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答案を作成する前に，この冊子の裏表紙に印刷してある「答案作成上の
ご注意」をよく読んでください。
解答用紙に記載されている受験番号・氏名が正しいかどうかを確認して
ください。誤りがある場合は監督者に申し出てください。
試験問題は，監督者の合図があってから開封してください。
試験問題は，連動する通信教育講座の内容に沿って作成しています。
試験問題に関しては，印刷不明瞭な点以外の質問は受け付けません。
不正な行為があったときは，解答はすべて無効になります。
退席の際には，解答用紙は必ず監督者に直接手渡してください。
新型コロナウイルス感染症対策のため，試験時間中を含め，マスクの着用
をお願いします。体調がすぐれない場合は，監督者に申し出てください。
そのほか，監督者の指示に従ってください。

本検定試験の優秀成績者については，当社機関誌等において所属団体・
氏名等を公表することとしておりますが，ご同意いただけない方は下欄
に記入の上，試験終了後，本紙をミシン目に沿って切り取り監督者にご
提出ください。

私は，優秀賞（最優秀賞含む）を受賞しても所属団体・氏名等の公表に
同意いたしません。
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（ 1） 農林中金アカデミー

不祥事防止マネジメント

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問１］　不祥事と金融機関の社会的責任の関係，金融行政上の措置等について，適
切なものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．金融機関で不祥事が発生しても，それが職員の個人的な犯罪であり，金融機関
が組織的に関与していなければ，金融機関の信用失墜にはつながらない。

ｂ．行政当局が，不祥事が発生した金融機関に対して業務改善命令を発出した場合
でも，その事実が行政当局から公表されることはない。

ｃ．金融機関の不祥事は，コンプライアンス上の問題であり，営業推進や業績向上
の問題との関係性は薄い。

ｄ．金融機関の不祥事は，当該金融機関の企業体としての問題であり，金融機関の
社会的責任が問われることがあっても，不祥事を起こした当事者が個人的に責
任を問われることはない。

（１）　なし（すべて適切でない）
（２）　１つ
（３）　２つ
（４）　３つ

［問２］　ＪＡで不祥事が発生した場合の行政当局の対応について，以下の（　①　）
～（　④　）に当てはまる語句の組合せとして，適切なものを（１）～（４）の中
から１つ選びなさい。

　「系統金融機関向けの総合的な監督指針」によれば，JAで不祥事が発生した場合，
JAは不祥事等に関する届け出を行う。行政当局はこの届け出を受けて，当該不祥
事についての事実関係，（　①　）等について当該 JAに（　②　）を実施する。さら
に，必要に応じて（　③　）93条等に基づき報告を求め，そのうえで，JAの内部管
理態勢等に（　④　）があったときに，（　③　）94条の２等に基づく業務改善命令
を発出するプロセスとなっている。
（１）　①　改善・対応策，当事者の処分　　　　　　②　立入検査
　　　③　銀行法　　　　　　　　　　　　　　　　④　重大な過失
（２）　①　発生原因分析，改善・対応策　　　　　　②　ヒアリング
　　　③　農業協同組合法　　　　　　　　　　　　④　重大な問題
（３）　①　役員，組織関与の有無，責任者の処分　　②　立入検査
　　　③　銀行法　　　　　　　　　　　　　　　　④　重大な瑕疵
（４）　①　発覚後の対応，経営に与える影響　　　　②　ヒアリング
　　　③　農業協同組合法　　　　　　　　　　　　④　重大な欠陥
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［問３］　法令（業法）上の不祥事の定義等について，適切でないものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．金融機関が高額の現金，手形，小切手，有価証券等の有価物につき，過不足を
生じさせた場合でも，その過不足が故意または重大な過失によるものでない限
り，法令上の不祥事に該当しない。

ｂ．「出資の受入れ，預り金及び金利等の取締りに関する法律」または「預金等に
係る不当契約の取締に関する法律」に違反する行為は，現在は法令上の不祥事
の対象外とされている。

ｃ．金融機関の「業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為」は，法令上の不祥
事に該当するが，まだ事実の発生していない「業務の健全かつ適切な運営に支
障を来す恐れがある行為」は，法令上の不祥事には該当しない。

ｄ．金融機関で不祥事が発生した場合，当該不祥事が発生した日から 30日以内に
行政当局に届け出を行うことが，法令により義務づけられている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問４］　金融機関の不祥事に対して行政当局が示す指針として，適切なものはいく
つあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．不祥事の対外的な対応について監督当局への報告を行い，刑罰法令に抵触して
いる恐れのある事実であっても，監督当局の指示があるまでは警察等関係機関
への通報は行わないこと。

ｂ．不祥事の対内的な対応について，経営に重大な影響を与えるような問題は，事
務部門，内部監査部門，取締役会等へ報告すること。

ｃ．不祥事の調査・解明は，事件が発生した部門と事件とは独立した部門（内部監
査部門）とが共同で行うこと。発生原因を分析し，未然防止の観点から各業務
部門長および営業店長に分析結果を還元し，再発防止を図ること。

ｄ．不祥事の事実関係の調査，関係者の責任追及，監督責任の明確化等の体制整備
を図ること。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問５］　金融機関で不祥事が発生する背景等について，適切なものを（１）～（４）の
中から１つ選びなさい。

（１）　金融機関内部で，事務に関する基本原則やルールが完璧に整備されていれば，
不祥事が発生することはない。

（２）　役席者による事務の検証，定期的な事務点検，店内検査等が形式的なものと
なり，相互牽制機能が働いていないことは，不祥事発生の要因となる。

（３）　店内の役席者（上司）と担当者（部下）とのコミュニケーションの良し悪しと，
不祥事の間には，特に因果関係はない。

（４）　支店長の営業店の内部事務に対する関心の低さと，不祥事の間には，特に因
果関係はない。

［問６］　不祥事防止に向けた管理者の役割と責務について，適切なものはいくつあ
るか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．管理者は「不祥事は自店でも起きうるものである」という認識を持ち，自ら対
応するのではなく，担当者に不祥事防止に努めるよう指示することのみが必要
である。

