一種会員   第二種会員   第三種会員    合計 

   259     73       －    332 

 

XIII 会員及び役員の状況 

１．会員の状況 

令和３年６月 30日現在の会員の状況は、第一種会員が 259社、第二種会員が 73社、合計 332

社である。 

 

２．会員の異動 

(1) 入会 

当期中に以下のとおり 19社の入会があった。 

 

（内訳） 

第一種会員    ３社 

 会社名 入会日 

 １  株式会社Ｈａｎｄｉｉ  令和 ２年 ９月 ８日 
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 ２ 株式会社良品計画 令和 ２年 ９月 ８日 

 ３ 日本暗号資産市場株式会社  令和 ３年 ６月２３日 

 

第二種会員   16社 

 会社名・団体名 入会日 

 １ Ｚｏｒｒｏ Ｃａｓｈ株式会社  令和 ２年 ８月 ４日 

 ２ 株式会社万代 令和 ２年 ９月 ８日 

 ３ 株式会社ギフティ 令和 ２年 ９月 ８日 

 ４ 有限責任あずさ監査法人 令和 ２年 ９月 ８日 

 ５ フェリカポケットマーケティング株式会社 令和 ３年 １月 ６日 

 ６ 株式会社ＥＶＥＲＩＮＧ 令和 ３年 １月 ６日 

 ７ 全国石油業共済協同組合連合会 令和 ３年 １月 ６日 

 ８ 株式会社ＢＡＮＤＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳ 令和 ３年 １月 ６日 

 ９ 株式会社パックスクリエイション 令和 ３年 ３月２９日 

１０ 株式会社ゲオ 令和 ３年 ３月２９日 

１１ 株式会社ＩＤＡ Ｊａｐａｎ 令和 ３年 ３月２９日 

１２ ビットキャッシュコーポレーション株式会社 令和 ３年 ３月２９日 

１３ 株式会社ｓｉｍｐｌｅＪＰ 令和 ３年 ３月２９日 

１４ 全日本食品株式会社 令和 ３年 ６月２３日 

１５ 株式会社インフキュリオン 令和 ３年 ６月２３日 

１６ 株式会社ＡＲＩＧＡＴＯＢＡＮＫ 令和 ３年 ６月２３日 

 

(2) 退会 

当期中に以下のとおり 17社の退会があった。 

 

(内訳) 

第一種会員    10社 

  会社名 退会日 

 １ 株式会社ロワール 令和 ２年 ７月３０日 

 ２ シャディ株式会社 令和 ２年 ７月３１日 

 ３ 株式会社オアシスＭＳＣ 令和 ２年 ８月３１日 

 ４ 株式会社岩田屋三越 令和 ３年 ２月２８日 

 ５ 株式会社ゲオペイメントサービス 令和 ３年 ３月３１日 

 ６ ＪＲＡシステムサービス株式会社 令和 ３年 ６月１８日 

 ７ 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 令和 ３年 ６月３０日 

 ８ 株式会社ヒューマントラスト 令和 ３年 ６月３０日 

 ９ 株式会社広島銀行 令和 ３年 ６月３０日 

１０ 株式会社ローソン 令和 ３年 ６月３０日 
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第二種会員    ７社 

 会社名 退会日 

 １ ニュース証券株式会社 令和 ２年 ７月３１日 

 ２ ヴァルテックス株式会社 令和 ２年 ８月３１日 

 ３ 株式会社十八親和銀行 令和 ３年 ３月１１日 

 ４ 株式会社日本セレモニー 令和 ３年 ３月３１日 

 ５ 株式会社ワイレックス・ジャパン 令和 ３年 ３月３１日 

 ６ ビーシー株式会社 令和 ３年 ６月３０日 

 ７ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 令和 ３年 ６月３０日 

 

(3) 会員種別変更 

① 当期中に以下のとおり第二種会員から第一種会員に変更した会員が 18社あった。 

 

