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業 務 経 験 の 棚 卸

正解（2）	 正解率　49.4％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P10，「棚卸をすることで業務の効率化に取り組むことも可能」

参照。

Ｂ．業務の棚卸を行えば，難易度や所要時間が推測でき，仕事を依頼する職員の割当につい

ても妥当な判断を下すことができる。よって適切でない。テキスト 1，P12，「棚卸をする

ことで業務の効率化に取り組むことも可能」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1，P12，「棚卸をすることで業務の効率化に取り組むことも可能」

参照。

Ｄ．部下から質問を受けた際に，手続方法などを過不足なく答えられるようにしておくのは

大切だが，担当業務をすべてマスターしなければならないわけではない。よって適切でな

い。テキスト 1，P10，「手続方法などを過不足なく答えられるようにすることが大切」参照。

以上のことより，適切なものは A．と C．であり，（2）が本問の正解である。
（ 1） 農林中金アカデミー

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］　管理者の業務経験の棚卸について述べた次の文章のうち，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．業務の棚卸を通じて，業務の法的な背景やコンプライアンス面など，普段担当
者が掘り下げない部分も理解をしておくことが重要である。

Ｂ．業務の棚卸を行うことにより，これまで経験のない部署の業務について，難易
度やかかる時間は推測できるが，どの職員に頼めばよいかは判断できない。

Ｃ．業務の棚卸によって，全体の流れや業務を行う理由を理解しておくことで，業
務の効率化に取り組むことが可能である。

Ｄ．部下から質問を受けた際に過不足なく答えられるようにするためにも，業務の
棚卸を通じて，担当業務をすべてマスターしておく必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問２］　管理者に求められる役割について述べた次の文章のうち，適切でないもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者は，上司の指示事項を理解し，自分の言葉で部下に伝える必要がある。
（２）　管理者は，部下よりも自分自身が輝くことで組織を活性化させる役割を担う。
（３）　管理者は，管理者同士の関係を良好にすることで，情報の伝達が良く，風通

しの良い組織を作る役割を担う。
（４）　管理者は，部下と目線を合わせるために自分が下りていくだけでなく，部下

を「管理」し「指導育成」する役割を担う。

信用事業管理者
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担当者と管理者の違い

正解（2）	 正解率　96.9％	

解　説

（1）適切である。テキスト 1，P17，「上司と部下双方から信頼され情報が集まる環境を作る」

参照。

（2）あくまでも主役は担当者であり，管理者はむしろ，積極的に部下の支援をして，部下を「輝

かせる」役割を担う。よって適切でない。テキスト 1，P15，「部下の支援をして「輝かせる」

ことが管理者には大切」参照。

（3）適切である。テキスト 1，P18，「上司と部下双方から信頼され情報が集まる環境を作る」

参照。

（4）適切である。テキスト 1，P16，「部下の支援をして「輝かせる」ことが管理者には大切」

参照。

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 1） 農林中金アカデミー

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］　管理者の業務経験の棚卸について述べた次の文章のうち，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．業務の棚卸を通じて，業務の法的な背景やコンプライアンス面など，普段担当
者が掘り下げない部分も理解をしておくことが重要である。

Ｂ．業務の棚卸を行うことにより，これまで経験のない部署の業務について，難易
度やかかる時間は推測できるが，どの職員に頼めばよいかは判断できない。

Ｃ．業務の棚卸によって，全体の流れや業務を行う理由を理解しておくことで，業
務の効率化に取り組むことが可能である。

Ｄ．部下から質問を受けた際に過不足なく答えられるようにするためにも，業務の
棚卸を通じて，担当業務をすべてマスターしておく必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問２］　管理者に求められる役割について述べた次の文章のうち，適切でないもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者は，上司の指示事項を理解し，自分の言葉で部下に伝える必要がある。
（２）　管理者は，部下よりも自分自身が輝くことで組織を活性化させる役割を担う。
（３）　管理者は，管理者同士の関係を良好にすることで，情報の伝達が良く，風通

しの良い組織を作る役割を担う。
（４）　管理者は，部下と目線を合わせるために自分が下りていくだけでなく，部下

を「管理」し「指導育成」する役割を担う。
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管理者に求められるスキル

正解（3）	 正解率　86.8％	

解　説

（1）管理者は，例えば同行訪問において，部下に商品知識があるにもかかわらずお客様に商

品内容を分かりやすく説明できないときや，お客からの疑問に部下が答えられないときに

は，部下に代わって説明の補足をするなどフォローが必要なので，管理者自身も商品知識

を身につける必要がある。よって適切でない。テキスト 1，P20，「万一に備えて「説明で

きる状態」を整えておこう」参照。

（2）現在では，仕事の効率性が求められるため，限られた時間をどう有効活用し，実績を上

げるかに焦点は移っている。仕事が遅れている部下がいる場合，現在抱えている仕事内容

を確認し，当日中に完成させなければならないものだけをやらせ，急ぎではないものは翌

日以降に回させるなどの対応も必要である。よって，適切でない。テキスト 1，P21，「仕

事が遅れている部下への対応も求められる」参照。

（3）適切である。テキスト 1，P22，「仕事が遅れている部下への対応も求められる」参照。

（4）最近の若者は精神的に弱い面があると言われており，以前のような厳しい指導を行う

と，心身のバランスを崩して退職するリスクも考えられる。このため，管理者は，若手職

員とのコミュニケーションには相応の留意が必要である。よって適切でない。テキスト 1，

P22，「若手職員に応じた細心の配慮が必要に」参照。

以上のことより，適切なものは（3）であり，（3）が本問の正解である。
（ 2）農林中金アカデミー

［問３］　管理者に求められる多彩なスキルについて述べた次の文章のうち，適切な
ものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　取扱商品の多様化・複雑化が進み，リスクのある商品も多いことから，管理
者が商品知識を学習し理解するのではなく，部下の商品知識を向上させるよう
に促すスキルを身につけることが求められる。

（２）　仕事が遅れている部下がいる場合，管理者は残業や休日出勤を促し，急ぎで
はない業務も含めて翌日に回すことのないように管理する必要がある。

（３）　現在，金融機関では正規職員やパート職員など様々な属性の職員が働いてい
るが，ミスをした部下が金融機関での業務未経験のパート職員であっても，正
規職員と同様にしっかりと注意する対応が求められる。

（４）　最近の若者は精神的に弱い面があると言われているが，若手職員の成長を促
すために，問題点を指摘しながら厳しく指導していく姿勢が必要である。

［問４］　自分自身の業務経験を振り返る際の方法について述べた次の文章のうち， 
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．就業後の出来事の本質を見つめ直し，自分が感じるやりがいや，より本質的な
働く動機を突き詰める方法として，「自分史を書く」ことが挙げられる。

Ｂ．「自分史を書く」作業において，客観的な視点に立つ方法として，自分自身に
インタビューするように，あらかじめ出来事に対する質問事項を決めておく
「ひとりインタビュー方式」が挙げられる。

Ｃ．過去の出来事を，状況・課題・行動・結果の４つの側面でまとめることで情報
の漏れを防ぎ，深堀を可能にする方法を，「ＳＷＯＴ分析」という。

Ｄ．自分自身の強みや弱みを考える際に，「ジョハリの窓」という考え方を活用す
ると，自分を客観的に理解し，それを正確に他者へ伝えることが可能となり，
より的確な自己理解につなげることができる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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業 務 経 験 の 振 り 返 り

正解（3）	 正解率　45.0％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P29，「就業後の出来事について見つめ直してみよう」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1，P30，「行動を起こした動機や結果を見て感じたことも記入し

ておこう」参照。

Ｃ．過去の出来事を，状況：Situation・課題：Task・行動：Action・結果：Result の 4 つ

の側面でまとめることで情報の漏れを防ぎ，情報の深掘りを可能にする方法を，それぞれ

の言葉の頭文字を取って「STAR 手法」という。よって適切でない。テキスト 1，P32，「行

動を起こした動機や結果を見て感じたことも記入しておこう」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 1，P35，「自身の強みや弱みを発見しマネジメントに活用」参照。

以上のことより，適切なものは A．と B．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 2）農林中金アカデミー

［問３］　管理者に求められる多彩なスキルについて述べた次の文章のうち，適切な
ものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　取扱商品の多様化・複雑化が進み，リスクのある商品も多いことから，管理
者が商品知識を学習し理解するのではなく，部下の商品知識を向上させるよう
に促すスキルを身につけることが求められる。

（２）　仕事が遅れている部下がいる場合，管理者は残業や休日出勤を促し，急ぎで
はない業務も含めて翌日に回すことのないように管理する必要がある。

（３）　現在，金融機関では正規職員やパート職員など様々な属性の職員が働いてい
るが，ミスをした部下が金融機関での業務未経験のパート職員であっても，正
規職員と同様にしっかりと注意する対応が求められる。

（４）　最近の若者は精神的に弱い面があると言われているが，若手職員の成長を促
すために，問題点を指摘しながら厳しく指導していく姿勢が必要である。

［問４］　自分自身の業務経験を振り返る際の方法について述べた次の文章のうち， 
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．就業後の出来事の本質を見つめ直し，自分が感じるやりがいや，より本質的な
働く動機を突き詰める方法として，「自分史を書く」ことが挙げられる。

Ｂ．「自分史を書く」作業において，客観的な視点に立つ方法として，自分自身に
インタビューするように，あらかじめ出来事に対する質問事項を決めておく
「ひとりインタビュー方式」が挙げられる。

Ｃ．過去の出来事を，状況・課題・行動・結果の４つの側面でまとめることで情報
の漏れを防ぎ，深堀を可能にする方法を，「ＳＷＯＴ分析」という。

Ｄ．自分自身の強みや弱みを考える際に，「ジョハリの窓」という考え方を活用す
ると，自分を客観的に理解し，それを正確に他者へ伝えることが可能となり，
より的確な自己理解につなげることができる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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棚卸の質を高めるための切り口