ｂ．管理者は，定められた手続きに従って事務が行われているかおよび相互牽制機
能は十分に機能しているかという視点で，自店の事務の実態を自身の目でよく
確認することが必要である。

ｃ．事務に精通していない管理者は，事務に詳しい特定の担当者や管理者に全幅の
信頼を置き，事務を全面的に任せることが重要である。

ｄ．管理者は，部下が家庭生活等において金銭的な問題を抱えていないかどうか，
生活態度や家庭環境に目を行き届かせることが必要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問７］　不祥事を未然に防止するための，職員の職場離脱措置について，適切なも
のを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　職場離脱措置は，人事異動や人事ローテーションが難しい担当者のみが対象
となる。

（２）　職員に，最低限年１回，１週間連続して職場を離脱させることは，金融機関
に課せられた法令上の義務である。

（３）　職場離脱措置は，休暇（連続休暇等）ではなく，研修への派遣や内部出向制度
等による方法でも構わないとされている。

（４）　職場離脱措置は，不祥事の未然防止や早期発見のために実施するものである
から，休暇（連続休暇）は必ず抜き打ち（予告なし）で実施しなければならない。
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［問８］　詐欺罪・業務上横領罪等について，適切なものを（１）～（４）の中から１つ
選びなさい。

（１）　金融機関の職員が，顧客に「通常の定期貯金より金利の高い商品があるから，
お金を預けませんか」と言って金銭を預かり，その金銭を着服する行為は，業
務上横領罪にあたる。

（２）　金融機関の秘密文書を管理する権限のある職員が，その権限を逸脱して，部
外者にその秘密文書を提供して報酬を得る行為は，背任罪にあたる。

（３）　金融機関の事務担当者がオンライン端末機を使い，虚偽の入金データを入力
して利益を得たり，不正に他人の口座から振替の操作を行って，オンライン元
帳に不実の記録をし，自らの貯金残高を増額させて利益を得る行為は，業務上
横領罪にあたる。

（４）　詐欺罪を犯したものは，10年以下の懲役に処せられる。

［問９］　詐欺，横領などの不祥事を防止するための，渉外係員の行動管理の徹底方
法について，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　渉外役席は，定期貯金等の解約があった場合には，担当者（解約を窓口で受
け付けた場合は窓口担当者）に解約理由を尋ね，理由に納得がいかなければ，
取引先に直接問い合わせるなどの対応を取る。

（２）　渉外役席は，定期積金や定期貯金の「満期未処理一覧表」に基づき，満期が
到来しているにもかかわらず処理されていない案件について調査し，チェック
する。

（３）　渉外役席は，定期または不定期に渉外係員の集金先や訪問先を訪問して，そ
の渉外状況をチェックする。

（４）　取引先の貯金が渉外係員によって不正に解約されることのないよう，原則と
して渉外役席が取引先から貯金通帳または証書を預かり管理する。
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［問 10］　渉外係員が，取引先の依頼を受けて現金を届ける場合の業務管理の強化
策について，適切でないものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選び
なさい。

ａ．現金届けが，どの渉外係員の担当先からの依頼であるか明確にするために，「現
金届け依頼書」等は実際に現金を届ける渉外係員が記入する。

ｂ．内部事務（出納係等）と渉外係との現金の授受を，「受け渡し簿」等を使用して
明確にする。

ｃ．渉外係員は，取引先に現金を渡し，現金を確認してもらった後に「受領書」を
受け取る。受け取った受領書は，内部事務担当者に回付する。

ｄ．渉外係員は，受け取った受領書に押捺されている印影と届出印の印鑑照合を行
い，内部事務担当者に回付する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 11］　背任罪について，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。
（１）　背任罪は，JAの役員を含め，職員が自分または第三者の利益を図るために，

通常の業務執行の範囲を逸脱した行為をすることにより，自 JAに財産上の損
害を与えたときに成立する。

（２）　JAの役員を含め，職員が通常の業務執行の範囲を逸脱した行為をした場合
でも，自 JAの利益を図る目的で行ったものであれば背任罪にはならない。た
だし，自分または第三者の利益には，財産上の利益に限らず身分上の利益も含
まれるため，身分上の利益を図る目的で行った行為に背任罪が適用されること
がある。

（３）　自 JA・JFの損害とは，財産が実際に減少した場合のことをいい，得るべき
利益が喪失した場合は含まないとされる。

（４）　背任罪を犯した者は，５年以下の懲役または 50万円以下の罰金に処せられる。
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［問 12］　個人情報の流出等について，適切でないものはいくつあるか。（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．金融機関の職員が，金融機関で定める所定の手続きを経て，業務時間中に個人
情報を持ち出したが，渉外活動中に紛失した。この場合，勤務先の許可を受け
ているので，個人情報の漏洩事案にはあたらない。

ｂ．金融機関の職員が，週末に自宅で仕事をするため，内部規則で禁止されている
書類（個人情報を含む）を持ち帰ったところ，帰宅途中に紛失した。この場合，
勤務時間外であるので個人情報の漏洩事案にはあたらない。

ｃ．金融機関の職員が，個人情報が含まれる書類を金融機関内部で紛失してしまっ
た。当該職員は内部事務のみを担当しており，外部に当該書類を持ち出してい
ない。この場合，個人情報が外部に漏洩していないことが明らかなので，個人
情報の漏洩事案にはあたらない。

ｄ．金融機関の職員が，渉外活動中に強盗事件に巻き込まれ，現金とともに顧客情
報（個人情報）も盗難にあった。この場合，不慮の事故であり，金融機関に過失
はないため，個人情報の漏洩事案にはあたらない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 13］　個人情報が漏洩した場合の対応や，情報漏洩防止策について，適切でな
いものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．個人情報が漏洩した場合には，当該個人情報の漏洩を知った日から 30日以内
に監督官庁に報告することが求められている。

