
受験生・保護者の皆様へ 

 

入学料・授業料などの振込みにあたって 

 
入学料・授業料などを金融機関で振り込む際には，本人確認書類をご用意ください！ 

 
（運転免許証，健康保険証，パスポートなど） 

 
 
 

 
●平成 19 年 1 月 4 日から，本人確認手続きに関する法令の改正*により，金融機関に

おいて 10 万円を超える現金**の振込みを行う場合には，本人確認書類の提示が必

要となります 
●10 万円を超える入学料・授業料などの現金振込みの際には，指定の振込み用紙と

ともに，振込みの手続を行う方の本人確認書類（運転免許証，健康保険証，パスポ

ートなど）をご用意のうえ，金融機関の窓口をご利用ください。 
 

*マネー・ローンダリング，テロ資金対策のための国際的な要請を受けて行われたものです。 

**現金ではなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合は，これまでと同様の手順・方法で振込むこと

ができます。（口座開設の際に本人確認の手続が済んでいない場合には，窓口で本人確認書類の提

示が必要となることがあります。） 

 
●本人確認書類の提示がない場合には，金融機関では，１０万円を超える現金による入

学料・授業料などの振込みができません。 
 
●保護者の方などが，振込名義人（受験生・入学者など）に代わって振込みの手続きを

行う場合には，金融機関において，振込みの目的（入学料・授業料などであること）

を尋ねられることがあります。 
 
●詳しくは，振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。 
 
＜関係する URL は次のとおりです。＞ 
本人確認にご協力ください！（金融庁）→ http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/01.pdf 

はやわかり本人確認法（金融庁）   → http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/05.pdf 

 
金融庁ホームページ     → http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/ 

文部科学省ホームページ   → http://www.mext.go.jp/ 

http://www.mext.go.jp/


  















金融機関等による顧客等の本…：金融庁

ホーム > 金融庁の政策 >

金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座
等の不正な利用の防止に関する法律
マネー・ローンダリング、テロ資金対策に資する金融機関等の顧客管理体制の整備の促進を
目的として、平成15年１月６日から、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法
律(本人確認法)」が施行されました。これにより、金融機関等に対し、①顧客との間で預貯
金契約の締結等の取引を行う際に当該顧客の本人特定事項（自然人は氏名、住居及び生年月
日、法人は名称及び本店又は主たる事務所の所在地）を確認し、その記録を作成・保存する
こと、②取引の記録を作成し保存すること、が義務付けられることとなりました。

また、平成16年12月には、預金口座等の不正利用を防止するための改正が行われ、題名が
「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」
に改められました（同月30日施行）。

今般の本人確認法施行令の改正について

今般、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のため、10万円を超える現金送金などを行
う際に送金人の本人確認等を義務付ける、本人確認法施行令、本人確認法施行規則の改正が
行われました（平成18年９月22日公布）。

本改正は平成19年１月４日から施行される予定であり、それ以降は、ＡＴＭでは10万円を
超える現金の振込みができなくなるなど、利用者の方々にはご不便をおかけする面がありま
す。

しかしながら、この改正は、マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のために、
国際的な要請を受けて行うものですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

なお、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ＡＴＭ・窓口のいずれにおい
ても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが基本的に可能です（口座開設時に
本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないこ
とがあります）。

本改正の概要・条文については、以下に掲載していますので、内容のご理解にお役立てくだ
さい。
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●     本人確認法施行令の改正について（PDF：91K）
●     本人確認にご協力ください！（同内容のポスターを金融機関等に配布）（PDF：

217K）
●     本人確認法施行令の一部を改正する政令、本人確認法施行規則の一部を改正する命

令の概要（PDF：88K）
●     本人確認法施行令の一部を改正する政令新旧対照表（PDF：85K）
●     本人確認法施行規則の一部を改正する命令新旧対照表（PDF：99K）

パンフレットなど

●     はやわかり本人確認法（PDF：1,455K）
●     アクセスＦＳＡ創刊号【トピックス】本人確認法の施行について

法律・政省令

法律等の条文につきましては「法令データ提供システム/総務省行政管理局 」をご利用く
ださい。

●     ○金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法
律（平成14年法律第32号）

❍     概要（PDF：150K）
❍     預金口座等の不正利用防止法の施行について
●     ○金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法

律施行令（平成14年政令第261号）

❍     概要（PDF：100K）
●     ○金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法

律施行規則（平成14年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業
省、国土交通省令第１号）

❍     概要（PDF：67K）

パブリックコメント

金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律（平成14年法律第32号）
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●     公表
●     結果

「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施
行令の一部を改正する政令案」、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の
不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対するパブリックコメ
ントの結果について

●     公表
●     結果

金融庁/Financial Services Agency, The Japanese Government
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金融機関における入学金等の納付手続き（本人確認の強化）について－文部科学省

Home > トピックス >金融機関における入学金等の納付手続き（本人確認の強化）について

金融機関における入学金等の納付手続き（本人確認の強化）について

　このたび，平成18年9月22日付けで金融庁所管の法令の改正が行われ，平成19年1月4
日から，金融機関における入学金などの納付手続きが大きく変わります。
　受験生や保護者の方々，関係学校，所轄庁においては，十分ご注意ください。よろしく
お願いします。

