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解説編の利用にあたって

1 ．本書は，2021年２月６日実施の第48回信用事業業務検定試

験「不祥事防止マネジメント」に出題した試験問題の解答

と解説を収録しています。

2 ．試験問題は，弊社ホームページに掲載中の別ファイルをご

利用下さい。第46回から，試験問題と解答・解説を分けて

いますので，ご注意下さい。

3 ．解説に，2020年度の通信教育テキストの参照ページを記載

していますが，今後，通信教育テキストの改訂により参照

ページが変更になる可能性がありますので，ご注意ください。

4 ．解説は，原則として，選択肢の順序にあわせて記述してあ

りますが，説明の都合上必ずしもこの順序になっていな

いものもあります。

5 ．なお，試験問題と解説は，試験実施日を基準にしておりま

すので，勉強にあたっては，その後の「法令・規則・制

度等」の改正，変更にご注意下さい。

本書の内容についての照会先 　　　　　　

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１−12−１

農林中金アカデミー研修企画部

TEL　03−3217−3420
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不祥事とコンプライアンス

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。⑴～⑷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。

⑴　なし（すべて適切でない）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　88％

正解　⑴	

　解　説　

ａ．適切でない。金融機関は顧客との信

頼関係の上に成り立っており，いかな

る事情・理由であれ，不祥事が発生し

て対外的に公表されることになれば，

信用が著しく失墜し，金融機関として

の社会的責任を果たせなくなる。テキ

スト No.1 P6「1. 不祥事の防止が金融

機関生き残りの条件」参照。

ｂ．適切でない。金融機関に対する業務

改善命令の発出と，その公表は本来は

別のものであるが，不祥事のようにコ

ンプライアンス態勢上の不備に起因す

る業務改善命令の場合は，金融機関に

自制と自浄作用を促す観点から，原則

として事実を公表するのが慣例となっ

ている。テキスト No.1 P8「2. 不祥事

と業務改善命令⑵」参照。

ｃ．適切でない。不祥事発生による信用

失墜は，金融機関の営業推進や業績に

も大きな影響を及ぼしかねない。単に

コンプライアンス上の問題ではなく，

業績向上も含む経営上の重要な問題と
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してとらえる必要がある。テキスト

No.1 P6「1. 不祥事の防止が金融機関

生き残りの条件」参照。

ｄ．適切でない。不祥事は，金融機関の

企業体としての問題だけでなく，当然

に不祥事を起こした当事者の責任を問

われることになり，その家族，上司，

同僚など多くの人間を不幸に巻き込ん

でしまうことにもなりかねない，重大

な問題である。テキスト No.1 P6「1. 不

祥事の防止が金融機関生き残りの条件」

参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑴が本問の正解である。

業務改善命令発出のプロセス

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⑴～⑷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。

⑴　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

⑵　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

⑶　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

⑷　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

	 正解率　53％

正解　⑵	

　解　説

　　テキスト No.1 P8「3. 不祥事に対す

る行政上の措置」参照。

法令上の不祥事の定義

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。⑴～

⑷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
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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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　21％

正解　⑷	

　解　説

ａ．適切でない。現金，手形，小切手，

または有価証券等の有価物の紛失（盗

難に遭うことおよび過不足を生じさせ

ることを含む）のうち，金融機関の業

務の特性，規模，その他の事情に照らし，

これらの業務の管理上重大な紛失と認

められるものは，故意，過失を問わず

法令上の不祥事に該当する。テキスト

No.1 P11「1. 不祥事とは⑴」参照。

ｂ．適切でない。「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，法令

上の不祥事の対象とされている。テキ

スト No.1 P11「1. 不祥事とは⑴」参照。

ｃ．適切でない。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」

または「その恐れがある行為」は，法

令上の不祥事に該当する。この行為の

基準は，別途法令で明記されている。

テキスト No.1 P11「1. 不祥事とは⑴」

参照。

ｄ．適切でない。金融機関で不祥事が発

生した場合，当該金融機関は，その発

生を知った日から（発生した日からで

はない）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。テキスト No.1 P11「1. 不祥

事とは⑴」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑷が本問の正解である。

不祥事に対して行政当局が示す指針

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。

⑴～⑷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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ
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⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　43％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切でない。不祥事の対外的な対応

については，「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

実については，警察等関係機関へ通報

すること」とされている。不祥事につ

いては，すべて監督当局に報告するの

は当然のことながら，刑罰法令に抵触

している恐れのある事実については，

監督当局の指示とは別に，金融機関か

ら直接，警察等関係機関へ通報するこ

とが必要である。テキスト No.1 P16

「1. 不祥事防止は営業店のリスク管理の

要」参照。

ｂ．適切。テキスト No.1 P16「1. 不祥事

防止は営業店のリスク管理の要」参照。

ｃ．適切でない。「不祥事の調査・解明は，

事件とは独立した部門（内部監査部門）

で行い，不祥事の発生原因を分析し，

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」とされている。不祥

事の調査・解明を，事件の発生した部

門が担当することは適切でない。テキ

スト No.1 P16「1. 不祥事防止は営業店

のリスク管理の要」参照。

ｄ．適切。テキスト No.1 P16「1. 不祥事

防止は営業店のリスク管理の要」参照。

　　したがって，b,d が適切であるため，

⑵が本問の正解である。

不祥事が発生する背景

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⑴～⑷の中から 1つ選

びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　99％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切でない。事務に関する基本原則

やルールが完璧に整備されていても，

それらが遵守されなければ不祥事は発

生する。応用問題。テキストに記述なし。

⑵　適切。テキスト No.1 P19「2. 不祥事

を引き起こす背景⑶」参照。

⑶　適切でない。職員間のコミュニケー

ションがよく取れた風通しの良い職場，

事務管理体制等のマネジメントがしっ

かりしている職場では，不祥事は起こり

にくい。したがって，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，不祥事の間には大きな因

果関係がある。テキスト No.1 P17 ～
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18「2. 不祥事を引き起こす背景⑵」参照。

⑷　適切でない。支店長が営業店の内部

事務を，次長や内部担当役席等に任せ

きりにするなど，自らが内部事務に関

心を持たないことが相互牽制機能を低

下させ，不祥事発生の一因となる。テ

キスト No.1 P19「2. 不祥事を引き起こ

す背景⑶」参照。

　　したがって，⑵が適切なため，これ

が本問の正解である。

不祥事防止に向けた管理者の役割と責務

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。⑴

～⑷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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　96％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切でない。管理者は「不祥事はど