正解（2）	 正解率　39.2％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P38，「①自分らしさが発揮できた業務とそうでない業務」参照。

Ｂ．キャリア・アンカーについて，多くの人は 8 タイプそれぞれの要素をある程度持ってい

るのが普通であり，完全に特定のタイプだけの要素を持っているのはまれである。よって

適切でない。テキスト 1，P40，「②業務に習熟するにつれ満足度が向上した業務とそれほ

ど満足度が高まらなかった業務」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1，P42，「③困難が大きいほど力が発揮できた業務とそうでない

業務」参照。

Ｄ．経験学習モデルとは，経験を通じての学習プロセスを，①具体的な体験，②内省的な観

察，③抽象的な概念化，④積極的な実験の 4 段階で整理し，これをサイクルとして回す

ことにより，経験から学習できるという考え方である。よって適切でない。テキスト 1，

P38，「こんな切り口を用いて棚卸の質を高めよう」参照。

以上のことより，適切でないものは B．と D．であり，（2）が本問の正解である。（ 3） 農林中金アカデミー

［問５］　棚卸の質を高めるための切り口について述べた次の文章のうち，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．「自我同一性地位」の理論とは，「自分にはこの業務しかない」と考えるか，「こ
れまでの経験の中で比較すると，こんな業務が向いているようだ」と考えるか
で，自分らしいと思える職業観がどの程度確立しているかを知る手がかりとす
るものである。

Ｂ．キャリア・アンカーについて，多くの人は完全に特定のタイプだけの要素を
持っているため，自分の持つ要素を正しく把握することが重要である。

Ｃ．複雑性と動因に基づき，「人との良い関係づくり」「人への影響力の発揮」「緻
密な分析」「業務の推進や改革」のうち，どの領域なら多少複雑でもやる気が
失われないかを考える方法がある。

Ｄ．経験学習モデルとは，経験を通じての学習プロセスを，①具体的な体験，②内
省的な観察，③積極的な実験，④具体的な概念化の順番で４段階に整理し，こ
れをサイクルとして回すことにより，経験から学習できるという考え方である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問６］　リーダーとマネージャーの違いについて述べた次の文章のうち，適切なも
のを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　マネージャーは「短期的な視点」を持ち，リーダーは「長期的な見通し」を
持つ。

（２）　マネージャーは「秩序を創り出し」，リーダーは「秩序に準拠」する。
（３）　マネージャーは現状に「挑戦し」，リーダーは現状を「受け入れる」。
（４）　マネージャーは「導く人」であり，リーダーは「管理する人」である。
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リーダーとマネージャーの違い

正解（1）	 正解率　27.3％	

解　説

（1）適切である。テキスト 1，P46，「棚卸に活かすためのマネジメントの基礎知識」参照。

（2）マネージャーは「秩序に準拠」し，リーダーは「秩序を創り出す」。よって適切でない。

テキスト 1，P46，「棚卸に活かすためのマネジメントの基礎知識」参照。

（3）マネージャーは現状を「受け入れ」，リーダーは現状に「挑戦する」。よって適切でない。

テキスト 1，P46，「棚卸に活かすためのマネジメントの基礎知識」参照。

（4）マネージャーは「管理する人」であり，リーダーは「導く人」である。よって適切でない。

テキスト 1，P46，「棚卸に活かすためのマネジメントの基礎知識」参照。

以上のことより，適切なものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問５］　棚卸の質を高めるための切り口について述べた次の文章のうち，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．「自我同一性地位」の理論とは，「自分にはこの業務しかない」と考えるか，「こ
れまでの経験の中で比較すると，こんな業務が向いているようだ」と考えるか
で，自分らしいと思える職業観がどの程度確立しているかを知る手がかりとす
るものである。

Ｂ．キャリア・アンカーについて，多くの人は完全に特定のタイプだけの要素を
持っているため，自分の持つ要素を正しく把握することが重要である。

Ｃ．複雑性と動因に基づき，「人との良い関係づくり」「人への影響力の発揮」「緻
密な分析」「業務の推進や改革」のうち，どの領域なら多少複雑でもやる気が
失われないかを考える方法がある。

Ｄ．経験学習モデルとは，経験を通じての学習プロセスを，①具体的な体験，②内
省的な観察，③積極的な実験，④具体的な概念化の順番で４段階に整理し，こ
れをサイクルとして回すことにより，経験から学習できるという考え方である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問６］　リーダーとマネージャーの違いについて述べた次の文章のうち，適切なも
のを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　マネージャーは「短期的な視点」を持ち，リーダーは「長期的な見通し」を
持つ。

（２）　マネージャーは「秩序を創り出し」，リーダーは「秩序に準拠」する。
（３）　マネージャーは現状に「挑戦し」，リーダーは現状を「受け入れる」。
（４）　マネージャーは「導く人」であり，リーダーは「管理する人」である。
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対人的側面のコンピテンシー

正解（3）	 正解率　17.9％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P61，「③状況対応力」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1，P61，「③状況対応力」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1，P61，「③状況対応力」参照。

Ｄ．無関心な態度や評論家的な態度で場をしらけさせる行動は，「状況対応力」ではなく，「集

団活性化力」においてマイナスと評価される。よって適切でない。テキスト 1，P60，「②

集団活性化力」参照。

以上のことより，適切なものは A．と B．と C．であり，（3）が本問の正解である。

（ 4）農林中金アカデミー

［問７］　対人的側面のコンピテンシーの１つである「状況対応力」について述べた
次の文章のうち，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．メンバー間の利害を的確に把握したうえで調整する行動は，プラスと評価され
る。

Ｂ．相手の行動様式を察知して適切な言動を選択する行動は，プラスと評価される。
Ｃ．自己の役割や立場をわきまえない自分勝手な行動は，マイナスと評価される。
Ｄ．無関心な態度や評論家的な態度で場をしらけさせる行動は，マイナスと評価さ

れる。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問８］　思考的側面のコンピテンシーについて述べた次の文章のうち，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．「判断力」とは，初期の目的を達成するため，業務の進捗状況や成果を一定の
基準に照らして管理し，状況に合わせて適宜修正する能力である。

Ｂ．「課題設定力」とは，所与の状況の中から問題を発見し，その背景，関連性を
把握するとともに，その原因，本質を論理的に究明していく力である。 

Ｃ．「計画組織力」とは，課題達成にあたって，必要な資源を効果的に組み合わせ，
効果的な手順や活動方法を計画，体系化する能力である。

Ｄ．「実行管理力」とは，幅広い視野で的確に自らの方針を立案し，実行に向けて
実践可能な課題を設定する力である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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思考的側面のコンピテンシー

正解（1）	 正解率　45.9％	

解　説

Ａ．「判断力」とは，多様な選択肢について，その期待成果と制約条件，重要度，実現可能性など，

適切な基準に照らして論理的かつ現実的な判断が下せる能力のことである。よって適切で

ない。テキスト 1，P70，「⑤判断力」参照。

Ｂ．「課題設定力」とは，幅広い視野で的確に自らの方針を立案し，実行に向けて実践可能

な課題を設定する力である。よって適切でない。テキスト 1，P65，「①課題設定力」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1，P67，「③計画組織力」参照。

Ｄ．「実行管理力」とは，初期の目的を達成するため，業務の進捗状況や成果を一定の基準

に照らして管理し，状況に合わせて適宜修正する能力である。よって適切でない。テキス

ト 1，P68，「④実行管理力」参照。

以上のことより，適切なものは C．であり，（1）が本問の正解である。

（ 4）農林中金アカデミー

［問７］　対人的側面のコンピテンシーの１つである「状況対応力」について述べた
次の文章のうち，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．メンバー間の利害を的確に把握したうえで調整する行動は，プラスと評価され
る。

Ｂ．相手の行動様式を察知して適切な言動を選択する行動は，プラスと評価される。
Ｃ．自己の役割や立場をわきまえない自分勝手な行動は，マイナスと評価される。
Ｄ．無関心な態度や評論家的な態度で場をしらけさせる行動は，マイナスと評価さ

れる。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問８］　思考的側面のコンピテンシーについて述べた次の文章のうち，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．「判断力」とは，初期の目的を達成するため，業務の進捗状況や成果を一定の
基準に照らして管理し，状況に合わせて適宜修正する能力である。

Ｂ．「課題設定力」とは，所与の状況の中から問題を発見し，その背景，関連性を
把握するとともに，その原因，本質を論理的に究明していく力である。 

Ｃ．「計画組織力」とは，課題達成にあたって，必要な資源を効果的に組み合わせ，
効果的な手順や活動方法を計画，体系化する能力である。

Ｄ．「実行管理力」とは，幅広い視野で的確に自らの方針を立案し，実行に向けて
実践可能な課題を設定する力である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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資質的側面のコンピテンシー

正解（2）	 正解率　37.1％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P75，「④果断性」参照。

Ｂ．現状や置かれた状況に満足することなく，さらなる成果を求めて尽力できる行動は，「革

新性」ではなく，「達成指向」でプラスと評価される。よって適切でない。テキスト 1，

P74，「③達成指向」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 1，P73，「②自律性」参照。

Ｄ．困難に直面すると，目標の達成レベルを安易に妥協してしまう行動は，「達成指向」で

マイナスと評価される。よって適切でない。テキスト 1，P74，「③達成指向」参照。

以上のことより，適切なものは A．と C．であり，（2）が本問の正解である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問９］　資質的側面のコンピテンシーの行動事例について述べた次の文章のうち，
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．自己責任のスタンスのもと，当事者意識を持って決定を下す行動は，「果断性」
でプラスと評価される。