ｂ．個人情報が漏洩した場合には，漏洩等の対象となった本人（顧客）または家族，
関係者に，速やかに漏洩等の事実関係を通知することが求められている。

ｃ．個人情報が漏洩した場合には，二次被害の防止，類似事案の発生回避等の観点
から，漏洩等の事実関係のみを早急に公表することが求められている。

ｄ．個人情報の漏洩防止策として，人事異動や退職のつど IDを消去したり，パス
ワードを変更したりすることにより，情報へのアクセスを困難にする措置を取
ることが有効であるといえる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ



（ 7） 農林中金アカデミー

［問 14］　守秘義務について，以下の（　①　）～（　④　）に当てはまる語句の組合
せとして適切なものを，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

　金融機関の守秘義務とは，「金融機関が顧客との取引およびこれに関連して知り
得た情報を，（　①　）なくして他に漏洩してはならない義務」と言われている。金
融機関の守秘義務の根拠については諸説あり，確立した考え方はないが，金融機関
の守秘義務は（　②　）であるとされている。
　守秘義務の対象は，金融機関が（　③　）に知った顧客の情報すべてが対象となる。
　金融機関が取引開始を前提に顧客と接し，結果的に取引開始に至らなかった場合，
その際に得た情報は守秘義務の（　④　）。
（１）　①　正当な理由　　②　法的義務　　③　直接的・間接的に
　　　④　対象となる
（２）　①　顧客の同意　　②　商慣習　　　③　直接的に
　　　④　対象となる
（３）　①　正当な理由　　②　道義的義務　③　直接的に
　　　④　対象とならない
（４）　①　顧客の同意　　②　信義則　　　③　直接的・間接的に
　　　④　対象とならない

［問 15］　個人情報の漏洩や守秘義務違反を防止するための取組みについて，適切
でないものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．顧客から電話で貯金残高や振込の有無等の照会があった場合，本人しか知り得
ないキャッシュカードの暗証番号をお聞きし，本人と確認できる場合にはその
場で即答できる。

ｂ．自店の取引先から，「信用照会制度を利用して，相手方企業の業況や経営内容
について調査し，結果を教えてほしい」と依頼された場合，信用照会制度が一
般に金融機関間で商慣習として使われており，守秘義務に違反していないこと
から，これに応じても問題はない。

ｃ．取引先の死亡に関し，相続人４人のうちの１人から被相続人の貯金残高および
融資残高の照会があった場合には，相続人全員からの申し出でないと（他の相
続人に対する）守秘義務違反になることを理由にお断りする。

ｄ．税務署の任意調査が入った場合には，調査対象となる顧客に対する守秘義務が
あることを理由に，拒否することができる。（なお，この場合の「任意調査」
とは，社会通念上，相当な限度での任意調査を指すこととする）

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 16］　優越的地位の濫用について，適切なものはいくつあるか。（１）～（４）の
中から１つ選びなさい。

ａ．優越的地位の濫用とは，自己の取引上の立場，地位が相手方より優越している
ことを利用して，正常な商慣習と比較した場合に，不当といわざるを得ない行
為を行うことをいう。

ｂ．優越的地位の濫用は，債権法（民法）に規定されている。
ｃ．金融機関における顧客との取引の中で，優越的地位の濫用による問題は，融資
取引においてのみ発生する。

ｄ．優越的地位の濫用は，消費者庁が不公正な取引方法の 1つとして告示している。
（１）　なし（すべて適切でない）
（２）　１つ
（３）　２つ
（４）　３つ

［問 17］　融資取引または融資に付随する取引において，独占禁止法に照らして問
題となるものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．貸出先に対し，金融機関の要請に応じなければ今後の融資が困難になる旨を示
唆すること等により，継続的に一定率以上の借入シェアを維持するよう借入れ
を要請した。

ｂ．貸出先に対し，金融機関の要請に応じなければ今後の融資が困難になる旨を示
唆すること等により，期末を越えるごく短期間の一時的な借入れを要請した。

ｃ．貸出先に追加融資を実行するに際し，債権保全とは関係なく，定期貯金の増額
要請を行った。

ｄ．売掛先の倒産（貸出先の責任による倒産ではない）により，売上代金の回収が
滞ったことで貸出先の業績が悪化し，債務者区分のランクダウンがあったため，
貸倒れリスクを踏まえて契約に定めた金利の引上げを要請した。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ



（ 9） 農林中金アカデミー

［問 18］　取引先から借入れの申し出がないときに，金融機関が自ら借入れのセー
ルスを行う場合の留意点等について，適切なものはいくつあるか。（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．取引先から「今は特に資金需要がない」との話があった場合には，金融機関が
取引先の財務面をよく見るなど，しっかりと企業分析・資金分析を行った上で，
取引先が認識できていない資金需要の必要性が把握できれば，借入れのセール
スを行う。

ｂ．仮に，現在は取引先に具体的な資金需要がない場合でも，将来に備えて借り入
れておいた方が良いことをアドバイスした上で，借入れのセールスを行う。

ｃ．金融機関が借入れのセールスをする場合には，取引先に資金需要があることが
前提である。金融機関がセールスを行った結果，実際に取引先に資金需要があ
り，借入れの申込みがなされた場合には，通常の融資と別枠とし，無条件で融
資が実行できるよう事前に準備を整えておく。

ｄ．通常の情報提供やセールスの範囲を超えないように努め，取引先がセールスに
応じなかった場合に，今後の融資等の金融機関との関係において，特段の不利
益がもたらされるとの誤解を生じさせないようにする。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 19］　セクシャル・ハラスメントとその防止策について，適切なものはいくつ
あるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．セクシャル・ハラスメントの防止は，男女雇用機会均等法において，事業主の
努力義務とされている。

ｂ．職場における，女性職員の意に反する性的言動に対する女性職員の対応等に
よって，女性職員が解雇，降格，減給，配置転換など，労働条件上の不利益を
受けることを「環境型セクシャル・ハラスメント」という。