の営業店でも起きうるものである」と

いう認識を持ち，自ら不祥事防止のた

めの対応を取ることが必要である。テ

キスト No.1 P21「4. 不祥事防止に向け

た管理者の役割と責務」参照。

ｂ．適切。テキスト No.1 P22「1. 事務リ

スク管理の徹底⑴」参照。

ｃ．適切でない。事務や事務管理を特定

の担当者や管理者に任せきりにすると，

相互牽制機能が働きにくくなり，事後

の点検，店内検査等も形式的なものに

なってしまう。そのため，不祥事発生

の温床となりかねず，仮に不祥事が発

生しても発見が遅れてしまうことにな

りかねない。テキスト No.1 P22「1. 事

務リスク管理の徹底⑵」参照。

ｄ．適切。テキスト No.1 P23「2. 人事管

理⑴」参照。

　　したがって，b,d が適切であるため，

⑵が本問の正解である。

職 場 離 脱 措 置

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⑴～

⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。
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⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　96％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切でない。職場離脱措置の着実な

実施は，特に人事異動や人事ローテー

ションが難しい営業店において，不祥

事防止の観点から重要な意味を持つが，

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わけではな

い。管理者を含む全職員が対象である。

テキスト No.1 P26「3. 定期的な人事

ローテーションの実施⑵」参照。

⑵　適切でない。金融機関の職員に，最

低限年 1 回，1 週間連続して職場を離

脱させることは，法令上の義務となっ

ているわけではない。テキスト No.1 

P26「3. 定期的な人事ローテーション

の実施⑵」参照。

⑶　適切。テキスト No.1 P26「3. 定期的

な人事ローテーションの実施⑵」参照。

⑷　適切でない。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

するものであり，抜き打ち（予告なし）

で実施することが望ましいが，義務で

はない。管理者は，期初に年間の休暇

ローテーションを組み，策定したスケ

ジュールに従い，計画的かつ着実に休

暇を取得するよう管理する必要がある。

テキスト No.1 P26「3. 定期的な人事

ローテーションの実施⑵」参照。

　　したがって，⑶が適切なため，これ

が本問の正解である。

詐欺罪・業務上横領罪等

問　8　詐欺罪・業務上横領罪等について，適

切なものを⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　詐欺罪を犯したものは，10 年以下の懲役

に処せられる。

	 正解率　62％

正解　⑷	

　解　説

⑴　適切でない。設問のような行為は，「詐

欺罪」にあたる。テキスト No.1 P30

「1. 詐欺事件とは」参照。

⑵　適切でない。設問のような行為は，「業

務上横領罪」にあたる。応用問題。テ

キストに記述なし。
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⑶　適切でない。設問のような行為は，

詐欺罪の一種である「電子計算機使用

詐欺罪」にあたる。テキスト No.1 P30

「1. 詐欺事件とは」参照。

⑷　適切。テキスト No.1 P30「1. 詐欺事

件とは」参照。

　　したがって，⑷が適切なため，これ

が本問の正解である。

渉 外 係 員 の 行 動 管 理

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⑴～⑷の中から 1つ選

びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　97％

正解　⑷	

　解　説

⑴　適切。テキスト No.1 P32「4. 再発・

未然防止策⑴」参照。

⑵　適切。テキスト No.1 P32「4. 再発・

未然防止策⑴」参照。

⑶　適切。テキスト No.1 P32「4. 再発・

未然防止策⑴」参照。

⑷　適切でない。通帳や証書は，本来，職

員（管理者も含む）が預からないことが

原則である。やむを得ず渉外役席が管

理する場合は，「預かり通帳・証書管理

簿」等に記載して管理する。テキスト

No.1 P32～ 33「4. 再発・未然防止策⑴」，

P36～37「4. 再発・未然防止策（6）」参照。

　　したがって，⑷が適切でないため，

これが本問の正解である。

現金を届ける場合の業務管理

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。⑴～⑷

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。

⑴　1 つ
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⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　71％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切でない。現金届けが，取引先か

らの依頼であったことを明確にするた

めに，「現金届け依頼書」等は取引先

に記入してもらう。テキスト No.1 P33

「4. 再発・未然防止策⑵」参照。

ｂ．適切。テキスト No.1 P33「4. 再発・

未然防止策⑵」参照。

ｃ．適切。テキスト No.1 P33「4. 再発・

未然防止策⑵」参照。

ｄ．適切でない。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

を行うのは，渉外係員ではなく内部事

務担当者である。渉外係員自身が印鑑

照合を行ったのでは，牽制機能が働か

ない。テキスト No.1 P33「4. 再発・未

然防止策⑵」参照。

　　したがって a,d が適切でないため，

⑵が本問の正解である。

背 任 罪

問　11　背任罪について，適切でないものを

⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　62％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切。テキスト No.1 P38「1. 背任事

件とは」参照。

⑵　適切。テキスト No.1 P38「1. 背任事

件とは」参照。

⑶　適切でない。自 JA・JF の損害とは，

財産が実際に減少した場合だけでなく，

得るべき利益を喪失した場合も含むと

される。テキスト No.1 P38「1. 背任事

件とは」参照。

⑷　適切。テキスト No.1 P38「1. 背任事

件とは」参照。

　　したがって，⑶が適切でないため，

これが本問の正解である。

個 人 情 報 の 流 出

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。⑴～⑷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
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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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　93％

正解　⑷	

　解　説

ａ．適切でない。勤務先金融機関の了解

を得ていても，個人情報を紛失した事

実に変わりはなく，個人情報の漏洩事

案にあたる。テキスト No.1 P51「1. 個

人情報漏洩の事例⑵」参照。

ｂ．適切でない。勤務時間内，業務終了

後または休日（勤務時間外）にかかわ

らず，金融機関の保有する個人情報を

紛失した場合には，個人情報の漏洩事

案にあたる。テキスト No.1 P52「1. 個

人情報漏洩の事例⑶」参照。

ｃ．適切でない。個人情報が含まれる書

類を金融機関内部で紛失しており，外

部への漏洩の可能性が低いとしても，

発見できていない以上個人情報の漏洩

事案にあたる。テキスト No.1 P52 ～

53「1. 個人情報漏洩の事例⑷」参照。

ｄ．適切でない。強盗事件に巻き込まれ

るなどの不慮の事故であっても，顧客

情報を紛失した事実に変わりはなく，

個人情報の漏洩事案にあたる。テキス

ト No.1 P54 ～ 55「1. 個人情報漏洩の

事例⑸」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑷が本問の正解である。

個人情報漏洩時の対応

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。⑴～⑷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
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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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　21％