Ｂ．現状や置かれた状況に満足することなく，さらなる成果を求めて尽力する行動
は，「革新性」でプラスと評価される。

Ｃ．場面や相手によって態度が変わり，一貫性がない言動は，「自律性」でマイナ
スと評価される。

Ｄ．困難に直面すると，目標の達成レベルを安易に妥協してしまう行動は，「スト
レス耐性」でマイナスと評価される。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 10］　管理者として優れた成績を上げた人の行動をコンピテンシーに当てはめ
た場合の組合せについて述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　いつもチーム内のムードメーカーとなって，全員に声かけをしている行動は，
「集団活性化力」に当てはまる。

（２）　マニュアルどおりのやり方だけでなく，もっと良い方法はないかといつも考
えている行動は，「問題分析力」に当てはまる。

（３）　融資推進の際，経営者が実現したい夢や融資先の事業拡大のために，資金の
使途まで含めて提案した行動は，「課題設定力」に当てはまる。

（４）　スピーチなどで本当は緊張していても，平静を装うことができる行動は，「ス
トレス耐性」に当てはまる。

［問 11］　渉外部門の管理者に求められる資質的側面のコンピテンシーについて述
べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　渉外部門は営業店で最も人数が多い部署であり，主力部隊ともいえるので，
営業店独自の重点テーマを設定し，遂行していけるような能力である「革新
性」が求められる。

（２）　渉外部門は営業店の業績を左右することから，目標達成を目指すだけではな
く，実際にやりきる能力である「達成指向」が求められる。

（３）　お客様の生の声を業務改革につなげ，時代の変化に対応していく能力である
「課題設定力」が求められる。

（４）　部下だけでなく営業店における大口のお客様や他部署の管理者など，様々な
人を導いていく「果断性」の能力が求められる。
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マネジメントに必要なスキルの棚卸

正解（2）	 正解率　39.2％	

解　説

（1）適切である。テキスト 1，P79，「マネジメントに必要なスキルを棚卸しよう」参照。

（2）マニュアルどおりのやり方だけでなく，もっと良い方法はないかといつも考えている行

動は，「革新性」に当てはまる。よって適切でない。テキスト 1，P79，「マネジメントに

必要なスキルを棚卸しよう」参照。

（3）適切である。テキスト 1，P79，「マネジメントに必要なスキルを棚卸しよう」参照。

（4）適切である。テキスト 1，P79，「マネジメントに必要なスキルを棚卸しよう」参照。

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。
（ 5） 農林中金アカデミー

［問９］　資質的側面のコンピテンシーの行動事例について述べた次の文章のうち，
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．自己責任のスタンスのもと，当事者意識を持って決定を下す行動は，「果断性」
でプラスと評価される。

Ｂ．現状や置かれた状況に満足することなく，さらなる成果を求めて尽力する行動
は，「革新性」でプラスと評価される。

Ｃ．場面や相手によって態度が変わり，一貫性がない言動は，「自律性」でマイナ
スと評価される。

Ｄ．困難に直面すると，目標の達成レベルを安易に妥協してしまう行動は，「スト
レス耐性」でマイナスと評価される。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 10］　管理者として優れた成績を上げた人の行動をコンピテンシーに当てはめ
た場合の組合せについて述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　いつもチーム内のムードメーカーとなって，全員に声かけをしている行動は，
「集団活性化力」に当てはまる。

（２）　マニュアルどおりのやり方だけでなく，もっと良い方法はないかといつも考
えている行動は，「問題分析力」に当てはまる。

（３）　融資推進の際，経営者が実現したい夢や融資先の事業拡大のために，資金の
使途まで含めて提案した行動は，「課題設定力」に当てはまる。

（４）　スピーチなどで本当は緊張していても，平静を装うことができる行動は，「ス
トレス耐性」に当てはまる。

［問 11］　渉外部門の管理者に求められる資質的側面のコンピテンシーについて述
べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　渉外部門は営業店で最も人数が多い部署であり，主力部隊ともいえるので，
営業店独自の重点テーマを設定し，遂行していけるような能力である「革新
性」が求められる。

（２）　渉外部門は営業店の業績を左右することから，目標達成を目指すだけではな
く，実際にやりきる能力である「達成指向」が求められる。

（３）　お客様の生の声を業務改革につなげ，時代の変化に対応していく能力である
「課題設定力」が求められる。

（４）　部下だけでなく営業店における大口のお客様や他部署の管理者など，様々な
人を導いていく「果断性」の能力が求められる。
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渉外部門の管理者に求められる能力

正解（2）	 正解率　78.6％	

解　説

（1）営業店独自の重点テーマを設定して遂行していけるような能力は，思考的側面のコンピ

テンシーの「課題設定力」である。よって適切でない。テキスト 1，P87，「課題設定力」

参照。

（2）適切である。テキスト 1，P90，「達成指向」参照。

（3）お客様の生の声を業務改革につなげ，時代の変化に対応していく能力は，「革新性」で

ある。よって適切でない。テキスト 1，P88，「革新性」参照。

（4）部下だけでなく，営業店における大口のお客様や他部署の管理者など様々な人を導いて

いく能力は，対人的側面のコンピテンシーの「対人影響力」である。よって適切でない。

テキスト 1，P87，「対人影響力」参照。

以上のことより，適切なものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問９］　資質的側面のコンピテンシーの行動事例について述べた次の文章のうち，
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．自己責任のスタンスのもと，当事者意識を持って決定を下す行動は，「果断性」
でプラスと評価される。

Ｂ．現状や置かれた状況に満足することなく，さらなる成果を求めて尽力する行動
は，「革新性」でプラスと評価される。

Ｃ．場面や相手によって態度が変わり，一貫性がない言動は，「自律性」でマイナ
スと評価される。

Ｄ．困難に直面すると，目標の達成レベルを安易に妥協してしまう行動は，「スト
レス耐性」でマイナスと評価される。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 10］　管理者として優れた成績を上げた人の行動をコンピテンシーに当てはめ
た場合の組合せについて述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　いつもチーム内のムードメーカーとなって，全員に声かけをしている行動は，
「集団活性化力」に当てはまる。

（２）　マニュアルどおりのやり方だけでなく，もっと良い方法はないかといつも考
えている行動は，「問題分析力」に当てはまる。

（３）　融資推進の際，経営者が実現したい夢や融資先の事業拡大のために，資金の
使途まで含めて提案した行動は，「課題設定力」に当てはまる。

（４）　スピーチなどで本当は緊張していても，平静を装うことができる行動は，「ス
トレス耐性」に当てはまる。

［問 11］　渉外部門の管理者に求められる資質的側面のコンピテンシーについて述
べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　渉外部門は営業店で最も人数が多い部署であり，主力部隊ともいえるので，
営業店独自の重点テーマを設定し，遂行していけるような能力である「革新
性」が求められる。

（２）　渉外部門は営業店の業績を左右することから，目標達成を目指すだけではな
く，実際にやりきる能力である「達成指向」が求められる。

（３）　お客様の生の声を業務改革につなげ，時代の変化に対応していく能力である
「課題設定力」が求められる。

（４）　部下だけでなく営業店における大口のお客様や他部署の管理者など，様々な
人を導いていく「果断性」の能力が求められる。
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融資部門の管理者に求められる能力

正解（3）	 正解率　23.5％	

解　説

（1）適切である。テキスト 1，P94，「自律性」参照。

（2）適切である。テキスト 1，P94，「判断力」参照。

（3）決済の直前になって資金繰りが上手くいかず，慌てて融資を申し込む先もあることから，

融資部門の管理者は，メンバーの仕事量や処理能力を見極めて，どんな事態にも即応でき

るような「計画組織力」が求められる。よって適切でない。テキスト 1，P93，「計画組織力」

参照。

（4）適切である。テキスト 1，P92，「問題分析力」参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 12］　融資部門の管理者に求められるコンピテンシーについて述べた次の文章
のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　貸し手としての責任を果たすために，自身の価値観や倫理観に基づいて行動
することができる能力である「自律性」が求められる。

（２）　財務分析などの定量的な情報や融資先の定性情報を勘案するだけなく，案件
を持ってきた渉外部門と調整しつつ業務を遂行する「判断力」が求められる。

（３）　決済の直前になって資金繰りが上手くいかず，慌てて融資を申し込む先もあ
ることから，管理者は，どんな事態にも即応し，業務を実行できるような「実
行管理力」が必要になる。

（４）　正確なデータに基づいて検討要素を整理し，財務分析等によって返済能力の
有無を確認する「問題分析力」が必要になる。

［問 13］　窓口部門の管理者に求められる能力について述べた次の文章のうち，適
切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　口座開設時などに怪しいと気づいて部下が相談に来た場合に，逃げずに真正
面から対応する「状況対応力」が求められる。

（２）　リスク商品の販売において，管理者は，先頭に立って販売話法を練り上げる
のではなく，メンバーに指示を出すことで自発的な行動や意欲的な取組みを促
す「対人影響力」が求められる。

（３）　窓口業務でのミスは，お客様に迷惑をかけトラブルに発展する可能性もある
ので，担当者が再びミスを繰り返さないように，再発防止の措置を取った後も，
管理者は担当者に厳しく接する「対人感受性」が必要である。

（４）　管理者には，それぞれのメンバーがチームの一員であることを自覚し，積極
的にチームに貢献してもらえるように工夫する「集団活性化力」が求められる。
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窓口部門の管理者に求められる能力