ｃ．男性は，セクシャル・ハラスメントの被害者として認められていない。
ｄ．職場におけるセクシャル・ハラスメントを防止するためには，防止のためのマ
ニュアルを作成し，言動を規制するだけで解決することができる。

（１）　なし（すべて適切でない）
（２）　１つ
（３）　２つ
（４）　３つ



（ 10 ）農林中金アカデミー

［問 20］　浮貸しに関する法令上の規定について，（　①　）～（　④　）に当てはま
る語句の組合せとして，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

　浮貸しとは，「金融機関の役員，職員その他の従業者が，その（　①　）を利用し
て，（　②　）の利益を図るため，金銭の貸付け，金銭の（　③　），または債務の保
証を行うこと」であり，（　④　）で禁止されている。
（１）　①　優越的立場　　　　　②　自己
　　　③　貸借の媒介　　　　　④　刑法
（２）　①　優越的立場　　　　　②　自己または当該金融機関を含む第三者
　　　③　受入れ　　　　　　　④　独占禁止法
（３）　①　地位　　　　　　　　②　自己または当該金融機関以外の第三者
　　　③　貸借の媒介　　　　　④　出資法
（４）　①　地位　　　　　　　　②　自己または当該金融機関を含む第三者
　　　③　受入れ　　　　　　　④　利息制限法

［問 21］　導入預金に関する法令上の規定について，次の（　①　）～（　④　）に当
てはまる語句の組合せとして適切なものを，（１）～（４）の中から１つ選びな
さい。

　導入預金は，導入預金取締法（預金等に係る不当契約の取締に関する法律）により，
「金融機関に預金等をする者（または預金等をすることについて媒介する者）は，当
該預金等に関し，特別の（　①　）を得る目的で，特定の第三者を通じ，当該預金等
に係る（　②　），当該金融機関がその者の指定する特定の第三者に対し，資金の融
通をし，または当該第三者のために（　③　）をすべき旨を約してはならない」とし
て禁止されており，同法に違反した場合の処罰として「（　④　）またはこれを併
科」することを規定している。
（１）　①　金銭上の利益　　　　②　債権を担保として提供することなく
　　　③　債務保証　　　　　　④　３年以下の懲役もしくは 30万円以下の罰金
（２）　①　金銭上の利益　　　　②　債権を担保として提供することなく
　　　③　債務予約　　　　　　④　３年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金
（３）　①　金利または手数料　　②　債権の保証をすることなく　
　　　③　預金協力　　　　　　④　５年以下の懲役もしくは 50万円以下の罰金
（４）　①　金利または手数料　　②　債権の保証をすることなく　
　　　③　預金協力　　　　　　④　５年以下の懲役もしくは 500万円以下の罰金



（ 11 ） 農林中金アカデミー

［問 22］　各種業法について，適切なものはいくつあるか。（１）～（４）の中から
１つ選びなさい。

ａ．顧客から相続や遺言等の法務に関して相談を受けた場合に，それらに関する一
般的な法律知識や手続きについて説明したとしても，弁護士法に抵触する可能
性がある。

ｂ．顧客が脱税行為を行った結果として重加算税等が課せられ，その支払資金に対
して融資をすることは，金融機関が脱税幇助をしたとみなされる可能性がある。

ｃ．顧客から税務申告に関する相談を受けた場合，申告書等の作成にあたり租税の
課税標準額等について相談に応じ，具体的な回答をした場合でも，相談料（報
酬）を受け取らなければ税理士法に違反することはない。

ｄ．金融機関の職員が，取引先から相談を受けて不動産を紹介した場合，報酬を受
け取らなければ宅地建物取引業法上の無免許営業とみなされることはない。

（１）　なし（すべて適切でない）
（２）　１つ
（３）　２つ
（４）　３つ

［問 23］　景品表示法について，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びな
さい。

（１）　景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）は，消費者が誤認せざるを得な
いような不当な表示と，販売促進の手段である懸賞等の過剰な景品類を規制す
る目的で制定された。

（２）　景品表示法における「表示」には，パッケージ，パンフレット，広告物，
セールストーク，インターネットなどがあり，これらによって一般消費者に誤
認されることにより不当に顧客を誘引し，公正な競争を阻害する恐れがあると
認められるものは同法により禁止されている。

（３）　景品表示法において不当表示として禁止されているものには，「優良誤認」，
「有利誤認」，「その他の不当表示」がある。

（４）　例えば，実際には競合他社でも同じ内容の商品を取り扱っているにもかかわ
らず，「この新商品は当社だけのものです」と表示するような行為は，景品表
示法における不当表示のうち「有利誤認」にあたる。



（ 12 ）農林中金アカデミー

［問 24］　反社会的勢力への対応について，適切でないものを（１）～（４）の中から
１つ選びなさい。

（１）　普通貯金口座の開設依頼者が，暴力団員等反社会的勢力の一員であれば，普
通貯金取引約款（規定）に暴力団排除条項がなくても，口座開設を拒否すること
ができる。

（２）　融資担当者が，借入れの申込人に対し「検討します」と口頭で約束した後に，
申込人が暴力団員等反社会的勢力の一員であることが判明した場合には，申込
人が反社会的勢力であることのみを理由に謝絶することはできない。

（３）　金融機関が反社会的勢力に対する融資を拒絶した後，街宣行為などの嫌がら
せがあった場合には，街宣行為禁止の仮処分の手続きをすれば当該行為を中止
させることができる。

（４）　金融機関の些細な事務処理ミスに付け込み，無担保融資を強要するような行
為は，刑法による強要罪もしくは恐喝罪に抵触する可能性が高く，暴力団対策
法の禁止行為に該当することもある。

［問 25］　不祥事の発生要因や不祥事防止について，適切でないものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．職員が金融機関内部のルール（規定，マニュアル，要領等）を遵守しなかった場
合，コンプライアンス違反の問題は生じるが，不祥事は発生しない。