正解　⑶	

　解　説

ａ．適切でない。金融庁ガイドライン 17

条では，個人情報が漏洩した場合には，

監督官庁に直ちに（漏洩を知った日か

ら 30 日以内ではない）報告すること

が求められている。テキスト No.1 P49

「3. 個人情報保護法の概要（9）」参照。

ｂ．適切でない。金融庁ガイドラインでは，

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）に，速や

かに漏洩等の事実関係を通知すること

が求められているが，家族，関係者に

通知することは求められていない。テ

キスト No.1 P49「3. 個人情報保護法の

概要（9）」参照。

ｃ．適切でない。金融庁ガイドラインで

は，個人情報が漏洩した場合には，漏

洩等の事実関係および再発防止策等を

早急に公表することが求められている。

テキスト No.1 P49「3. 個人情報保護法

の概要（9）」参照。

ｄ．適切。テキスト No.1 P49 ～ 50「3. 個

人情報保護法の概要（10）」参照。

　　したがって，a,b,c が適切でないため，

⑶が本問の正解である。

守 秘 義 務

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，⑴～⑷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　）。

⑴　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

⑵　①　顧客の同意

　　②　商慣習

　　③　直接的に

　　④　対象となる

⑶　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

⑷　①　顧客の同意

　　②　信義則

　　③　直接的・間接的に
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　　④　対象とならない

	 正解率　89％

正解　⑴	

　解　説

　　テキスト No.1 P59 ～ 60「1. 守秘義

務について⑴，⑵」参照。

守 秘 義 務 違 反 の 防 止

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。⑴～⑷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）

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　72％

正解　⑷	

　解　説

ａ．適切でない。金融機関から，キャッ

シュカードの暗証番号を顧客に聞く対

応は不適切である。応用問題。顧客から

電話で貯金残高や振込の有無等の照会

があった場合には，その場で即答せず

に，折り返し電話し，相手が本人である

ことを確認の上で回答するようにする。

テキスト No.1 P67 ～ 70「4. 守秘義務

違反事例と防止対策違反事例①」参照。

ｂ．適切でない。信用照会制度は，信用照

会が金融機関間で行われている限りは

守秘義務違反にはならないものの，そこ

で得られた情報を取引先等の第三者に

開示することは認められておらず，これ

に違反した場合には守秘義務違反とな

る。テキストNo.1 P70～71「4. 守秘義務

違反事例と防止対策違反事例②」参照。

ｃ．適切でない。相続人が複数いる場

合には，相続人が各自に被相続人の財

産について確認し，調査する権限があ

るので，相続人であることを確認でき

れば，1 人に対して回答したとしても

守秘義務違反とはならない。テキスト

No.1 P63 ～ 64「1. 守秘義務について

⑸ケース 3」参照。

ｄ．適切でない。税務署による税務調査

には強制捜査と任意捜査があり，強制

捜査については拒否できないものの，
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任意調査については金融機関が応じる

か応じないかを判断することができる。

ただし，社会通念上，相当な限度での

任意調査については，金融機関に「受

認義務」があり，顧客に対して守秘義

務があることを理由に拒否することは

できない。テキストNo.1 P61～62「1.守

秘義務について⑸ケース 1」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑷が本問の正解である。

優 越 的 地 位 の 濫 用

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。⑴～⑷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。

⑴　なし（すべて適切でない）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　59％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切。テキスト No.1 P76「1. 優越的

地位の濫用と金融機関業務」参照。

ｂ．適切でない。優越的地位の濫用は，

独占禁止法（私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律）に規定され

ている。テキスト No.1 P76「1. 優越的

地位の濫用と金融機関業務」参照。

ｃ．適切でない。優越的地位の濫用によ

る問題は，融資取引における貸す側，

借りる側の地位・立場の違いによって

発生する可能性が高いといえるが，融

資先に貯金や預かり資産等の購入を依

頼する場合など，融資取引以外でも生

じる可能性はある。テキスト No.1 P76

～ 77「1. 優越的地位の濫用と金融機関

業務」参照。

ｄ．適切でない。優越的地位の濫用は，

公正取引委員会が不公正な取引方法

の 1 つとして告示している。テキスト

No.1 P78 ～ 79「3. 公正取引委員会と

金融庁の取組み」参照。

　　したがって，a が適切なため，⑵が

本問の正解である。

独 占 禁 止 法 違 反

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。⑴～⑷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
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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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　71％

正解　⑶	

　解　説

ａ．問題となる。融資に関する不利益な

取引条件の設定・変更にあたるため，

独占禁止法上問題となる。テキスト

No.1 P77「2. 独占禁止法上で問題とな

る行為⑴」参照。

ｂ．問題となる。融資に関する不利益な

取引条件の設定・変更にあたるため，

独占禁止法上問題となる。テキスト

No.1 P77「2. 独占禁止法上で問題とな

る行為⑴」参照。

ｃ．問題となる。債権保全に必要な限度

を超えて定期貯金の増額要請を行った

場合には，独占禁止法上問題となる。

テキスト No.1 P78「2. 独占禁止法上で

問題となる行為⑵」参照。

ｄ．問題とならない。金融機関の内規で

定める債務者区分のランクダウン等に

より，貸出先のリスク（信用度）を踏

まえて金利の引上げを要請することは，

独占禁止法上問題にならないと解され

る。応用問題。テキストに記述なし。

　　したがって，問題となるものは a,b,c

であるため，⑶が本問の正解である。

借入れのセールスをする場合の留意点

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。⑴～⑷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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ
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⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　85％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切。仮に貸出先に資金需要がない