正解（4）	 正解率　67.2％	

解　説

（1）口座開設時などに怪しいと気づいて部下が相談に来た場合に，逃げずに真正面から対応

する能力は「自律性」である。よって適切でない。テキスト 1，P100，「自律性」参照。

（2）リスク商品の販売において，管理者は，先頭に立って商品の勉強をして，販売話法を練

り上げるなど目標達成のための手段を考え，周囲に頑張ろうという意識を植え付けられる

ような「対人影響力」が必要である。よって適切でない。テキスト 1，P96，「対人影響力」

参照。

（3）管理者は，ミスをしっかり指摘し，再発防止の措置を取ったならば，後は本人が再びや

る気を持って業務に集中できるように配慮し，担当者が行き場を失わないようにする必要

がある。よって適切でない。テキスト 1，P99，「対人感受性」参照。

（4）適切である。テキスト 1，P97，「集団活性化力」参照。

以上のことより，適切なものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 12］　融資部門の管理者に求められるコンピテンシーについて述べた次の文章
のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　貸し手としての責任を果たすために，自身の価値観や倫理観に基づいて行動
することができる能力である「自律性」が求められる。

（２）　財務分析などの定量的な情報や融資先の定性情報を勘案するだけなく，案件
を持ってきた渉外部門と調整しつつ業務を遂行する「判断力」が求められる。

（３）　決済の直前になって資金繰りが上手くいかず，慌てて融資を申し込む先もあ
ることから，管理者は，どんな事態にも即応し，業務を実行できるような「実
行管理力」が必要になる。

（４）　正確なデータに基づいて検討要素を整理し，財務分析等によって返済能力の
有無を確認する「問題分析力」が必要になる。

［問 13］　窓口部門の管理者に求められる能力について述べた次の文章のうち，適
切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　口座開設時などに怪しいと気づいて部下が相談に来た場合に，逃げずに真正
面から対応する「状況対応力」が求められる。

（２）　リスク商品の販売において，管理者は，先頭に立って販売話法を練り上げる
のではなく，メンバーに指示を出すことで自発的な行動や意欲的な取組みを促
す「対人影響力」が求められる。

（３）　窓口業務でのミスは，お客様に迷惑をかけトラブルに発展する可能性もある
ので，担当者が再びミスを繰り返さないように，再発防止の措置を取った後も，
管理者は担当者に厳しく接する「対人感受性」が必要である。

（４）　管理者には，それぞれのメンバーがチームの一員であることを自覚し，積極
的にチームに貢献してもらえるように工夫する「集団活性化力」が求められる。
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苦 手 な 業 務 の 克 服

正解（1）	 正解率　59.7％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P105，「苦手な業務をどのように克服するか」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1，P105，「苦手な業務をどのように克服するか」参照。

Ｃ．そもそも完全無欠な人間など存在せず，だれにでも多かれ少なかれ苦手な分野はつきも

のだということを理解してマネジメント業務を行わないと，思わぬ落とし穴が待ち受けて

いる。よって適切でない。テキスト 1，P106，「部下の欠点をなくすこと以上に長所を伸

ばすことが大切」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 1，P106，「部下の欠点をなくすこと以上に長所を伸ばすことが

大切」参照。

以上のことより，適切でないものは C．であり，（1）が本問の正解である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 14 ］　苦手な業務の克服方法について述べた次の文章のうち，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．苦手意識の根本的な原因に対し，自分なりの解決テーマを設定し，不得意を克
服するための実施計画を立て，自分で進捗を管理しながら PDCA を回してい
く。 

Ｂ．どうして苦手意識を持っているのか，不得手だと考えているのかを掘り下げる
ことが大切であり，できれば２回，３回と掘り下げた方がよい。

Ｃ．ある分野で優秀な人は，どの分野でも優秀である可能性が高く，このことを前
提にマネジメント業務を行うと効率的な運営につながる。

Ｄ．他者が持っていない才能をそれぞれのメンバーが持ち寄って，足りない部分は
全員が補完することで，組織全体で見れば大きな成果が生み出せる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 15 ］　部下の活用について述べた次の文章のうち，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．１つの業務につき主担当，サブ担当の２人を配置し，管理者は，自身の担当業
務を極力減らして，いざというときに備えることが重要である。

Ｂ．新任の管理者として着任した際に行う全員との面談では，現在担当している業
務だけでなく，過去に経験した業務も合わせて聞いておいた方がよい。

Ｃ．着任直後に部下との面談を通して苦手な業務等を教わる場合は，謙虚さや真剣
さを伝えるため，ノート片手に相手の話すことを一字一句漏らさずメモを取る
ような態度を見せた方がよい。

Ｄ．新しい部署に配属されたときは，管理者であっても部署の状況や部下の能力が
よく分からないので，人事評価などの管理者固有の業務を職場の先輩であるメ
ンバーに任せてもよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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部下を活用した苦手な業務等への対応

正解（2）	 正解率　71.0％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 1，P109，「部下を活用して苦手な業務等に対応する」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 1，P108，「部下を活用して苦手な業務等に対応する」参照。

Ｃ．謙虚さや真剣さを伝える必要はあるが，ノート片手に相手の話すことを一字一句漏らさ

ずにメモを取るような態度はせず，ポイントだけをメモをして，的を射た的確な質問をし

た方がよい。よって適切でない。テキスト 1，P110，「業務を教えてもらう過程で部下の

習熟度が分かる」参照。

Ｄ．管理者は，人事評価等の管理者固有の業務は自力で何とかしなくてはならない。よって

適切でない。テキスト 1，P108，「部下を活用して苦手な業務等に対応する」参照。

以上のことより，適切でないものは C．と D．であり，（2）が本問の正解である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 14 ］　苦手な業務の克服方法について述べた次の文章のうち，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．苦手意識の根本的な原因に対し，自分なりの解決テーマを設定し，不得意を克
服するための実施計画を立て，自分で進捗を管理しながら PDCA を回してい
く。 

Ｂ．どうして苦手意識を持っているのか，不得手だと考えているのかを掘り下げる
ことが大切であり，できれば２回，３回と掘り下げた方がよい。

Ｃ．ある分野で優秀な人は，どの分野でも優秀である可能性が高く，このことを前
提にマネジメント業務を行うと効率的な運営につながる。

Ｄ．他者が持っていない才能をそれぞれのメンバーが持ち寄って，足りない部分は
全員が補完することで，組織全体で見れば大きな成果が生み出せる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 15 ］　部下の活用について述べた次の文章のうち，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．１つの業務につき主担当，サブ担当の２人を配置し，管理者は，自身の担当業
務を極力減らして，いざというときに備えることが重要である。

Ｂ．新任の管理者として着任した際に行う全員との面談では，現在担当している業
務だけでなく，過去に経験した業務も合わせて聞いておいた方がよい。

Ｃ．着任直後に部下との面談を通して苦手な業務等を教わる場合は，謙虚さや真剣
さを伝えるため，ノート片手に相手の話すことを一字一句漏らさずメモを取る
ような態度を見せた方がよい。

Ｄ．新しい部署に配属されたときは，管理者であっても部署の状況や部下の能力が
よく分からないので，人事評価などの管理者固有の業務を職場の先輩であるメ
ンバーに任せてもよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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仕 事 の 割 当

正解（3）	 正解率　36.7％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P9，「営業店や課の位置づけをつかんだうえで仕事の割当を

考える」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2，P9，「営業店や課の位置づけをつかんだうえで仕事の割当を

考える」参照。

Ｃ．新任で課長になった場合，何もしないとマンネリ化が進むが，性急に成果を求めすぎる

とマイナスの結果を招いてしまう。課の役割やメンバーの能力，それぞれの相性などを十

分理解してから方針を決めるべきである。よって適切でない。テキスト 2，P13，「支店長

の考えと異なった運営をすると止められることも」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P9，「営業店や課の位置づけをつかんだうえで仕事の割当を

考える」参照。

以上のことより，適切なものは A．B．D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 16］　管理者の業務の１つである仕事の割当について述べた次の文章のうち，
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．渉外担当部署は，取引先の訪問により，融資，貯金，預かり資産などを獲得し，
営業店の収益や取引先の取引件数などの目標を達成することが仕事である。

Ｂ．窓口での預かり資産の営業や内国為替等の事務を担当する部署は，一定の分量
の事務をいかにミスなくこなしていくかが本来の仕事である。

Ｃ．新任で課長になった場合，マンネリ化を防止すべく，担当者の理解度は横に置
いたうえで早急に方針を決め，メンバーの業務の割当を変更すべきである。

Ｄ．管理者は，メンバーの仕事がスムーズに流れるようにすることに注力し，営業
店あるいは金融機関全体の収益を確保し続ける必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 17］　部下の進捗管理について述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（４）
の中から１つ選びなさい。

（１）　毎期の業績目標の設定は，効率を重視し管理者が１人で作成する方がよい。
（２）　メンバー個人の自己啓発状況のフォローアップは，営業店の業績目標の達成

には直ちに結びつかないため，メンバー本人に任せることが望ましい。
（３）　口には出さずとも，ほかの課に対してネガティブな考えを持っている人も少

なくないことから，営業店の業績目標を達成するためにも，管理者が上手にメ
ンバーの意識をコントロールしていくことが重要である。

（４）　複雑で重い案件の場合は，ミスを防ぐために１人に担当させることが有効で
ある。
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部 下 の 進 捗 管 理

正解（3）	 正解率　98.6％	

解　説

（1）業績目標の設定は，メンバー各自の頭の中に業績目標に対する意識を植え付けるためメ

ンバー全員で作成する方がよい。よって適切でない。テキスト 2，P20，「業績目標を設定

する際にはメンバー全員を参加させよう」参照。

（2）メンバー個人の自己啓発状況のフォローアップは，営業店の業績目標の達成には直ち

に結びつかなくとも，課長の重要な職務の 1 つである。よって適切でない。テキスト 2，

P22，「コンプライアンスは朝礼などで徹底する必要がある」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P19，「目標達成に向けて営業店を運営する」参照。