        会社名 変更日 

 １ 株式会社横浜銀行 令和 ２年 ６月２４日 

 ２ 株式会社みずほ銀行 令和 ２年 ７月１７日 

３  ＳＧＣ設立準備株式会社 令和 ２年 ８月１３日 

 ４ 株式会社スマートバンク 令和 ２年１０月２３日 

 ５ 株式会社万代 令和 ２年１１月 ９日 

 ６ 綿半パートナーズ株式会社 令和 ２年１１月２４日 

 ７ 沖縄ＩＣカード株式会社 令和 ２年１１月３０日 

 ８  株式会社セブン・グローバルレミット 令和 ２年１２月 ４日 

 ９ ポケットカード株式会社 令和 ３年 １月１４日 

１０ 株式会社日本地域総合診療サポート 令和 ３年 ３月 １日 

１１ 株式会社Ｋｏｒｔ Ｖａｌｕｔａ 令和 ３年 ３月 ４日 

１２ 全国石油業共済協同組合連合会 令和 ３年 ３月１８日 

１３ ビットキャッシュ株式会社 令和 ３年 ３月２４日 

１４ 株式会社ゲオ 令和 ３年 ３月２６日 

１５ 株式会社ＥＶＥＲＩＮＧ 令和 ３年 ４月２８日 

１６ 株式会社パックスクリエイション 令和 ３年 ５月１９日 

１７ 株式会社ＢＡＮＤＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳ 令和 ３年 ５月２６日 

１８ 株式会社インフキュリオン 令和 ３年 ６月２５日 

 
② 当期中に以下のとおり第一種会員から第二種会員に変更した会員が２社あった。 

 

         会社名    変更日 

 １ ビーシー株式会社 令和 ３年 ４月 １日 

 ２ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 令和 ３年 ６月 ３日 
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(4) 商号変更 

当期中に以下のとおり商号等を変更した会員が 13社あった。 

 

   新商号（新名称）   旧商号（旧名称） 変更日 

  １ 

  

ＳＭＢＣファイナンスサー

ビス株式会社 

株式会社セディナ 令和 ２年 ７月 １日 

３ ２ 株式会社十八親和銀行 株式会社十八銀行 令和 ２年１０月 １日 

 ３ 富士通Ｊａｐａｎ株式会社 富士通エフ・アイ・ピー株式

会社 

令和 ２年１０月 １日 

 ４ ＮＩＵＭ Ｊａｐａｎ株式

会社 

ＩｎｓｔａＲｅＭ Ｊａｐａ

ｎ株式会社 

令和 ２年１０月１９日 

 ５ 株式会社リクルートＭＵＦ

Ｇビジネス 

ＳＧＣ設立準備株式会社 令和 ２年１２月 １日 

 ６ 株式会社エコレミットジャ

パン 

株式会社アンナフィユ 令和 ３年 １月１９日 

 ７ ワイズ・ペイメンツ・ジャパ

ン株式会社 

トランスファーワイズ・ジャ

パン株式会社 

令和 ３年 ２月２２日 

 ８ ビーシー株式会社 ビットキャッシュ株式会社 令和 ３年 ４月 １日 

 ９ ビットキャッシュ株式会社 ビットキャッシュコーポレー

ション株式会社 

令和 ３年 ４月 １日 

１０ 富士フイルムビジネスイノベ

ーション株式会社 

富士ゼロックス株式会社 令和 ３年 ４月 １日 

１１ 楽天グループ株式会社 楽天株式会社 令和 ３年 ４月 １日 

１２ ＪＰＹＣ株式会社 日本暗号資産市場株式会社 令和 ３年 ５月３１日 

１３ 全国共通商品券推進協議会 全国共通商品券連絡協議会 令和 ３年 ６月３０日 

 

(5) 会員名簿 

令和３年６月３０日現在の会員名簿は別添１のとおりである。 

 

３．役員の状況 

令和３年６月３０日現在の役員の状況は、理事１５名、監事２名であり、役員名簿は別添２の

とおりである。 

 

４．役員の異動 

当期中に以下のとおり役員の異動があった。 

(1) 辞任 

令和３年１月 31日付 
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理事 池田 憲彦（ＬＩＮＥ Ｐａｙ株式会社 事業開発室 室長） 
令和３年３月 31日付 

理事 田口 裕丈（株式会社三菱ＵＦＪ銀行 執行役員マーケティング・事業開発部長） 

令和３年５月 26日付 

理事 湯木 克哉（株式会社セブンカード・カードサービス 取締役執行役員電子マネー

事業本部長） 