ｂ．職員が個人的な金銭問題を抱えていたなど，不祥事の発生原因が職員の個人的
な事情にあった場合でも，その不祥事の発生を許した金融機関の側にも大きな
責任がある。

ｃ．不祥事は基本的に，それを引き起こす職員の個人的な問題と，金融機関の人事
リスク管理体制の不備という２つの要因が重なることで発生する。

ｄ．事務に関する多くの不祥事は，本来守られるべき手続きやルールを逸脱したり，
チェック機能が果たされなかったりした場合に発生している。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ



（ 13 ） 農林中金アカデミー

［問 26］　不祥事と法令違反に関して，適切なものはいくつあるか。（１）～（４）の
中から１つ選びなさい。

ａ．金融機関の職員が重大な法令違反を犯したが，その行為について職員自身に法
令違反であるとの認識が全くない，かつ認識がないことについて重大な過失が
ない場合に限り，法令違反は免れる。

ｂ．金融機関の職員が，ある顧客に送付すべき定期貯金の満期案内等を誤って他の
人に送付し，個人情報が漏洩したような場合，それが明らかに事務ミスである
場合を除き，法令違反になる。

ｃ．融資担当者が，取引先との融資の約束期限までに決裁を取ることができず，や
むなく自己の預貯金を解約してこの資金を取引先に貸し付ける行為は，取引先
のために行った行為であり，かつ他人の預貯金の解約ではないため，法令違反
にはあたらない。

ｄ．名刺の印刷を受注した印刷業者がFAX番号を誤って印刷し，金融機関の職員
がそれに気づかず，顧客に渡してしまった。そのため，顧客がこの職員宛てに
送付した重要な資料が意図せざる第三者に渡り，個人情報が流出してしまった。
この場合，原因は印刷業者の印刷ミスにあるので，金融機関としては法令違反
にあたらない。

（１）　なし（すべて適切でない）
（２）　１つ
（３）　２つ
（４）　３つ

［問 27］　不祥事を犯している職員に見られる前兆の行動として，一般的に当ては
まらないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　本人の収入水準に比べて，急に生活に派手さが見られるようになった。
（２）　金融会社（あるいは金融会社と思われる会社）からの電話が，頻繁に入るよう

になる。
（３）　定時に退社する日数が増加した。
（４）　仕事に身が入らず，仕事以外の何か別のことを考えている様子が見られる。



（ 14 ）農林中金アカデミー

［問 28］　不祥事の背景にある職員の家庭的事情と人事管理について，適切なもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　職員の中には，「会社は会社，プライベートはプライベート」という意識が
強い者もいるため，不祥事防止の予防的な目的であっても，管理者は部下のプ
ライベートな部分を把握するべきではない。

（２）　多重債務に陥っている職員は，一般に着服などの不祥事を引き起こすリスク
が高いため，管理者は職員の問題解決に向けた早期かつ適切な対応が必要であ
る。

（３）　職員の家庭環境や問題の把握を，管理者は定例的に行う必要はない。必要に
応じて部下の職員と面談やヒアリング等を行うことが必要である。

（４）　アフター・ファイブの飲み会などの，インフォーマルな集まりを通じて伝
わってくる職員に関する情報は，概して不確実なものが多いため，管理者はこ
うした情報については全く無視した方がよい。

［問 29］　取引先との癒着と不祥事について，適切なものはいくつあるか。（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．現在，融資の新規申込みを受けている顧客とは，まだ融資先ではないので飲食
等の接待を受けても問題となる行為とはいえない。

ｂ．業況が順調で，取引振りも良好な融資先であれば，融資の申し込みを受け付け
ている途中であっても，融資判断に影響を及ぼすことはないので，飲食等の接
待を受けても問題とはいえない。

ｃ．融資実行のお礼として金品を受け取ったとしても，既に融資の実行後であり，
融資判断に影響を及ぼしていなければ，問題となる行為とはいえない。

ｄ．融資の可否判断をするのは支店長等の決裁権限者であるので，決裁権限のない
担当者が取引先から金品を受け取ったとしても，その金額が過大でない限り問
題となる行為とはいえない。

（１）　なし（すべて適切でない）
（２）　１つ
（３）　２つ
（４）　３つ



（ 15 ） 農林中金アカデミー

［問 30］　融資において遵守すべきルールや違反行為について述べた内容のうち，
適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　同一人に対する融資を一括でなく，２回以上に分けて行う方法を「分割実
行」といい，法令違反を回避するために行われる。

（２）　融資の実行にあたり，融資条件（稟議条件）が付されているにもかかわらず，
その条件に違反して融資を行うことは，「稟議違反」（融資条件違反）となる。

（３）　法令違反を回避するために，自金融機関のノンバンクなどの関連会社や，取
引先の関連会社などを通じて融資を行う方法を「借名融資」という。

（４）　大口融資規制は，融資が特定の取引先に集中することにより，他の取引先が
融資を受けることができなくなることを防止するための規制で，独占禁止法に
より規定されている。

［問 31］　不祥事につながりやすい職員の状況等として，一般的に当てはまらない
ものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．組織の中で自分の意見が通らない，自分に対する評価に納得できないなど，不
平・不満のある状態が続いている。

ｂ．成果主義が徹底されており，多少の約束事やルール違反には目をつぶってでも，
自店の評価，自分の業績を優先する雰囲気が蔓延している。

ｃ．親の借財の肩代わりや介護の出費などの事情で，家計の支出が収入を上回って
おり，自身の貯蓄の取り崩しだけで生活を賄っている。

ｄ．ストレスが蓄積され，その発散方法としてギャンブル依存症や買物依存症など
の依存症に陥っている。

（１）　なし（すべて当てはまる）
（２）　１つ
（３）　２つ
（４）　３つ

［問 32］　以下の（１）～（４）は，米国の心理学者マズローの唱える「人間欲求の段
階説」に基づく欲求の階層を，下位から上位に並べたものである。この中で
適切なものはどれか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　①安全への欲求→②生理的欲求→③自我欲求→④自己実現への欲求→⑤社会
的欲求