（4）複雑で重い案件の場合は，ミスを防ぐために複数の人を担当させることが有効である。

よって適切でない。テキスト 2，P25，「ミーティングは必ず行いメンバーに参加意識を持

たせる」参照。

以上のことより，適切なものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 16］　管理者の業務の１つである仕事の割当について述べた次の文章のうち，
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．渉外担当部署は，取引先の訪問により，融資，貯金，預かり資産などを獲得し，
営業店の収益や取引先の取引件数などの目標を達成することが仕事である。

Ｂ．窓口での預かり資産の営業や内国為替等の事務を担当する部署は，一定の分量
の事務をいかにミスなくこなしていくかが本来の仕事である。

Ｃ．新任で課長になった場合，マンネリ化を防止すべく，担当者の理解度は横に置
いたうえで早急に方針を決め，メンバーの業務の割当を変更すべきである。

Ｄ．管理者は，メンバーの仕事がスムーズに流れるようにすることに注力し，営業
店あるいは金融機関全体の収益を確保し続ける必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 17］　部下の進捗管理について述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～（４）
の中から１つ選びなさい。

（１）　毎期の業績目標の設定は，効率を重視し管理者が１人で作成する方がよい。
（２）　メンバー個人の自己啓発状況のフォローアップは，営業店の業績目標の達成

には直ちに結びつかないため，メンバー本人に任せることが望ましい。
（３）　口には出さずとも，ほかの課に対してネガティブな考えを持っている人も少

なくないことから，営業店の業績目標を達成するためにも，管理者が上手にメ
ンバーの意識をコントロールしていくことが重要である。

（４）　複雑で重い案件の場合は，ミスを防ぐために１人に担当させることが有効で
ある。
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労務管理において考慮すべきポイント

正解（2）	 正解率　62.5％	

解　説

Ａ．労務管理の中で，課長が最優先で考慮しなければならないのは，労務関連の法令等の理

解である。よって適切でない。テキスト 2，P33，「労務関連の法令等の理解」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2，P30，「労務関連の法令等の理解」参照。

Ｃ．パワーハラスメントは，優越的な関係を背景として行われるものであるが，上司から部

下に対してだけではなく，部下から上司に対してもパワハラに該当する事例がある。よっ

て適切でない。応用問題。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P32，「働きがいのある職場作り」参照。

以上のことより，適切でないものは A．と C．であり，（2）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 18］　労務関連の法令やハラスメントに関する事項について述べた次の文章の
うち，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．労務管理の中で，課長が最優先で考慮しなければならないのは，お客様への
サービスの維持である。

Ｂ．労働基準法や 36協定などで定められた枠の中で，金融機関が職員の同意を得て，
労働条件や服務規律を定めた決まりごとを就業規則という。

Ｃ．パワーハラスメントは，優越的な関係を背景として行われるものであるため，
上司から部下に対する事例のみが該当する。

Ｄ．セクシャルハラスメントは，本人が無自覚であっても加害者となってしまう可
能性があるので，加害者にならないよう営業店のルールも踏まえて留意が必要
である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 19］　労働基準法の規定について述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　労働時間は，１日９時間，１週間に 45時間以内である。
（２）　労働基準法は，労働者の働く条件を規定した私法であり，業種や雇用区分に

かかわらず全労働者に適用される最低労働条件が規定されている。
（３）　法定の労働時間を超えて労働させる場合は，従業員代表または労働組合と事

後に協定を締結する必要がある。
（４）　就業規則は，法令上は一般の職員が常に閲覧できるものである。

［問 20］　現在の部下の人事考課について述べた次の文章のうち，適切でないもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　部下の人事考課の目的は，公正処遇，能力開発，能力活用である。
（２）　評価基準は相対考課で行う。
（３）　考課者は査定システムを理解したうえで，厳正に運用することが求められる。
（４）　査定結果は必ず本人にフィードバックしなければならない。
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労 働 基 準 法 の 規 定

正解（4）	 正解率　80.4％	

解　説

（1）労働時間は，1 日 8 時間，1 週間に 40 時間以内である。よって適切でない。テキスト 2，

P31，「労務関連の法令等の理解 図表 11 労働基準法の規定で押さえておきたい項目」参照。

（2）労働基準法は，労働者の働く条件を規定した公法であり，業種や雇用区分にかかわらず

全労働者に適用される最低労働条件が規定されている。よって適切でない。テキスト 2，

P30，「労務関連の法令等の理解」参照。

（3）法定の労働時間を超えて労働させる場合は，従業員代表または労働組合と事前に協定を

締結する必要がある。よって適切でない。テキスト 2，P31，「労務関連の法令等の理解 図

表 11 労働基準法の規定で押さえておきたい項目」参照。

（4）適切である。テキスト 2，P30，「労務関連の法令等の理解」参照。

以上のことより，適切なものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 18］　労務関連の法令やハラスメントに関する事項について述べた次の文章の
うち，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．労務管理の中で，課長が最優先で考慮しなければならないのは，お客様への
サービスの維持である。

Ｂ．労働基準法や 36協定などで定められた枠の中で，金融機関が職員の同意を得て，
労働条件や服務規律を定めた決まりごとを就業規則という。

Ｃ．パワーハラスメントは，優越的な関係を背景として行われるものであるため，
上司から部下に対する事例のみが該当する。

Ｄ．セクシャルハラスメントは，本人が無自覚であっても加害者となってしまう可
能性があるので，加害者にならないよう営業店のルールも踏まえて留意が必要
である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 19］　労働基準法の規定について述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　労働時間は，１日９時間，１週間に 45時間以内である。
（２）　労働基準法は，労働者の働く条件を規定した私法であり，業種や雇用区分に

かかわらず全労働者に適用される最低労働条件が規定されている。
（３）　法定の労働時間を超えて労働させる場合は，従業員代表または労働組合と事

後に協定を締結する必要がある。
（４）　就業規則は，法令上は一般の職員が常に閲覧できるものである。

［問 20］　現在の部下の人事考課について述べた次の文章のうち，適切でないもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　部下の人事考課の目的は，公正処遇，能力開発，能力活用である。
（２）　評価基準は相対考課で行う。
（３）　考課者は査定システムを理解したうえで，厳正に運用することが求められる。
（４）　査定結果は必ず本人にフィードバックしなければならない。
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現在の部下の人事考課

正解（2）	 正解率　43.8％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P36，「対象者を納得させられる評価をする必要がある」参照。

（2）評価基準は絶対考課で行う。よって適切でない。テキスト 2，P36，「対象者を納得させ

られる評価をする必要がある」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P36，「対象者を納得させられる評価をする必要がある」参照。

（4）適切である。テキスト 2，P36，「対象者を納得させられる評価をする必要がある」参照。

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 18］　労務関連の法令やハラスメントに関する事項について述べた次の文章の
うち，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．労務管理の中で，課長が最優先で考慮しなければならないのは，お客様への
サービスの維持である。

Ｂ．労働基準法や 36協定などで定められた枠の中で，金融機関が職員の同意を得て，
労働条件や服務規律を定めた決まりごとを就業規則という。

Ｃ．パワーハラスメントは，優越的な関係を背景として行われるものであるため，
上司から部下に対する事例のみが該当する。

Ｄ．セクシャルハラスメントは，本人が無自覚であっても加害者となってしまう可
能性があるので，加害者にならないよう営業店のルールも踏まえて留意が必要
である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 19］　労働基準法の規定について述べた次の文章のうち，適切なものを（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　労働時間は，１日９時間，１週間に 45時間以内である。
（２）　労働基準法は，労働者の働く条件を規定した私法であり，業種や雇用区分に

かかわらず全労働者に適用される最低労働条件が規定されている。
（３）　法定の労働時間を超えて労働させる場合は，従業員代表または労働組合と事

後に協定を締結する必要がある。
（４）　就業規則は，法令上は一般の職員が常に閲覧できるものである。

［問 20］　現在の部下の人事考課について述べた次の文章のうち，適切でないもの
を（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　部下の人事考課の目的は，公正処遇，能力開発，能力活用である。
（２）　評価基準は相対考課で行う。
（３）　考課者は査定システムを理解したうえで，厳正に運用することが求められる。
（４）　査定結果は必ず本人にフィードバックしなければならない。
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業績評価，能力評価，情意評価

正解（4）	 正解率　60.8％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P38，「業績評価」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P38，「業績評価」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P39，「能力評価」参照。

（4）情意評価の規律性では，常時規則を遵守することではじめて B 査定となる。よって適切

でない。テキスト 2，P40，「情意評価」参照。

以上のことより，適切でないものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 10）農林中金アカデミー

［問 21］　部下の人事考課における業績評価，能力評価および情意評価について述
べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　業績評価の設定は，期初の予算策定時に，あらかじめメンバーが管理者に具
体的な自分の目標値を提出し，すり合わせのうえ自分の業績目標を決定する仕
組みとなっている。

（２）　業績評価は，達成度を評価するもので，職位や目標が低いほど達成は楽にな
ることに注意する。

（３）　能力評価は，自己啓発で努力したものの現在の業務に活かされていない部分
などが反映された評価という見方ができる。

（４）　情意評価の規律性では，常時規則を遵守するメンバーの査定は，５段階評価
の上から２番目であるＡ以上となる。

［問 22］　部下の指導・育成について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）
～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者にとって，人材育成とは，営業推進や事務管理の次に位置づけられる
課題である。

（２）　予期しないトラブルやミスが発生する可能性があるので，新入職員が最優先
で覚えることはコンプライアンスである。

（３）　若手職員にとっては，法務・税務・財務などの知識を身につけることと同じ
くらい大切なのが，ＪＡ・ＪＦ職員として実務上の決まりごとや仕事の進め方
を身につけることである。

（４）　毎日のミーティングで若手職員が司会をすることで，少しずつプレゼン能力
を身につけ，お客様と交渉する力をつけていくことが期待できる。
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部 下 の 指 導 ・ 育 成