と思っていても，財務面をよく見ると，

例えば長期借入れと短期借入れのバラ

ンスが取れておらず，潜在的な資金ニー

ズが明らかになり，結果として借入れ

につながるケースもある。しっかりと

した企業分析・資金分析を行った上で，

借入れのセールスをすることが重要で

ある。テキスト No.1 P85「3. 再発・未

然防止対策とマネジメント」参照。

ｂ．適切でない。あくまでも貸出先に借入

れのニーズ，つまり資金需要があること

が前提である。テキスト No.1 P85「3. 再

発・未然防止対策とマネジメント」参照。

ｃ．適切でない。金融機関が借入れのセー

ルスを行った結果，実際に申込みがな

された場合でも，通常の申込案件と同

様の審査を行うことが重要であり，通

常の融資と別枠としたり，無条件で融

資に応じたりするようなことがあって

はならない。テキスト No.1 P85「3. 再

発・未然防止対策とマネジメント」参照。

ｄ．適切。テキスト No.1 P85「3. 再発・

未然防止対策とマネジメント」参照。

　　したがって，a,d が適切であるため，

⑵が本問の正解である。

セクシャル・ハラスメントの防止

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。

⑴～⑷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。

⑴　なし（すべて適切でない）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　80％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切でない。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，事業主の義務規定とされてい

る。テキスト No.1 P88「1. セクハラ防

止とコンプライアンス⑴」参照。

ｂ．適切でない。「対価型セクシャル・ハ

ラスメント」という。テキスト No.1 

P89「2. どのような言動が問題化する

か⑴」参照。

ｃ．適切でない。男性もセクシャル・ハ

ラスメントの被害者として認められる。

応用問題。テキストに記述なし。
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ｄ．適切でない。セクシャル・ハラスメ

ントは，相手との心理的な距離感の認

識相違やズレから生ずることが多いた

め，マニュアル作成による言動規制で

は防止が難しい。心理的な距離感を適

正に保つという観点に立ち，職場のコ

ミュニケーションの問題を解決するこ

とが重要である。テキスト No.1 P90

～ 92「3. セクハラの発生原因と防止対

策⑴，⑵」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑴が本問の正解である。

浮 貸 し

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⑴～⑷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。

⑴　①　優越的立場

　　②　自己

　　③　貸借の媒介

　　④　刑法

⑵　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

⑶　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

⑷　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

	 正解率　86％

正解　⑶	

　解　説

　　テキスト No.1 P93「1. 浮貸しの事例

と防止対策⑴」参照。

導 入 預 金

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，⑴～

⑷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。

⑴　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

⑵　①　金銭上の利益
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　　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

⑶　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

⑷　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

	 正解率　85％

正解　⑴	

　解　説

　　テキスト No.1 P95 ～ 96「2. 導入預

金の事例と防止対策⑴，⑵」参照。

各 種 業 法

問　22　各種業法について，適切なものはい

くつあるか。⑴～⑷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。

⑴　なし（すべて適切でない）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　78％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切でない。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

士法には抵触しない。テキスト No.1 

P102「2. 税務・法務相談と業法違反の

防止⑶」参照。

ｂ．適切でない。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しても，違

法な脱税のための資金ではないので，

金融機関が脱税幇助をしたことにはな

らない。テキストNo.1 P101「2. 税務・

法務相談と業法違反の防止⑵」参照。

ｃ．適切でない。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，具体的な回答をする行

為は，相談料（報酬）を受け取ってい

ない場合でも税理士の業務とみなされ，

税理士法に違反する可能性がある。テ
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キスト No.1 P100「2. 税務・法務相談

と業法違反の防止⑴」参照。

ｄ．適切でない。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，報酬を受けるか否かにかかわ

らず宅地建物取引業法上，無免許営業

とみなされる可能性がある。テキスト

No.1 P98 ～ 99「1. 住宅ローン業務と

業法違反の防止⑴」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑴が本問の正解である。

景 品 表 示 法

問　23　景品表示法について，適切でないも

のを⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　78％

正解　⑷	

　解　説

⑴　適切。テキスト No.1 P103「1. 景品

表示法とコンプライアンス⑴」参照。

⑵　適切。テキスト No.1 P103「1. 景品

表示法とコンプライアンス⑴」参照。

⑶　適切。テキストNo.1 P103～104「1.景

品表示法とコンプライアンス⑵」参照。

⑷　適切でない。このような行為は，景

品表示法における不当表示のうち「優

良誤認」にあたる。

　　したがって，⑷が適切でなく，これ

が本問の正解である。

反社会的勢力への対応等

問　24　反社会的勢力への対応について，適切

でないものを⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　金融機関の些細な事務処理ミスに付け込
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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。

	 正解率　99％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切。テキストNo.1 P109～110「2.金

融機関の業務と不祥事発生の防止⑴」

参照。

⑵　適切でない。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，それのみを理由に謝

絶することができる。テキスト No.1 

P109 ～ 110「2. 金融機関の業務と不祥

事発生の防止⑴」参照。

⑶　適切。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。また，当

該行為の程度によっては，威力業務妨

害，偽計業務妨害等の刑事告訴の対象

となるため，警察や顧問弁護士等と相

談し，最善の対応を検討すべきである。

テキスト No.1 P110 ～ 111「2. 金融機

関の業務と不祥事発生の防止⑵」参照。

⑷　適切。テキスト No.1 P110「2. 金融

機関の業務と不祥事発生の防止⑵」参

照。

　　したがって，⑵が適切でないため，

これが本問の正解である。

不 祥 事 の 発 生 要 因

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。⑴～

⑷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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　72％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切でない。金融機関が定める規定，

マニュアル，要領等の各種ルールは，

通常「法令違反を犯さない」ための注

意点が盛り込まれており，これら内部

のルールを厳格に遵守することが法令

等遵守につながり，結果として不祥

事防止につながる。テキスト No.2 P8
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「2. 事務規定遵守の必要性」参照。

ｂ．適切。不祥事の発生原因が仮に職員

の個人的な事情にあっても，当然，そ

れを許した金融機関側にも大きな責任

がある。金融機関に厳格な牽制機能が

働いていれば，不祥事に至ることはな

い。テキスト No.2 P6「1. 事務規定（法

令）違反による不祥事の発生」参照。

ｃ．適切でない。不祥事は大きく，それ

を引き起こす職員の個人的な問題と，

金融機関の事務リスク管理体制やコン

プライアンス態勢の不備という，2 つ

の要因が重なって発生する。テキスト

No.2 P6「1. 事務規定（法令）違反に

よる不祥事の発生」参照。

ｄ．適切。テキストNo.2 P9「3.事務チェッ

ク体制の不備が不祥事につながる」参

照。

　　したがって，a,c が適切でないため，

⑵が本問の正解である。

不 祥 事 と 法 令 違 反

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。⑴～⑷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。

⑴　なし（すべて適切でない）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　92％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切でない。金融機関の職員が重大