（２）　①生理的欲求→②安全への欲求→③社会的欲求→④自我欲求→⑤自己実現へ
の欲求

（３）　①安全への欲求→②生理的欲求→③自我欲求→④社会的欲求→⑤自己実現へ
の欲求

（４）　①生理的欲求→②安全への欲求→③社会的欲求→④自己実現への欲求→⑤自
我欲求



（ 16 ）農林中金アカデミー

［問 33］　不祥事と関連するストレス，ストレスマネジメント等について，適切で
ないものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．急激な業務の多様化や職場の人間関係の複雑化は，ストレス要因として職場で
働く人間の心身の安定に大きな影響を及ぼす。

ｂ．一般に，メンタル面でダメージを受ける最大の要因は，年齢や性別に関係なく，
組織での立場にある。

ｃ．職場における「ストレスマネジメント」の「集団の管理」の中で，管理者が理
解すべき最も重要なものは「責任の重さのコントロール」である。

ｄ．ストレスとは，外部から物理的，心理的，社会的な刺激を受け，緊張して歪み
の症状を起こした時に，こうした刺激を拒絶しようとする防衛反応のことをい
う。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 34］　不祥事防止のための部下の心身の管理について，上司の気づきのポイン
トとして，適切なものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．顔色や表情，身だしなみの乱れなど，目に見える「外見の変化」は，最も分か
りやすい変化であり注視する必要がある。

ｂ．目立って痩せてくる，不眠や食欲不振，頭痛，下痢，肩こり，倦怠感などの訴
えがあることは「体調の変化」として注視する必要がある。

ｃ．「どうせ，～のに」など愚痴やマイナス思考の言葉が増えることは，「情緒安定
度の変化」として注視する必要がある。

ｄ．遅刻や早退，突然の休み，さらに無断欠勤など，組織のルールからの逸脱が目
立つようになることは，「行動の変化」として注視する必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 35］　不祥事防止に向けたコンプライアンス態勢の徹底について，適切なもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　金融機関におけるコンプライアンスは，一般的に「法令遵守」でなく「法令
等遵守」であると言われるが，この「法令等遵守」の「等」には，業界団体の
ルールや金融機関内部の各種規程類は含まれるが，企業倫理は含まれないとさ
れる。

（２）　金融機関におけるコンプライアンスとは，単に「法令等を遵守すること」と
いう意味にとどまらず，金融機関として「法令等が遵守されるべき態勢が確立
されていること」を意味するものである。

（３）　１つの金融機関の中でも，営業店が置かれている立地や環境，顧客層等に
よってリスクは異なるが，コンプライアンスを徹底する観点からは，リスクに
応じて遵守すべき法令やルール等は全く同じでなければならない。

（４）　規則やルールは本部が作るものであり，営業店のリスク環境が異なっていて
も，営業店が独自にルール等を作ることは許されない。

［問 36］　金融商品販売法で規定されている事項等について，以下の（　①　）～
（　④　）に当てはまる語句の組合せとして，適切なものを（１）～（４）の中か
ら１つ選びなさい。

　「金融商品販売法」（金融商品の販売等に関する法律）では，
　・金融機関が投資信託等の金融商品を販売する際には，あらかじめ（　①　）を策
定し，（　②　）こと

　・金融機関が販売する金融商品について，その金融商品が有する（　③　）につい
て説明する義務があること

などが明確化されている。特に金融機関が「説明義務」を怠り，そのために顧客が
元本割れ等による財産の損害を被った場合には，金融機関は（　④　）を負うことも
ある。
（１）　①　勧誘方針　　　　　　　　②　公表しなければならない
　　　③　リスク等の重要事項　　　④　損害賠償責任
（２）　①　勧誘方針　　　　　　　　②　顧客の同意を得なければならない
　　　③　商品特性の詳細　　　　　④　契約の取消義務
（３）　①　重要事項説明書　　　　　②　店頭に備置しなければならない
　　　③　リスク等の重要事項　　　④　契約の取消義務
（４）　①　重要事項説明書　　　　　②　店頭に掲示しなければならない
　　　③　商品特性の詳細　　　　　④　損害賠償責任　　
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［問 37］　投資信託など預かり資産販売時の「説明義務」について，（　①　）～
（　④　）に当てはまる語句の組合せとして，適切なものを（１）～（４）の中か
ら１つ選びなさい。

　投資信託等の販売にあたっては，説明義務として，
　・（　①　）ではないこと
　・（　②　）の対象でないこと
　・（　③　）が保証されていないこと
　・契約の主体その他（　④　）に参考となる事項等
について説明することが求められている。
（１）　①　元本保証商品　②　非課税制度　　　　③　利回り　　④　投資判断
（２）　①　元本保証商品　②　非課税制度　　　　③　元利金　　④　投資の決定
（３）　①　預貯金等　　　②　預貯金保険制度　　③　元本　　　④　誤認防止
（４）　①　預貯金等　　　②　預貯金保険制度　　③　利回り　　④　投資判断

［問 38］　投資信託など預かり資産の販売におけるリスク管理のポイントとして，
適切なものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．投資信託等の販売にあたり，「絶対に株価は上がります」「必ず為替相場は円安
に向かいます」といった発言は，断定的判断の提供にあたるが，これは法令上
の禁止行為ではない。

ｂ．高齢者は，商品内容やリスクに対する認識，理解度が他の世代に比べて総じて
弱いことから，満 80歳以上の高齢者に対して投資信託を販売することは，法
令上禁止されている。