正解（1）	 正解率　78.7％	

解　説

（1）人材育成は，管理者にとって営業推進や事務管理に匹敵する課題である。よって適切で

ない。テキスト 2，P44，「部下の指導・育成はどのように行うか」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P45，「業務習得プランを踏まえて業務を習得させる」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P47，「若手を指導できるかどうかで営業店の実績が変わって

くる」参照。

（4）適切である。テキスト 2，P49，「ミーティングでは若手職員に司会を任せよう」参照。

以上のことより，適切でないものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 10）農林中金アカデミー

［問 21］　部下の人事考課における業績評価，能力評価および情意評価について述
べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　業績評価の設定は，期初の予算策定時に，あらかじめメンバーが管理者に具
体的な自分の目標値を提出し，すり合わせのうえ自分の業績目標を決定する仕
組みとなっている。

（２）　業績評価は，達成度を評価するもので，職位や目標が低いほど達成は楽にな
ることに注意する。

（３）　能力評価は，自己啓発で努力したものの現在の業務に活かされていない部分
などが反映された評価という見方ができる。

（４）　情意評価の規律性では，常時規則を遵守するメンバーの査定は，５段階評価
の上から２番目であるＡ以上となる。

［問 22］　部下の指導・育成について述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）
～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者にとって，人材育成とは，営業推進や事務管理の次に位置づけられる
課題である。

（２）　予期しないトラブルやミスが発生する可能性があるので，新入職員が最優先
で覚えることはコンプライアンスである。

（３）　若手職員にとっては，法務・税務・財務などの知識を身につけることと同じ
くらい大切なのが，ＪＡ・ＪＦ職員として実務上の決まりごとや仕事の進め方
を身につけることである。

（４）　毎日のミーティングで若手職員が司会をすることで，少しずつプレゼン能力
を身につけ，お客様と交渉する力をつけていくことが期待できる。
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コンプライアンスの徹底に関する事項

正解（2）	 正解率　82.9％	

解　説

Ａ．コンプライアンスの基本事項に関して，管理者は，JA・JF 職員だけでなくパート職員

に対しても繰り返し覚えてもらうように心がける。よって適切でない。テキスト 2，P54，

「JA・JF 職員やパート職員を問わず繰り返し覚えてもらおう」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2，P21，「コンプライアンスは朝礼などで徹底する必要がある」

参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P56，「取引時確認の徹底」参照。

Ｄ．消費者契約法では，不利益事実の不告知，不実告知および断定的判断の提供について，

お客様が内容を理解できないまま取引をした場合，契約の取消も可能とされている。よっ

て適切でない。テキスト 2，P57，「商品説明義務の徹底」参照。

以上のことより，適切なものは B．と C．であり，（2）が本問の正解である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［問 23］　コンプライアンスの徹底について述べた次の文章のうち，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．コンプライアンスの基本事項に関して，管理者は，パート職員よりも正規職員
に対して重点的に指導し，繰り返し覚えてもらうように心がける。

Ｂ．朝礼，夕礼などでコンプライアンス規定や遵守事項を読み合わせていくことは，
長い目で見ると効果がある。

Ｃ．取引時確認の主目的は，マネー・ローンダリングや架空名義・第三者名義の貯
金の防止である。

Ｄ．消費者契約法では，不利益事実の不告知，不実告知および断定的判断の提供に
ついて，お客様が内容を理解できないまま取引をした場合でも，契約の取消は
できないとされている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 24］　金融機関における優越的地位の濫用の防止について述べた次の文章のうち，
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．融資において，有利な取引をしている他行庫のシェアの引き下げを強要するこ
とは，優越的地位の濫用となる可能性がある。

Ｂ．融資を条件として，一定額の貯金の作成を取引先に強要することは，優越的地
位の濫用となる可能性がある。

Ｃ．融資を条件として，投資信託や保険の購入を取引先に強要することは，優越的
地位の濫用となる可能性がある。

Ｄ．優越的地位の濫用の防止の根拠となる法律は，不正競争防止法である。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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優越的地位の濫用の防止

正解（3）	 正解率　55.0％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P59，「優越的地位の濫用の防止」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2，P59，「優越的地位の濫用の防止」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P59，「優越的地位の濫用の防止」参照。

Ｄ．優越的地位の濫用の防止の根拠となる法律は，独占禁止法である。よって適切でない。

テキスト 2，P58，「優越的地位の濫用の防止」参照。

以上のことより，適切なものは A．と B．と C．であり，（3）が本問の正解である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［問 23］　コンプライアンスの徹底について述べた次の文章のうち，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．コンプライアンスの基本事項に関して，管理者は，パート職員よりも正規職員
に対して重点的に指導し，繰り返し覚えてもらうように心がける。

Ｂ．朝礼，夕礼などでコンプライアンス規定や遵守事項を読み合わせていくことは，
長い目で見ると効果がある。

Ｃ．取引時確認の主目的は，マネー・ローンダリングや架空名義・第三者名義の貯
金の防止である。

Ｄ．消費者契約法では，不利益事実の不告知，不実告知および断定的判断の提供に
ついて，お客様が内容を理解できないまま取引をした場合でも，契約の取消は
できないとされている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 24］　金融機関における優越的地位の濫用の防止について述べた次の文章のうち，
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．融資において，有利な取引をしている他行庫のシェアの引き下げを強要するこ
とは，優越的地位の濫用となる可能性がある。

Ｂ．融資を条件として，一定額の貯金の作成を取引先に強要することは，優越的地
位の濫用となる可能性がある。

Ｃ．融資を条件として，投資信託や保険の購入を取引先に強要することは，優越的
地位の濫用となる可能性がある。

Ｄ．優越的地位の濫用の防止の根拠となる法律は，不正競争防止法である。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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事 務 手 続 上 の 留 意 点

正解（3）	 正解率　67.4％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P64，「①事務ミスへの対応」参照。

Ｂ．事務ミスへの対応において，最近ではリスク管理の観点から，「ミスが発生する確率」

や「発生によるリスク量の把握」といった，より現実的な考え方が主流になりつつある。

よって適切でない。テキスト 2，P64，「①事務ミスへの対応」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P65，「②部下への連絡の徹底」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P66，「③お客様への対応」参照。

以上のことより，適切なものは A．C．D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 12）農林中金アカデミー

［問 25］　事務手続上の留意点について述べた次の文章のうち，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．事務ミスが発生した後，同様のミスを減らすには，課内あるいは営業店全体で
どんな対応が必要かを分析したうえで，対応方針を考え，実行することが重要
である。

Ｂ．事務ミスへの対応において，最近ではリスク管理の観点から，「精神集中」や
「気のゆるみをなくす」といった，根性論的な考え方が主流になりつつある。

Ｃ．金融機関の推進体制や管理体制の徹底にあたり，管理者には，正確な情報を，
素早く１人でも多くのメンバーと共有することが求められる。

Ｄ．融資の謝絶において，お客様からクレームが寄せられた場合，一次対応を行う
のは管理者である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 26］　口座開設における留意点について述べた次の文章のうち，適切なものの
組合せを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．犯罪収益移転防止法により，金融機関には取引時確認が推奨されている。
Ｂ．反社会的勢力関係者の口座開設を防止するため，各金融機関にある反社会的勢
力の関係者に関するデータベースに掲載されている人物に該当していないか，
口座開設申込者を慎重にチェックする必要がある。

Ｃ．口座開設申込者が反社会的勢力関係者だと判明した場合の対応については，非
常にデリケートな問題であるため，できるだけ信頼できる部下に任せるように
する。

Ｄ．居住地も勤務先もエリア外の遠隔地であり，口座開設の理由もはっきりしない
ようであれば，たとえ本人確認ができたとしても口座開設は拒絶すべきである。

（１）　Ａ．とＣ．
（２）　Ａ．とＤ．
（３）　Ｂ．とＣ．
（４）　Ｂ．とＤ．
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口座開設における留意点

正解（4）	 正解率　86.6％	

解　説

Ａ．犯罪収益移転防止法により，金融機関には取引時確認が義務づけられている。よって適

切でない。テキスト 2，P68，「①口座開設」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2，P68，「①反社会的勢力関係者の口座開設申込」参照。

Ｃ．口座開設申込者が反社会的勢力関係者だと判明した場合の対応については，非常にデリ

ケートな問題であり，危険性が伴う懸念もあるため，部下に任せず管理者が自ら対応する

必要がある。よって適切でない。テキスト 2，P68，「①反社会的勢力関係者の口座開設申

込」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P69，「②遠隔地居住者の口座開設申込」参照。

以上のことより，適切なものは B．と D．であり，（4）が本問の正解である。

（ 12）農林中金アカデミー

［問 25］　事務手続上の留意点について述べた次の文章のうち，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．事務ミスが発生した後，同様のミスを減らすには，課内あるいは営業店全体で
どんな対応が必要かを分析したうえで，対応方針を考え，実行することが重要
である。

Ｂ．事務ミスへの対応において，最近ではリスク管理の観点から，「精神集中」や
「気のゆるみをなくす」といった，根性論的な考え方が主流になりつつある。

Ｃ．金融機関の推進体制や管理体制の徹底にあたり，管理者には，正確な情報を，
素早く１人でも多くのメンバーと共有することが求められる。

Ｄ．融資の謝絶において，お客様からクレームが寄せられた場合，一次対応を行う
のは管理者である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 26］　口座開設における留意点について述べた次の文章のうち，適切なものの
組合せを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．犯罪収益移転防止法により，金融機関には取引時確認が推奨されている。
Ｂ．反社会的勢力関係者の口座開設を防止するため，各金融機関にある反社会的勢
力の関係者に関するデータベースに掲載されている人物に該当していないか，
口座開設申込者を慎重にチェックする必要がある。