な法令違反を犯し，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

全くない場合でも，当然に法令違反に

あたる。認識がないことについての過

失の有無は関係ない。テキスト No.2 

P9 ～ 10「4. 法令違反の自覚なしに不

祥事に至るケース⑴」参照。

ｂ．適切でない。原因が事務ミスであっ

ても，個人情報の漏洩にあたり，個人

情報保護法違反となる。テキスト No.2 

P10「4. 法令違反の自覚なしに不祥事

に至るケース⑵」

ｃ．適切でない。取引先のためという同
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情の余地はあっても，「浮貸し」という

不祥事にあたる。自己の預貯金であっ

ても不祥事である。テキスト No.2 P9

「4. 法令違反の自覚なしに不祥事に至る

ケース⑴」参照。

ｄ．適切でない。原因が印刷業者の印刷

ミスであっても，金融機関の職員の行

為によって個人情報の漏洩につながっ

ており，個人情報保護法違反にあたる。

テキスト No.2 P10「4. 法令違反の自覚

なしに不祥事に至るケース⑵」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑴が本問の正解である。

不 祥 事 の 前 兆 行 動

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⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　定時に退社する日数が増加した。

⑷　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。

	 正解率　99％

正解　⑶	

　解　説

⑴　当てはまる。生活ぶり（派手か地味

かなど）は人それぞれ違うため，一概

に評価できるものではないが，1 つの

判断基準として本人の収入が挙げられ

る。本人の収入水準に比べて生活が派

手で目立ったり，これまでと比べて急

に生活に派手さが見られるなど大きな

変化が生じた場合には，不祥事の可能

性を疑う必要はある。テキスト No.2 

P15「2. 職員の内情を理解するための

人事管理⑴」参照。

⑵　当てはまる。例えば，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ったり，

私用の電話が目立つような傾向があれ

ば，不祥事を犯している可能性を疑う

必要はある。テキスト No.2 P15「2. 職

員の内情を理解するための人事管理⑴」

参照。

⑶　当てはまらない。無許可あるいは許

可を得て早退するようなケースが顕著

に見られる場合は，本人に何らかの問

題が生じている可能性もあり，不祥事

の前兆行動等として疑う必要性はある

が，所定労働時間を終えて定時で退社

することについては，特段の問題はな

いと推測され，不祥事の一般的な前兆

行動には当たらない。ただし，これま

での行動とあまりに顕著な違いがある

ようであれば，面談等を通じて理由を

確認することは，管理者として必要な

対応である。応用問題。テキストに記

述なし。

⑷　当てはまる。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

子が見られる場合，本人に何か重大な

問題が生じている可能性がある。それ

が直ちに不祥事であるとは言い切れな

いが，不祥事の可能性を疑う必要はあ

る。テキスト No.2 P15「2. 職員の内情

を理解するための人事管理⑴」参照。

　　したがって，⑶が当てはまらないた
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め，これが本問の正解である。

不祥事防止の人事管理

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⑴～⑷

の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　99％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切でない。近年，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がいることも

事実であるが，不祥事防止ためには，

管理者は部下のプライベートな生活や

家庭状況について，ある程度把握して

おく必要がある。テキスト No.2 P16

「2. 職員の内情を理解するための人事管

理⑵」参照。

⑵　適切。自店の職員が多重債務に陥っ

ていることを発見した場合には，人事

部門と連携の上で，本人と直接面談し，

現在の債務状況，今後の返済計画等を

確認し，必要に応じて専門家によるカ

ウンセリングを受けさせるなどの対

応を取ることが必要である。テキスト

No.2 P14「1. 不祥事の背景にある職員

の家庭的事情」参照。

⑶　適切でない。職員の家庭環境や問題

を把握するために，管理者は定例的に

面談を行い，ヒアリング等を行うこと

が必要である。テキスト No.2 P15「2. 職

員の内情を理解するための人事管理⑵」

参照。

⑷　適切でない。職員に関する情報は，

日頃の会話や，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ケースもあり，

管理者はこうした情報にアンテナを高

くしておくことも必要である。テキス

ト No.2 P15 ～ 16「2. 職員の内情を理

解するための人事管理⑵」参照。

　　したがって，⑵が適切なため，これ

が本問の正解である。

取引先との癒着と不祥事

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。⑴～⑷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
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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。

⑴　なし（すべて適切でない）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　99％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切でない。現在，融資の新規申込

みを受けている取引先から，飲食等の

接待を受けることは，融資の判断に影

響を及ぼす可能性があるため，問題と

なる行為である。テキスト No.2 P18

「1. 癒着による不祥事例と情実融資」参

照。

ｂ．適切でない。現在，業況が順調で取

引振りが良好であっても，将来，業績

が悪くなることも考えられ，普段から

飲食等の接待を受けていると，いつ情

実に流されるか分からない。そもそも，

業況の良し悪しにかかわらず，飲食等

の接待を受けることで取引先と癒着し

ないようにすることが必要である。応

用問題。テキストに記載なし

ｃ．適切でない。融資の実行後であって

も，取引継続の観点から，今後の取引

に影響を及ぼす可能性がある。テキス

ト No.2 P18 ～ 19「1. 癒着による不祥

事例と情実融資」参照。

ｄ．適切でない。担当者は融資案件につ

いて直接的な決裁権限者ではないが，

決裁権限者に意見具申する立場にあり，

間接的に融資判断に影響を及ぼす可能

性がある。テキストNo.2 P18～19「1.癒

着による不祥事例と情実融資」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑴が本問の正解である。

融資に関する内部ルール

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⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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
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ための規制で，独占禁止法により規定され

ている。

	 正解率　94％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切でない。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

法は，一般に「分割実行」と言われる

が，分割実行は法令違反を回避するた

めに行われるものではない。なお，法

令違反を回避するために，同一人に対

して名義を分散するなどして，形式上

あたかも複数の者に融資を行うような

形態を取る方法を「分割融資」という。

テキスト No.2 P20「2. 融資に関する内

部ルールと不祥事」参照。

⑵　適切。テキスト No.2 P20「2. 融資に

関する内部ルールと不祥事」参照。

⑶　適切でない。設問のような融資方

法は，「迂回融資」という。テキスト

No.2 P20「2. 融資に関する内部ルール

と不祥事」参照。

⑷　適切でない。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る金

融機関のリスクを分散するとともに，信

用が適正配分されることを目的とした

制度であり，銀行法などの法令に基づ

く規制である。テキスト No.2 P19「2. 融

資に関する内部ルールと不祥事」参照。

　　したがって，⑵が適切なため，これ

が本問の正解である。

不祥事の発生要因となる職員の状況等

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。⑴～⑷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。