ｃ．投資信託等の販売に際し，顧客に説明した内容，その根拠，その時の状況，顧
客の反応や発言について，詳細な記録を残しておくことが法令上義務づけられ
ている。

ｄ．投資信託等の販売にあたっては，契約する投資信託商品（銘柄）について，契約
締結後に「目論見書」を顧客に交付することが法令上義務づけられている。

（１）　なし（すべて適切でない）
（２）　１つ
（３）　２つ
（４）　３つ
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［問 39］　反社会的勢力に対する融資，不法目的の融資等を行わないためのリスク
管理のポイントについて，適切でないものはいくつあるか。（１）～（４）の中
から１つ選びなさい。

ａ．融資の資金使途が不法目的であることを，金融機関が直接的に知らなかった場
合には，法令違反を問われることはない。

ｂ．融資の申込みが，直接反社会的勢力からでなく，一般企業の外形を装ったフロ
ント企業を通じて行われた場合，資金使途や返済能力に問題がなければ，融資
に応じても問題はない。

ｃ．融資取引開始後に，融資先が反社会的勢力であると判明した場合に，融資金の
回収を図ることは，「貸し剥がし」として社会的な批判を受ける可能性がある
ため，慎重に対応する必要がある。

ｄ．不法な資金使途に対する融資を行わないためには，融資実行前に見積書や契約
書等による資金使途の確認を厳格に行うだけでよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 40］　申込みのあった融資案件への対応，管理のポイント等について，適切な
ものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　融資案件は，取引先に対して設定した期限までに諾否を確実に回答できるよ
う，必ず受け付けた順に処理（審査）することを心掛ける。

（２）　取引先に融資の諾否を早く回答するためには，多少過度であっても，申込み
の段階でできるだけ多くの資料を用意してもらうことが必要である。

（３）　融資の可否の最終決定前に，担当者が「問題はないと思います」，「多分大丈
夫でしょう」程度の言い方をして，結果的に融資が謝絶となった場合でも，金
融機関が債務不履行や不法行為責任を追及されることはない。

（４）　上席者が，部下が担当する融資の案件数，案件の難易度，処理の進捗状況等
を把握し，部下が案件を抱え込まないように管理・指導することは，不祥事を
防止する観点からも重要である。
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［問 41］　不祥事防止に向けた，パート・派遣職員等の管理について，適切でない
ものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．パート・派遣職員等は，正職員に比べて一般に不祥事を起こしにくいという統
計データがあるため，不祥事防止のためのコンプライアンス教育については，
あまり意識しなくても問題はない。

ｂ．パート・派遣職員等は，雇用契約上，禁止されている業務があるほか，法令や
金融機関内部で販売資格が定められている業務もあることから，管理者は各人
の業務範囲や資格の取得状況等を十分に把握しておく必要がある。

ｃ．正職員とパート・派遣職員等では，異なる役割や業務が求められているが，コ
ンプライアンスについては，正職員とパート・派遣職員等の区別に関係なく，
意識や行動は同じものが求められる。

ｄ．パート・派遣職員等に対するコンプライアンス教育は，「法律や規定・マニュ
アルに則った業務を厳正に行う」「指示されたことを，指示通りにやる」とい
う指導方法が最も適している。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 42］　パート・派遣職員等に対するコミュニケーションの取り方，管理のポイ
ント等について，適切なものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選び
なさい。

ａ．管理者は，日頃からパート・派遣職員等に関する情報のアンテナを高くし，普
段と違う反応や雰囲気を早めに察知することが，不祥事防止にもつながる。

ｂ．パート・派遣職員等は正職員と比べて研修の機会等が少ないことから，「パー
ト・派遣職員等の事務ミスやトラブルは仕方がない」という意識を持って接す
ることが必要である。

ｃ．パート・派遣職員等は正職員と雇用形態，待遇が異なり，パート・派遣職員等
自身も「正職員ではないから」という意識がある。しかし，指導・教育はでき
るだけ正職員と同じように行い，どのような場合でも特別扱いしないことが管
理の原則である。

ｄ．パート・派遣職員等は出勤日や出勤時間がまちまちなので，経営方針，目標，
通達，連絡事項などは回覧により対応し，行き届いたかの確認は不要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 43］　近年の金融機関におけるクレームやトラブルの傾向等について，適切な
ものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　金融機関におけるコンプライアンス態勢や顧客保護管理態勢の構築が徹底さ
れてきたこともあり，近年，金融機関に対する顧客からのクレームやトラブル
は減少傾向にある。

（２）　一般的に，金融機関に寄せられる問合せや苦情が，直接不祥事の発覚につな
がることはない。

（３）　一般的に，クレームは金融機関の基本的な対応に関するもの，事務処理・事
務ミスに起因するものよりも，些細な事務ミス等に言いがかりをつける，ク
レーマーからの悪質なクレームの方が多い。

（４）　クレームやトラブルの対応いかんによっては，解決までに長時間を要したり，
予想外の問題に発展したりする可能性もあり，ひいては金融機関の公共性や社
会的責任を問われかねない状況となっている。

［問 44］　お客様からの苦情や問合せ，クレーム・トラブルの要因について，適切
なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　「苦情」とは，顧客の不満に基づく，金融機関に対する何らかの要求行為を
意味する。

（２）　「苦情」や「問合せ」の原因は，顧客の思い違いや理解不足にある場合が最
も多い。

（３）　最初は苦情や問合せであったものが，金融機関の初期対応が不誠実であった
こと等に起因し，クレームに発展することがある。

（４）　金融機関のクレームやトラブル対応・処理の問題は，顧客満足に関する取組
上必要なことであるが，金融機関の危機管理レベルにまで発展することはない。
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［問 45］　苦情等が発生した場合の申立者への対応法について，適切なものはいく
つあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．事務ミス等に起因する苦情等については，「繁忙日のため」，「担当職員が不在
のため」，「人員が少ないため」，「コンピュータ処理の都合により」等を理由に，
まず謝罪することが重要である。