1．金融庁の法令改正について
2．改正に伴う学校への影響について
3．関係学校における事務処理上の留意事項について
4．通知・資料など

1．金融庁の法令改正について

　平成19年1月4日から，10万円を超える現金での振込みなどについて，金融機関に顧客
の本人確認を行う義務が課されます。

○本人確認とは…
　本人確認法（正式名称は「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な
利用の防止に関する法律」）の関係法令により，金融機関の利用者は，預貯金口座の開設や
200万円超の大口の現金の取引き等を行う場合に，運転免許証などの「本人確認書類」を金
融機関に提示しなければなりません。

○今回の改正の内容は…
　マネー・ローンダリングやテロ資金対策の国際的な要請から，金融機関での現金の送金等
について，送金人の本人確認が強化されます。具体的には，平成19年1月4日からは，10万
円を超える現金での振込み等を行う際にも，「本人確認書類」を金融機関に提示しなければ
ならなくなります。

2．改正に伴う学校への影響について

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/12/06120704.htm (1/4)2007/11/09 17:06:38
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　平成19年1月4日以降は，10万円を超える入学金などについて，金融機関の窓口に現金
を持ち込んで振込みを行おうとする場合，振込みの手続きを行う者の本人確認書類（運転
免許証，健康保険証など）を提示しなければならなくなります。

○ATMは現金の振込みができません
　ATMでは，10万円を超える現金の振込みができません。
　なお，現金ではなく，口座開設時に本人確認が済んでいる預貯金口座を通じて振込みを行
う場合には，ATMと窓口のいずれにおいても本人確認が不要です。

○誰の本人確認書類が必要か
　窓口で振込みの手続きを行う者の本人確認が行われます。振込名義人に代わって保護者が
行う場合にあっては、その保護者が本人確認書類を提示しなければなりません。
　なお，一般に，振込名義人と異なる者が振込みを行う場合には，金融機関の窓口で理由を
聞かれることがありますので，ご留意ください。

○必要な書類は…
　代表的な本人確認書類には，運転免許証，健康保険証，住民基本台帳カード（氏名，住
居，生年月日の記載があるもの），パスポートなどがあります。実際に必要な書類について
は，利用する金融機関へお問い合わせください。

　平成19年1月4日以降，入学金等の現金での振込みに際して本人確認が必要な対象とな
る学校は，次のとおりです。 
○国立学校

　国立大学法人の設置する国立大学（附属学校を含む。），独立行政法人国立高等専門
学校機構の設置する国立高等専門学校

○文部科学大臣の所轄の学校
　公立大学法人の設置する大学，私立大学，私立高等専門学校

○都道府県知事の所轄の学校
　私立の学校（小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校，幼稚園），
専修学校，各種学校

○都道府県・市町村の設置する学校は…
　本人確認法の関係法令では，国・地方公共団体への金品の納付は，金融機関に対する本人
確認義務の対象から除外されています。したがって，都道府県及び市町村の設置する学校に
係る入学金の現金振込みについては，本人確認が不要です。

○独立行政法人などは…
　国立大学法人・国立高等専門学校機構・公立大学法人は，国・地方公共団体に含まれませ
ん。したがって，これらの法人が設置する大学・高等専門学校に係る入学金を現金で振込む
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には，本人確認書類の提示が必要となります。
　公立大学法人の設立を検討している地方公共団体は，ご注意ください。

3．関係学校における事務処理上の留意事項について

　関係学校においては，入学志願者及び保護者等への本改正に関する周知に係る措置を適
切に講じるよう努めてください。また，学生生徒納付金の取扱事務に混乱を生じないよう
体制の整備に努めてください。

○周知措置の参考例

イ　今後公表する募集要項や入学に要する諸手続きを記載する書類中に，入学金等につい
て，「金融機関の窓口で10万円を超える現金での振込みを行う場合，振込みを行う者の
本人確認書類（運転免許証，健康保険証，パスポート等）を提示しなければならない」旨
を分かりやすく明記する。

ロ　合格通知その他入学手続き書類とともに，金融機関における10万円を超える現金での
入学金等の納付手続きに当たって，本人確認書類を持参して提示しなければならない旨を
周知する書類を入学志願者に交付する。
　周知文の作成例（金融庁作成）は，別添3（Word：78KB）を参照してください。

ハ　各学校の運営するホームページにおいて，入学者の選抜の方法，学力検査の日程その他
の入学志願者に向けた情報とともに，本改正の概要や入学金等の振込みの際の注意点を掲
載する。

ニ　各学校が実施する学力検査や面接等の試験場において，試験の終了後，監督者等から入
学金等の振込みの際の注意点を伝える。

○その他の取組み

イ　各学校に所属する教職員に対し，本改正の内容を十分に周知し，関係者が一体となって
適切な対応をとることができる体制を整える。

ロ　仮に本改正の不知を理由とした振込みの遅延が発生した場合には，合格者の負担等に配
慮して納付期限を取扱う等，弾力的な対応について検討する。

4．通知・資料など

○平成18年11月1日付け大臣官房総務課長通知

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/12/06120704.htm (3/4)2007/11/09 17:06:38

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/12/06120704/001.doc


金融機関における入学金等の納付手続き（本人確認の強化）について－文部科学省

 

全体版（PDF：281KB）
本文
別添1
別添2（PDF：220KB）
別添3（Word：78KB）

○周知文作成例（Word：78KB）

○金融庁ホームページはこちら
（※金融庁ホームページへリンク）

（大臣官房総務課法令審議室）

ページの先頭へ 文部科学省ホームページのトップへ
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