⑴　なし（すべて当てはまる）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　91％

正解　⑴	

　解　説

ａ．当てはまる。組織において自分の意

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

態が続くと，不祥事につながる可能性

がある。テキスト No.2 P24「2. 自己の

満足への欲求による不祥事」参照。

ｂ．当てはまる。成果至上主義のもと，

自店の評価，自分の業績を優先しよう

する心理が働くと，法令やルールの遵

守に対する意識が弱くなり，不祥事に

つながる可能性がある。テキスト No.2 

P26「3. 組織への過剰適応が招く不祥
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事」参照。

ｃ．当てはまる。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

が収入を上回りアンバランスが生じる

と，一時的には不足する資金を貯蓄の

取り崩し等で賄っていたとしても，い

ずれ金銭的な困窮に陥り不祥事につな

がる可能性がある。テキスト No.2 P23

「1. 経済的困窮による不祥事⑵」参照。

ｄ．当てはまる。ストレス発散法が依存

になると，不祥事につながる可能性が

ある。テキスト No.2 P22 ～ 23「1. 経

済的困窮による不祥事⑴」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて当てはま

るため，⑴が本問の正解である。

マズローの人間欲求の段階説

問　32　以下の⑴～⑷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。⑴～

⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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

⑵　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

⑶　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

⑷　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

	 正解率　83％

正解　⑵	

　解　説

　　マズローの欲求 5 段階説は，「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」

の段階を取る。したがって，⑵が正解

である。テキスト No.2 P24 ～ 25「2. 自

己の満足への欲求による不祥事」参照。

不祥事とストレスマネジメント

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。⑴～⑷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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　39％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切。テキスト No.2 P33「3. 不祥事

防止のメンタルマネジメント」参照。
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ｂ．適切でない。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，組織での立場に関係なく，環

境の変化に上手く適応できない場合が

多い。テキスト No.2 P33「1. 変化への

適応」参照。

ｃ．適切。テキスト No.2 P35「2. ストレ

スについての理解⑵」参照。

ｄ．適切でない。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，こうした刺激に順応・適応しよう

とする防衛反応のことをいう。テキス

ト No.2 P35「2. ストレスについての理

解⑴」参照。

　　したがって，b,d が適切でないため，

⑵が本問の正解である。

不祥事防止のための部下の心身の管理

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。⑴～⑷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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　81％

正解　⑷	

　解　説

ａ．適切。テキスト No.2 P36「2. ストレ

スについての理解⑶」参照。

ｂ．適切。テキスト No.2 P36「2. ストレ

スについての理解⑶」参照。

ｃ．適切。テキスト No.2 P36「2. ストレ

スについての理解⑶」参照。

ｄ．適切。テキスト No.2 P36「2. ストレ

スについての理解⑶」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切であ

るため，⑷が本問の正解である。

コンプライアンス態勢の徹底

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⑴～⑷

の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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」



−28− −29−

不祥事防止マネジメント 不祥事防止マネジメント

を意味するものである。

⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　97％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切でない。「法令等遵守」の「等」

には，業界団体のルールや金融機関内

部の規程類，企業倫理（倫理綱領，職

員の行動規範）なども含まれていると

される。テキスト No.2 P40 ～ 41「1. コ

ンプライアンスとは⑴」参照。

⑵　適切。テキスト No.2 P41「1. コンプ

ライアンスとは⑵」参照。

⑶　適切でない。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もの

であり，そのリスクに応じて遵守すべ

き法令やルール等も異なってくる場合

がある。テキスト No.2 P42「2. 営業店

におけるコンプライアンスの実践⑵」

参照。

⑷　適切でない。規則やルールは本部が

作るものと思われがちであるが，営業

店でリスク管理を徹底するためには，

本部が制定する規則やルールだけでな

く，個々の営業店でも自店のリスク環

境，過去に実際に顕在化したリスクを

踏まえ，リスク管理が適切に行われる

ような独自のルール作りも必要である。

テキスト No.2 P44「3. 営業店独自の

ルールを工夫する」参照。

　　したがって，⑵が適切なため，これ

が本問の正解である。

金 融 商 品 販 売 法

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⑴～⑷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。

⑴　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

⑵　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

⑶　①　重要事項説明書

　　②　店頭に備置しなければならない
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　　③　リスク等の重要事項

　　④　契約の取消義務

⑷　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

	 正解率　89％

正解　⑴	

　解　説

　　テキスト No.2 P48「2. 預かり資産担

当者の管理と不祥事防止」参照。

預かり資産販売時の説明義務

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⑴～⑷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。

⑴　①　元本保証商品

　　②　非課税制度

　　③　利回り

　　④　投資判断

⑵　①　元本保証商品

　　②　非課税制度

　　③　元利金

　　④　投資の決定

⑶　①　預貯金等

　　②　預貯金保険制度

　　③　元本

　　④　誤認防止

⑷　①　預貯金等

　　②　預貯金保険制度

　　③　利回り

　　④　投資判断

	 正解率　88％

正解　⑶	

　解　説

　　テキスト No.2 P54「2. 預かり資産担

当者の管理と不祥事防止」参照。

預かり資産販売におけるリスク管理

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。⑴～⑷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
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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。

⑴　なし（すべて適切でない）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

⑷　3 つ

	 正解率　51％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切でない。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ある。

テキスト No.2 P50「2. 預かり資産担当

者の管理と不祥事防止」参照。

ｂ．適切でない。高齢者へのリスク商品

の販売にあたっては，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，より詳細，

丁寧な説明が求められるが，販売対象

年齢を規制する法的根拠はない。テキ

スト No.2 P55「2. 預かり資産担当者の

管理と不祥事防止」参照。

ｃ．適切でない。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

いては，後日問題が生じた場合の反証

材料とするためにも，詳細な記録を残

しておくことが望ましい。ただし，法

令で記録を作成する義務が求められて

いるわけではない。テキスト No.2 P51

「2. 預かり資産担当者の管理と不祥事防

止」参照。

ｄ．適切でない。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，契約締結前に（契約締

結後ではない）「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。テキスト No.2 P59「2. 預かり資産