Ｃ．口座開設申込者が反社会的勢力関係者だと判明した場合の対応については，非
常にデリケートな問題であるため，できるだけ信頼できる部下に任せるように
する。

Ｄ．居住地も勤務先もエリア外の遠隔地であり，口座開設の理由もはっきりしない
ようであれば，たとえ本人確認ができたとしても口座開設は拒絶すべきである。

（１）　Ａ．とＣ．
（２）　Ａ．とＤ．
（３）　Ｂ．とＣ．
（４）　Ｂ．とＤ．
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委任状・代理人届の取扱い

正解（1）	 正解率　78.9％	

解　説

（1）管理者としては，取引時確認の手続きを経ている場合においても，現金による払戻につ

いては注意が必要である。よって適切でない。テキスト 2，P73，「④貯金者本人による多

額の払戻」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P72，「③委任状・代理人届の取扱い」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P72，「③委任状・代理人届の取扱い」参照。

（4）適切である。テキスト 2，P73，「④貯金者本人による多額の払戻」参照。

以上のことより，適切でないものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 27］　委任状・代理人届の取扱いおよび貯金者本人による多額の払戻について
述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさ
い。

（１）　金融機関は，不正競争防止法によって，来店者が真の貯金者かどうか厳しく
確認するよう義務づけられた。

（２）　貯金者に代わって貯金取引を行うには，金融機関所定の委任状または代理人
届の提出を受ける必要がある。

（３）　委任状や代理人届の記載内容について，筆跡を含めて確認し，筆跡が疑わし
い場合や申出人に疑わしい事象がある場合には，管理者は電話等の手段によっ
て直接名義人本人と委任内容について意思確認する必要がある。

（４）　貯金者本人による払戻において，200万円を超える大口の現金取引等を行う
にあたっては，犯罪収益移転防止法に基づき本人確認（氏名，住居および生年
月日等）に加え，職業や取引を行う目的等も確認する必要がある。

［問 28］　通帳を持参していないお客様への払戻および高齢者名義の貯金への対応
について述べた次の文章のうち，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．貯金通帳・証書の法的な性質は，貯金契約が成立して指名債権である貯金債権
が存在することを証明する証拠証券である。

Ｂ．貯金の払戻にあたって，届出印の押捺された払戻請求書等とともに貯金通帳・
証書の提出を求め，その持参者に善意・無過失で払戻をしたときに，無権利者
に対して払い戻してしまった場合，金融機関は免責されない。

Ｃ．便宜払いは，貯金者・取引先との確固たる信頼関係と厳正な本人確認を前提と
しており，金融機関としての注意義務が通常の取引よりも重くなると考えられ
るので，管理者には慎重な対応が求められる。

Ｄ．高齢者名義の貯金に関係する取引には，管理者が当初から関与してトラブルの
発生防止に努めるべきである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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通帳・証書の法的性質

正解（3）	 正解率　49.0％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P75，「⑥通帳を持参していないお客様への払戻」参照。

Ｂ．貯金の払戻にあたって，届出印の押捺された払戻請求書等とともに貯金通帳・証書の提

出を求め，その持参者に善意・無過失で払戻をしたときには，無権利者に対して払い戻し

てしまった場合でも，貯金約款等で金融機関は免責される。よって適切でない。テキスト 2，

P75，「⑥通帳を持参していないお客様への払戻」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P76，「⑥通帳を持参していないお客様への払戻」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 2，P76，「⑦高齢者名義の貯金への対応」参照。

以上のことより，適切なものは A．と C．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 27］　委任状・代理人届の取扱いおよび貯金者本人による多額の払戻について
述べた次の文章のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさ
い。

（１）　金融機関は，不正競争防止法によって，来店者が真の貯金者かどうか厳しく
確認するよう義務づけられた。

（２）　貯金者に代わって貯金取引を行うには，金融機関所定の委任状または代理人
届の提出を受ける必要がある。

（３）　委任状や代理人届の記載内容について，筆跡を含めて確認し，筆跡が疑わし
い場合や申出人に疑わしい事象がある場合には，管理者は電話等の手段によっ
て直接名義人本人と委任内容について意思確認する必要がある。

（４）　貯金者本人による払戻において，200万円を超える大口の現金取引等を行う
にあたっては，犯罪収益移転防止法に基づき本人確認（氏名，住居および生年
月日等）に加え，職業や取引を行う目的等も確認する必要がある。

［問 28］　通帳を持参していないお客様への払戻および高齢者名義の貯金への対応
について述べた次の文章のうち，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．貯金通帳・証書の法的な性質は，貯金契約が成立して指名債権である貯金債権
が存在することを証明する証拠証券である。

Ｂ．貯金の払戻にあたって，届出印の押捺された払戻請求書等とともに貯金通帳・
証書の提出を求め，その持参者に善意・無過失で払戻をしたときに，無権利者
に対して払い戻してしまった場合，金融機関は免責されない。

Ｃ．便宜払いは，貯金者・取引先との確固たる信頼関係と厳正な本人確認を前提と
しており，金融機関としての注意義務が通常の取引よりも重くなると考えられ
るので，管理者には慎重な対応が求められる。

Ｄ．高齢者名義の貯金に関係する取引には，管理者が当初から関与してトラブルの
発生防止に努めるべきである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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相 続 貯 金 の 払 戻

正解（2）	 正解率　55.7％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P80，「⑧相続貯金の払戻」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 2，P80，「⑧相続貯金の払戻」参照。

Ｃ．貯金者死亡の事実を金融機関が知らずに払い戻した場合でも，金融機関側に落ち度がな

ければ，所定の手続きに従って払い戻している限り，有効な払戻として金融機関が責め

を負うことになはならない。よって適切でない。テキスト 2，P80，「⑧相続貯金の払戻」 

参照。

Ｄ．遺産分割協議が終わっていない場合，あるいは終わっていても遺産分割協議書を作成し

ない場合には，相続人全員の連署によって払戻に応じる。よって適切でない。テキスト 2，

P80，「⑧相続貯金の払戻」参照。

以上のことより，適切なものは A．と B．であり，（2）が本問の正解である。

（ 14）農林中金アカデミー

［問 29］　相続貯金の払戻時の留意点について述べた次の文章のうち，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．相続貯金の払戻時には，親族の死亡に加えて相続という非常にデリケートな問
題であるため，経験豊富な担当者および管理者自らが対応すべきである。

Ｂ．相続人の確認は，被相続人の戸籍謄本（出生から死亡までの連続した全戸籍）お
よび相続人全員の最新の全部事項証明書によって行う。

Ｃ．貯金者死亡の事実を金融機関が知らずに払い戻した場合，金融機関側に落ち度
がなく，所定の手続きに従って払い戻していたとしても，無効な払戻として金
融機関が責めを負うことになる。

Ｄ．遺産分割協議が終わっていない場合，あるいは終わっていても遺産分割協議書
を作成しない場合には，相続人代表の署名によって払戻に応じる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 30］　融資業務における管理者の留意事項について述べた次の文章のうち，適
切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　経営者保証に関するガイドラインには，法人と経営者の関係が明白に分離さ
れている企業の場合，保証を取り受けないようにすることが示されている。

（２）　中小・零細企業の場合，法人と経営が明確に分離された経営体制にはなって
いないケースが多いため，いくら状況を確認しても，営業店としての取引展開
を含めた構想を示していくことはできない。

（３）　融資可否の判断において，管理者は，担当者の財務判定の正確性を判断する
ことにのみ注力すべきである。

（４）　管理者が謝絶の説明をするということは，金融機関として責任ある立場の人
間が対応する意味のほかに，担当者の落ち度を明確にする意味もある。
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融資業務における管理者の留意事項

正解（1）	 正解率　86.1％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P86，「①融資可否の判断」参照。

（2）中小・零細企業の場合，法人と経営が明確に分離された経営体制にはなっていないため，

状況を確認して，営業店としての取引展開を含めた構想を示していくのが管理者の大事な

役割である。よって適切でない。テキスト 2，P87，「①融資可否の判断」参照。

（3）融資可否の判断において，管理者は，担当者の財務判定の正確性を判断することにのみ

注力するのではなく，営業店または自 JA・JF で，与信リスクの観点から特定先への融資

枠が限定されているケースにも注意すべきである。この枠を超過してしまう取引先が，財

務上問題のない別の取引先への迂回融資で資金を調達する可能性も考えられるためであ

る。よって適切でない。テキスト 2，P86，「①融資可否の判断」参照。

（4）管理者が謝絶の説明をするということは，金融機関として責任ある立場の人間が対応す

る意味のほかに，担当者の心理的負担を軽減する意味もある。よって適切でない。テキス

ト 2，P87，「②謝絶時の説明」参照。

以上のことより，適切なものは（1）であり，（1）が本問の正解である。

（ 14）農林中金アカデミー

［問 29］　相続貯金の払戻時の留意点について述べた次の文章のうち，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．相続貯金の払戻時には，親族の死亡に加えて相続という非常にデリケートな問
題であるため，経験豊富な担当者および管理者自らが対応すべきである。

Ｂ．相続人の確認は，被相続人の戸籍謄本（出生から死亡までの連続した全戸籍）お
よび相続人全員の最新の全部事項証明書によって行う。

Ｃ．貯金者死亡の事実を金融機関が知らずに払い戻した場合，金融機関側に落ち度
がなく，所定の手続きに従って払い戻していたとしても，無効な払戻として金
融機関が責めを負うことになる。

Ｄ．遺産分割協議が終わっていない場合，あるいは終わっていても遺産分割協議書
を作成しない場合には，相続人代表の署名によって払戻に応じる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 30］　融資業務における管理者の留意事項について述べた次の文章のうち，適
切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　経営者保証に関するガイドラインには，法人と経営者の関係が明白に分離さ
れている企業の場合，保証を取り受けないようにすることが示されている。

