
２０２１年７月１日 

 

休眠預金等活用法に関する公告 

 

下記の信用金庫は、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第三条第一項の規定にもとづき、預金保険機

構への移管対象となる預金等について次のとおり公告します。 

 対象となる預金等については、預金保険機構への納付の日をもって、預金債権が消滅することとなりますが、引き続き、信用金庫を通じて、

当該預金等の元本および利子に相当する額の金銭（休眠預金等代替金）の支払を受けることができます。 

 本件に関する詳細は、お取り扱いの店舗までご照会ください。 

 

記 

 

 

1. 対象となる預金等 

２０１１年３月１２日から２０１２年３月１１日に最終異動日等があった預金等 

 

2. 預金保険機構への納期限 

２０２２年７月１日 

 

 

 

 



 

金融機関

番号 
商号 本店所在地 代表資格 代表者氏名 

1501 しずおか焼津信用金庫 静岡県 静岡市葵区相生町 1 番 1 号 代表理事 田形和幸 

1502 静清信用金庫 静岡県 静岡市葵区昭和町 2 番地の 1 代表理事 佐藤徳則 

1503 浜松磐田信用金庫 静岡県 浜松市中区元城町 114 番地の 8 代表理事 御室健一郎 

1505 沼津信用金庫 静岡県 沼津市大手町 五丁目 6番 16 号 代表理事 紅野正裕 

1506 三島信用金庫 静岡県 三島市芝本町 12 番 3 号 代表理事 平井敏雄 

1507 富士宮信用金庫 静岡県 富士宮市元城町 31 番 15号  代表理事 山本勝則 

1513 島田掛川信用金庫 静岡県 掛川市亀の甲 二丁目 203 番地 代表理事 伊藤勝英 

1515 富士信用金庫 静岡県 富士市青島町 212 番地 代表理事 浅見祐司 

1517 遠州信用金庫 静岡県 浜松市中区中沢町 81 番 18号 代表理事 守田泰男 

1530 岐阜信用金庫 岐阜県 岐阜市神田町 六丁目 11番地 代表理事 住田裕綱 

1531 大垣西濃信用金庫 岐阜県 大垣市恵比寿町 一丁目 1番地 代表理事 栗田順公 

1532 高山信用金庫 岐阜県 高山市下一之町 63 番地 代表理事 坂口秀平 

1533  東濃信用金庫 岐阜県 多治見市本町 二丁目 5番地の 1 代表理事 加知康之 

1534 関信用金庫 岐阜県 関市東貸上 12 番地の 1 代表理事 櫻井広志 

1538 八幡信用金庫 岐阜県 郡上市八幡町新町 961 番地 代表理事 木下節夫 

1550 愛知信用金庫 愛知県 名古屋市中区錦 三丁目 15番 25号 代表理事 浦田卓 

1551 豊橋信用金庫 愛知県 豊橋市小畷町 579 番地 代表理事 山口進 

1552 岡崎信用金庫 愛知県 岡崎市菅生町字元菅 41 番地 代表理事 田中秀明 

1553 いちい信用金庫 愛知県 一宮市若竹 三丁目 2番 2 号 代表理事 粟野秀樹 



金融機関

番号 
商号 本店所在地 代表資格 代表者氏名 

1554 瀬戸信用金庫 愛知県 瀬戸市東横山町 119 番地の 1 代表理事 成田順一 

1555 半田信用金庫 愛知県 半田市御幸町 8 番地 代表理事 古田明典 

1556 知多信用金庫 愛知県 半田市星崎町 三丁目 39番地の 10 代表理事 齋藤健一 

1557 豊川信用金庫 愛知県 豊川市末広通 三丁目 34番地 1 代表理事 真田光彦 

1559 豊田信用金庫 愛知県 豊田市元城町 一丁目 48番地 代表理事 藤嶋伸一郎 

1560 碧海信用金庫 愛知県 安城市御幸本町 15 番 1 号 代表理事 山内正幸 

1561 西尾信用金庫 愛知県 西尾市寄住町洲田 51 番地 代表理事 近藤実 

1562 蒲郡信用金庫 愛知県 蒲郡市神明町 4 番 25 号 代表理事 竹田知史 

1563 尾西信用金庫 愛知県 一宮市篭屋 一丁目 4番 3 号 代表理事 高間正道 

1565 中日信用金庫 愛知県 名古屋市北区清水 二丁目 9番 5 号 代表理事 山田功 

1566 東春信用金庫 愛知県 小牧市中央 一丁目 231 番地 1 代表理事 鈴木義久 

1580 津信用金庫 三重県 津市大門 21 番 12号 代表理事 古川和男 

1581 北伊勢上野信用金庫 三重県 四日市市安島 二丁目 2番 3 号 代表理事 南部和典 

1583 桑名三重信用金庫 三重県 桑名市大央町 20 番地 代表理事 中澤康哉 

1585 紀北信用金庫 三重県 尾鷲市野地町 1 番 3 号 代表理事 森浦克好 

 

以 上 

 