担当者の管理と不祥事防止」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑴が本問の正解である。

反社会的勢力等に対するリスク管理

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。⑴～⑷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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ
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	 正解率　59％

正解　⑷	

　解　説

ａ．適切でない。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でも，通常の調査

や審査を行っていれば，資金使途が不

法目的であることを知り得たと判断さ

れる場合には，法令違反を問われるお

それがある。テキスト No.2 P64 ～ 65

「3. 不法目的への融資の禁止」参照。

ｂ．適切でない。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，そのフロント企業は実質

的に反社会的勢力である（あるいは反

社会的勢力が介在している）ことから，

資金使途や返済能力に問題がない場合

でも，断固として謝絶しなければなら

ない。テキスト No.2 P62 ～ 64「2. 反

社会的勢力に対する融資の謝絶⑴，⑵」

参照。

ｃ．適切でない。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

合には，融資金の回収を図るなど，取

引を解消していく強い姿勢が必要であ

る。テキスト No.2 P64「2. 反社会的勢

力に対する融資の謝絶⑵」参照。

ｄ．適切でない。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

の確認は当然のこと，融資実行後の資

金トレースを厳格に行うことが必要で

ある。テキスト No.2 P65「3. 不法目的

への融資の禁止」参照。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑷が本問の正解である。

融資案件管理のポイント

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⑴

～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　98％

正解　⑷	

　解　説

⑴　適切でない。融資案件は，案件の難

易度，審査期間等が様々であり，必ず

受け付けた順に処理（審査）できると

は限らない。審査に相当の時間を要す

る場合には，取引先に対しその旨を伝
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えるとともに，可否決定までにかかる

おおよその日数を伝えておくことが重

要である。テキスト No.2 P65「4. 融資

可否の早期回答の必要性⑵」参照。

⑵　適切でない。融資の可否判断は確

実なものではなく，謝絶になることも

想定される。取引先に「確実に融資が

受けられる」といった期待を抱かせな

いためには，審査に必要以上の時間を

かけない，取引先に過度に資料を用意

させないことが必要である。テキスト

No.2 P66 ～ 67「4. 融資可否の早期回

答の必要性⑴」参照。

⑶　適切でない。「問題はないと思いま

す」，「多分大丈夫でしょう」といった

言い方をすると，取引先から「融資は

約束されたもの」と受け取られる可能

性があり，結果的に融資が謝絶となっ

た場合には，債務不履行や不法行為責

任を追及される可能性がある。したがっ

て，このような発言はしてはならない。

テキスト No.2 P66「4. 融資可否の早期

回答の必要性」参照。

⑷　適切。テキスト No.2 P67「4. 融資可

否の早期回答の必要性⑶」参照。

　　したがって，⑷が適切なため，これ

が本問の正解である。

パート・派遣職員等の管理

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。⑴～⑷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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　92％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切でない。パート・派遣職員等は，

正職員に比べて不祥事を起こしにくい

か，起こしやすいかは一概には言えず，

コンプライアンス教育について雇用形

態による線引きはない。コンプライア

ンスは，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。テキスト No.2 P76

～ 77「2. コンプライアンス教育」，テ

キスト No.2 P78「4. 雇用形態の異なる
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職場から生じるもの」参照。

ｂ．適切。テキスト No.2 P75「1. 資格・

業務範囲の徹底」参照。

ｃ．適切。テキスト No.2 P76「2. コンプ

ライアンス教育」参照。

ｄ．適切でない。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

正に行わせるだけでなく，「明文化され

たもの・されていないものも含めて，

職場の決まりの意味を考えて行動する

こと」を徹底する必要がある。「指示さ

れたことを指示通りにやる」という指

導方法では，真のコンプライアンス教

育はできない。テキスト No.2 P76「2. コ

ンプライアンス教育」参照。

　　したがって，a,d が適切でないため，

⑵が本問の正解である。

パート・派遣職員等に対するコミュニケーション

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。⑴～⑷

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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　93％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切。テキスト No.2 P80「1. 関心を

示し相手の心をつかむ感性を養う」参

照。

ｂ．適切でない。パート・派遣職員等に

対しても，指導・教育を正職員と同じ

ように行い，どのような状況下でも特

別扱いしないことが管理の原則である。

テキスト No.2 P81「2. パート・派遣職

員を特別扱いしない」参照。

ｃ．適切。テキスト No.2 P81「2. パート・

派遣職員を特別扱いしない」参照。

ｄ．適切でない。経営方針，目標，通達，

連絡事項などは，回覧だけでは十分で

はなく，「情報ノート」に集結したり，

食堂の掲示板等を活用する，情報伝達

後に質問をして理解度を確認するなど，

全員に行き届かせるための工夫が必要

である。テキスト No.2 P83「5. 情報の

共有化を図る」参照。

　　したがって，a,c が適切であるため，
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⑵が本問の正解である。

ク レ ー ム ・ ト ラ ブ ル

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⑴

～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　99％

正解　⑷	

　解　説

⑴　適切でない。金融機関の取扱業務が

リスク商品等に拡大したこともあり，

近年，金融機関に対するクレームやト

ラブルは増加傾向にあり，その内容も

多様化，複雑化している。テキスト

No.2 P93「1. クレーム・トラブルと金

融機関業務」参照。

⑵　適切でない。不祥事の多くは，顧客

からの問合せや苦情により発覚してい

る。テキスト No.2 P93「1. クレーム・

トラブルと金融機関業務」参照。

⑶　適切でない。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が

大半である。テキスト No.2 P93「1. ク

レーム・トラブルと金融機関業務」参照。

⑷　適切。テキスト No.2 P93「1. クレー

ム・トラブルと金融機関業務」参照。

　　したがって，⑷が適切なため，これ

が本問の正解である。

クレーム・トラブルへの要因

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

⑴～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　「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。

⑵　「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。

⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　99％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切でない。問題文は「クレーム」

に関する説明である。「苦情」とは，単
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なる不満の表明にすぎない。テキスト