ｂ．苦情等に対する説明は，専門用語，金融機関用語を使わず，相手の立場に立っ
た理解しやすい言葉で説明する。

ｃ．謝罪した結果，相手から何らかの要求や要望があった場合，応じられるか否か
を明確に回答し，応じられないことに対し，曖昧な返事や安請け合いは絶対に
しない。

ｄ．顧客の話の途中であっても，顧客の言い分に誤りがあればその場で指摘し，言
い分に対して弁明するなど，都度，意思疎通を図ることが必要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 46］　危機管理について，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。
（１）　危機とは，「自然災害，事故，風評等により，当該金融機関の資産，活動，

人命が危機にさらされ，経営を深刻な事態に至らしめる恐れがあり，緊急の行
動を取る必要があると判断される状態」をいう。

（２）　危機管理に関しては，金融庁の監督指針等において，「危機管理マニュアル」
の策定を行っておくことが明記されているが，「業務継続計画」の策定を行う
ことについては明記されていない。

（３）　不祥事は，「金融機関に対する信任が急速に低下する事態」であるが，一般
に不祥事は危機管理の範疇には入らないとされる。

（４）　一般に，不祥事はそれを起こした金融機関のみの信用失墜にとどまる。
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［問 47］　不祥事の再発防止策の策定と経営レベルのマネジメントについて，適切
でないものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．不祥事の再発防止に向けた行動計画の内容は，具体的に，いつ，誰が（どの部
門が），何を，どのように実行するのかをスケジューリングして，マネジメン
トする必要がある。

ｂ．不祥事の再発防止策は，関係各部の対応の足並みが揃うよう，コンプライアン
スの問題として，コンプライアンス統括部門がすべて協議・策定することが望
ましい。

ｃ．理事会において，不祥事再発防止策にかかる行動計画を可能な限り速やかに審
議，決定する必要があるが，その後の実務的な対応は，コンプライアンス統括
部門等の統括部門に任せる。

ｄ．監事は，不祥事未然防止策（再発防止策）の策定に関与するとともに，監事監査
等において未然防止策の実施状況等の監視を行い，牽制機能の確保に努める。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 48］　不祥事の再発防止に向けた施策例として，適切でないものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．不祥事が発生した場合のみ，コンプライアンス責任者や内部役席に対し，不祥
事の未然防止に係る事務管理，人事管理およびコンプライアンス管理上のポイ
ントを織り込んだ研修を実施する。

ｂ．検査部門（または監査部門）が単体で，検査や監査等により把握した内部管理体
制の問題点の改善指導を徹底する。

ｃ．渉外業務において，顧客の届け金受取確認方法，渉外担当職員の使用印の管理
方法等，リスクの高い業務だけでなく，どのような場合も必ずリスクの低い業
務を含めてすべての業務を抜本的に見直す。

ｄ．融資業務において，融資案件の進捗管理は，基本的に担当者に関わらせること
はさせず，管理者または支店長がすべて行うよう管理方法を見直す。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 49］　風評リスクについて，以下の（　①　）～（　④　）に当てはまる語句の組
合せとして，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

　風評リスクとは，一般的に「噂や憶測，（　①　）といった（　②　）情報や，何ら
かの事件事故事象の発生に伴う風評により，また，誤解，誤認，誇大解釈などによ
り，事業に対して（　③　）損失を被るリスク」をいう。
　実際，風評リスクは避けられないことから，風評に基づく誤った行為に発展しな
いようにする必要がある。これを防ぐためには，日ごろから（　④　）に対して，適
時適切に説明責任を果たしていく必要がある。
（１）　①　評判　　　　②　あいまいな　　③　直接間接の
　　　④　ステークホルダー
（２）　①　誹謗中傷　　②　あいまいな　　③　間接的な
　　　④　ステークホルダー
（３）　①　評判　　　　②　抽象的な　　　③　直接間接の
　　　④　貯金者
（４）　①　誹謗中傷　　②　無責任な　　　③　間接的な
　　　④　貯金者

［問 50］　平時における風評リスク管理，および風評リスク発生時の対応について，
適切でないものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．平時においては，風評リスク管理計画の対策について，他金融機関の風評事例
などをもとに見直しを行い，実効性を確保しておく。

ｂ．風評リスク発生時においては，収集した情報の事実の分別により，事実に基づ
く風評か否かを識別する。

ｃ．風評リスク発生時において対外的な広報が必要な場合には，本部・営業店を問
わず，できるだけ多部門，多人数で対応できるよう人員や場所を確保する。

ｄ．風評リスク発生時においては，低リスクレベルであれば，緊急危機対応は発動
しない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ



答案作成上のご注意

1　所持品
　受験票・鉛筆（HB）・消しゴム

2　解答用紙の記入方法
⑴　受験票の受験番号・氏名が解答用紙の受験番号・氏名と一致していることを
確認のうえ，解答用紙の氏名欄にカタカナ名を記入してください。

⑵　コンピューターの印字がない白地の解答用紙を使用する場合は，受験票記載
の受験番号・金融機関コード・漢字名・カタカナ名を記入してください。

⑶　解答用紙を折りまげたり，破ったりしないでください。また，解答用紙が著
しくよごれたときは，監督者に申し出て新しい（白地の）解答用紙と取りかえ
てください。その際は，受験番号・金融機関コード・漢字名・カタカナ名を記入
のうえ，受験番号も忘れずにマークしてください。

3　マークの記入方法
　　この試験は，マーク・シート方式です。
⑴　正しいマーク例　　　はみださないよう鉛筆で塗りつぶしてください。

⑵　誤ったマーク例

⑶　訂正方法
　消しゴムで跡が残らないようきれいに消してください。
　  消し方が不完全な場合には二重解答となり採点されません。

4　本試験の正解は2021年2月12日（金）を目途に次のインターネットサイトに掲
示いたします。https://www.nc-academy-answer.net/

　アクセスする際は，上記URLを直接入力するか，右記QRコー
ドを読み取りして，ダイレクトにアクセスしてください。

 ㈱農林中金アカデミーのトップページからアクセスすると，ア
クセス集中によって長時間待たされる，あるいは操作が停止する
ことになりますので控えてください。