No.2 P93 ～ 96「2. 一般的な苦情・問

合せの対応⑴」参照。

⑵　適切でない。「苦情」や「問合せ」の

原因は，顧客の思い違いや理解不足の

場合もあるが，その多くは金融機関の

単純な事務ミスや事務遂行上の不手際，

窓口対応のまずさ等にある。テキスト

No.2 P94「2. 一般的な苦情・問合せの

対応⑵」参照。

⑶　適切。テキスト No.2 P93 ～ 94「2. 一

般的な苦情・問合せの対応⑴」参照。

⑷　適切でない。金融機関のクレームや

トラブル対応・処理の問題は，最終的

に金融機関の危機管理レベルにまで発

展することがあり，慎重・確実に行う

ことが必要である。テキスト No.2 P93

「1. クレーム・トラブルと金融機関業務」

参照。

　　したがって，⑶が適切なため，これ

が本問の正解である。

苦情等発生時の申立者への対応法

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。

⑴～⑷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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　96％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切でない。事務ミス等に起因する

苦情等については，謝罪することが解

決の糸口になるが，設問にあるような，

顧客に関係のない金融機関都合の言い

訳はしてはならない。テキスト No.2 

P95「2. 一般的な苦情・問合せの対応⑵」

参照。

ｂ．適切。テキスト No.2 P95 ～ 96「2. 一

般的な苦情・問合せの対応⑵」参照。

ｃ．適切。テキスト No.2 P95 ～ 96「2. 一

般的な苦情・問合せの対応⑵」参照。

ｄ．適切でない。顧客の話の途中で弁明

したり，誤りを指摘したりすること等

により，話を遮ることを避けるのが苦

情対応の基本である。顧客は少なから

ず感情的になっていることが多く，冷

静に誠意を持って話を聞くことが対応

の第一歩である。テキスト No.2 P95

「2. 一般的な苦情・問合せの対応⑵」参

照。

　　したがって，b,c が適切であるため，
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⑵が本問の正解である。

危 機 管 理

問　46　危機管理について，適切なものを⑴

～⑷の中から 1つ選びなさい。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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。

	 正解率　99％

正解　⑴	

　解　説

⑴　適切。テキスト No.2 P100「2. 危機

管理の考え方⑴」参照。

⑵　適切でない。危機管理に関しては，

金融庁の監督指針等において，「業務

継続体制を構築し，危機管理マニュア

ルおよび業務継続計画（BCP）の策定

等を行っておくことが必要である」と

明記されている。テキスト No.2 P100

「2. 危機管理の考え方⑴」参照。

⑶　適切でない。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

あり，危機管理の範疇に入るとされる。

テキスト No.2 P100「2. 危機管理の考

え方⑴」参照。

⑷　適切でない。不祥事はそれを起こし

た金融機関の信用失墜となるだけでな

く，金融システム全体の動揺にもつな

がりかねない要素をはらんでいる。テ

キスト No.2 P100「2. 危機管理の考え

方⑴」参照。

　　したがって，⑴が適切なため，これ

が本問の正解である。

不 祥 事 の 再 発 防 止 策

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。⑴～⑷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。

⑴　1 つ
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⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　89％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切。テキスト No.2 P106「2. 具体

的な施策内容とそのマネジメント」参

照。

ｂ．適切でない。不祥事の再発防止策

は，発生した事象の原因を調査，徹底

分析した上で，金融機関内部の関係各

部が再発防止に向けた対応策を十分に

協議し，統括部門で具体的な行動計画

として策定される必要がある。テキス

ト No.2 P106「1. 不祥事件再発防止に

向けた行動計画の策定」参照。

ｃ．適切でない。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，その後も不祥事の未然防止策

の実施状況を定期的かつ継続的にモニ

タリングし，実効性を確保する必要が

ある。テキスト No.2 P106 ～ 107「2. 具

体的な施策内容とそのマネジメント⑴」

参照。

ｄ．適切。テキスト No.2 P107「2. 具体

的な施策内容とそのマネジメント⑵」

参照。

　　したがって，b,c が適切でないため，

⑵が本問の正解である。

不祥事の再発防止に向けた施策

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。⑴～

⑷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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　69％

正解　⑷	

　解　説

ａ．適切でない。「不祥事が発生した場合

のみ」でなく「継続的に」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こ

とが重要である。テキスト No.2 P108

～ 109「2. 具体的な施策内容とそのマ

ネジメント（6）」参照。
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ｂ．適切でない。検査部門（または監査

部門）と事務部門が連携して，検査や

監査等により把握された内部管理体制

の問題点の改善指導を徹底する。テキ

スト No.2 P108「2. 具体的な施策内容

とそのマネジメント⑷」参照。

ｃ．適切でない。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，不祥事につながるおそれのある

リスクの高い業務を見直すことを優先

する（不祥事防止の観点からは，リス

クの低い業務まで見直す必要はない）。

テキスト No.2 P108「2. 具体的な施策

内容とそのマネジメント⑷」参照。

ｄ．適切でない。浮貸し防止等の観点か

ら，融資案件の進捗管理を徹底するこ

とは重要であるが，案件の進捗管理は

基本的に担当者自身が行うべきである。

その上で担当者が案件を抱え込んでい

ないか等について，管理者や支店長も

十分な管理を行うことで，管理を徹底

するべきである。応用問題。テキスト

に記述なし。

　　したがって，a,b,c,d すべて適切でな

いため，⑷が本問の正解である。

風 評 リ ス ク

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⑴～⑷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。

⑴　①　評判

　　②　あいまいな

　　③　直接間接の

　　④　ステークホルダー

⑵　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

⑶　①　評判

　　②　抽象的な

　　③　直接間接の

　　④　貯金者

⑷　①　誹謗中傷

　　②　無責任な

　　③　間接的な

　　④　貯金者

	 正解率　89％

正解　⑴	

　解　説

　　テキスト No.2 P111「1. 風評リスク

と金融機関」参照。

風評リスクの管理と対応

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。⑴～⑷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
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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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

	 正解率　63％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切。テキスト No.2 P114「4. 風評

リスク管理計画とその実施⑴」参照。

ｂ．適切。テキスト No.2 P115「4. 風評

リスク管理計画とその実施⑵」参照。

ｃ．適切でない。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，

広報対応窓口を本部の特定の部門に一

元化する。テキスト No.2 P115「4. 風

評リスク管理計画とその実施⑵」参照。

ｄ．適切でない。風評リスク発生時に

おいては，顧客行動に変化の兆しが見

られるなど，危機の度合いが加速度的

に増加する懸念が大きい場合は，確認

事象が低リスクレベルであっても緊急

危機対応を発動する。テキスト No.2 

P115「4. 風評リスク管理計画とその実

施⑵」参照。

　　したがって，c,d が適切でないため，

⑵が本問の正解である。
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