（２）　中小・零細企業の場合，法人と経営が明確に分離された経営体制にはなって
いないケースが多いため，いくら状況を確認しても，営業店としての取引展開
を含めた構想を示していくことはできない。

（３）　融資可否の判断において，管理者は，担当者の財務判定の正確性を判断する
ことにのみ注力すべきである。

（４）　管理者が謝絶の説明をするということは，金融機関として責任ある立場の人
間が対応する意味のほかに，担当者の落ち度を明確にする意味もある。
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融資先の査定，モニタリング

正解（4）	 正解率　77.3％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P89，「③自店における融資先の査定」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P89，「③自店における融資先の査定」参照。

（3）適切である。テキスト 2，P90，「④融資先のモニタリング」参照。

（4）融資先のモニタリングにおいて，社長が長期入院していることが判明した先に M&A を

含めた対応をするなど，稟議を書いて融資を実行するというルーティン作業から一歩踏み

出した融資先の管理は，課長が主導権を握るべきである。よって適切でない。テキスト 2，

P90，「④融資先のモニタリング」参照。

以上のことより，適切でないものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 15） 農林中金アカデミー

［問 31］　融資先の査定およびモニタリングについて述べた次の文章のうち，適切
でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　自己査定の作業負担が従来に比べて大幅に減っている中で，特別やらなけれ
ばならない作業は，決算月から時間が経過している企業や，決算後に特別な要
因が発生して財務内容が変化している企業などからデータを取り受け，システ
ムから出された数字を修正することである。

（２）　管理者は，融資担当者が保守的になりすぎて，営業店全体がリスクを取らな
い体質になり，ビジネスチャンスを逃しているのではないかという問題意識を
持つことも大切である。

（３）　大きく業績が悪化した先については，試算表を毎月提出するようお願いした
り，売上先や支払先のチェックをより細かく行ったりするよう，管理者は担当
者に強く指示するべきである。

（４）　社長が長期入院していることが判明した先にM&Aを含めた対応をするなど，
稟議を書いて融資を実行するというルーティン作業から一歩踏み出した融資先
の管理は，融資先の実態をよく知る担当者に任せるべきである。

［問 32］　預かり資産業務における管理者の役割について述べた次の文章のうち，
適切なものの組合せを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．部下が商品を勧誘する際に同行訪問することで，担当者個人の知識やスキルを
確認することができる。

Ｂ．部下が単独で預かり資産を販売した場合，そのまま部下に任せ，管理者が単独
訪問等でお客様と面談の機会を持つことは控えるべきである。

Ｃ．担当者がお客様から取り受けた書類について，内容に不備がないかのチェック
は，管理者が行うべきである。

Ｄ．面談記録の作成において，雑談内容やその日の天気など，余分な情報を記入し
ないよう，部下を指導する必要がある。

（１）　Ａ．とＣ．
（２）　Ｂ．とＣ．
（３）　Ａ．とＤ．
（４）　Ｂ．とＤ．
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預かり資産業務における管理者の役割

正解（1）	 正解率　91.6％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 2，P94，「①預かり資産を勧誘する際に同行訪問する」参照。

Ｂ．部下が単独で預かり資産を販売した場合，管理者は，あまり日を置かないうちにお客様

が来店したとき，または単独でお客様の自宅や職場を訪問するなどして，お客様との面談

の機会を持ち，適合性の原則などのルールに従った販売をしたかなどを確認する。よって

適切でない。テキスト 2，P95，「②部下が単独で販売した場合，後で単独訪問等にてお客

様に確認する」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P97，「③書類や面談記録の確認」参照。

Ｄ．面談記録は，不幸にもお客様とトラブルになってしまったときに，とても重要な記録と

なるため，お客様の発言をできるだけ忠実に記載するよう指導する必要がある。管理者は，

会話（雑談の内容なども含めて）や質問，お客様の服装や特徴，その日の天気なども記入

するよう，部下に指示する必要がある。よって適切でない。テキスト 2，P98，「③書類や

面談記録の確認」参照。

以上のことより，適切なものは A．と C．であり，（1）が本問の正解である。

（ 15） 農林中金アカデミー

［問 31］　融資先の査定およびモニタリングについて述べた次の文章のうち，適切
でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　自己査定の作業負担が従来に比べて大幅に減っている中で，特別やらなけれ
ばならない作業は，決算月から時間が経過している企業や，決算後に特別な要
因が発生して財務内容が変化している企業などからデータを取り受け，システ
ムから出された数字を修正することである。

（２）　管理者は，融資担当者が保守的になりすぎて，営業店全体がリスクを取らな
い体質になり，ビジネスチャンスを逃しているのではないかという問題意識を
持つことも大切である。

（３）　大きく業績が悪化した先については，試算表を毎月提出するようお願いした
り，売上先や支払先のチェックをより細かく行ったりするよう，管理者は担当
者に強く指示するべきである。

（４）　社長が長期入院していることが判明した先にM&Aを含めた対応をするなど，
稟議を書いて融資を実行するというルーティン作業から一歩踏み出した融資先
の管理は，融資先の実態をよく知る担当者に任せるべきである。

［問 32］　預かり資産業務における管理者の役割について述べた次の文章のうち，
適切なものの組合せを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．部下が商品を勧誘する際に同行訪問することで，担当者個人の知識やスキルを
確認することができる。

Ｂ．部下が単独で預かり資産を販売した場合，そのまま部下に任せ，管理者が単独
訪問等でお客様と面談の機会を持つことは控えるべきである。

Ｃ．担当者がお客様から取り受けた書類について，内容に不備がないかのチェック
は，管理者が行うべきである。

Ｄ．面談記録の作成において，雑談内容やその日の天気など，余分な情報を記入し
ないよう，部下を指導する必要がある。

（１）　Ａ．とＣ．
（２）　Ｂ．とＣ．
（３）　Ａ．とＤ．
（４）　Ｂ．とＤ．
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営 業 店 の 業 務 効 率 化

正解（3）	 正解率　72.3％	

解　説

（1）適切である。テキスト 2，P102，「業務の効率化には部下の声をまとめる管理者の存在

が不可欠」参照。

（2）適切である。テキスト 2，P104，「立場の弱い人や普段目立たない人の意見を優先的に

くみ上げる」参照。

（3）金融機関でも現場からの業務の効率化を目指して QC サークルを導入した時期があるが，

目立った効果が認められないまま下火となった。その最大の原因として，金融機関はサー

ビス業であり，お客様へのサービスという目に見えにくい付加価値を提供することが最終

的な成果だが，これは概念であり，職員には形として見ることができない点が挙げられる。

よって適切でない。テキスト 2，P103，「業務の効率化には部下の声をまとめる管理者の

存在が不可欠」参照。

（4）適切である。応用問題。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 33］　営業店の業務効率化について述べた次の文章のうち，適切でないものを
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　業務の効率化とは，複雑な業務の中の無駄な作業や重複した作業を省き，す
べての作業に優先順位をつけることで，全体のコストを減らし，収益性の改善
を目指すものである。

（２）　営業店で業務を効率化するためには，あらゆる業務を拾い上げて，全員で仕
事のあり方を考えていくのが基本である。

（３）　金融機関においてQCサークルが効果的であった理由として，金融機関の商
品が目に見えやすいものであったことが挙げられる。

（４）　業務の効率化を進めるためには，職員の業務遂行スキルや性格等をしっかり
と把握したうえで，適材適所となっているかを確認し，配置転換を行うなどで，
職員のモチベーションを上げることも重要である。

［問 34］　組織を管理するためのPDCAサイクルの実施について述べた次の文章の
うち，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．実効性のある計画の立案に際しては，課長が責任を持って組織が向かう目標を
設定する必要がある。

Ｂ．計画の実行においては，期間や仕事の分量は考えず，とにかく行動することが
重要である。

Ｃ．実行の成果を評価する際の注意点として，ギャップの内容を細かく分析するこ
とが挙げられる。

Ｄ．改善では，評価で明らかになったギャップの原因を踏まえ，次回以降の計画に
活用するデータを洗い出すことが重要であるため，当初策定した計画の見直し
は行わない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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P D C A 	 サ イ ク ル

正解（1）	 正解率　41.9％	

解　説

Ａ．実効性のある計画の立案に際して，組織の目標は支店長または本社の推進部門，組合長，

理事長などが定めるものである。よって適切でない。テキスト 2，P111，「計画すること」

参照。

Ｂ．計画実行のためには，期間内で成果が得られるように，とにかく行動することが重要で

ある。また，管理者としては，部下の仕事の内容や分量を把握し，部下が計画実行のため

の時間を確保できるように調整する必要がある。よって適切でない。テキスト 2，P112， 

「実行すること」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 2，P112，「評価すること」参照。

Ｄ．改善とは，評価で明らかになったギャップの原因から，当初策定した計画がこのまま

で本来の目的に近づけるのかどうかを冷静に見直す作業であり，場合によっては，計画

自体を修正（上方または下方）することも必要になる。よって適切でない。テキスト 2， 

P113，「改善のために取り組むこと」参照。

以上のことより，適切なものは C．であり，（1）が本問の正解である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 33］　営業店の業務効率化について述べた次の文章のうち，適切でないものを
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　業務の効率化とは，複雑な業務の中の無駄な作業や重複した作業を省き，す
べての作業に優先順位をつけることで，全体のコストを減らし，収益性の改善
を目指すものである。

（２）　営業店で業務を効率化するためには，あらゆる業務を拾い上げて，全員で仕
事のあり方を考えていくのが基本である。

（３）　金融機関においてQCサークルが効果的であった理由として，金融機関の商
品が目に見えやすいものであったことが挙げられる。

（４）　業務の効率化を進めるためには，職員の業務遂行スキルや性格等をしっかり
と把握したうえで，適材適所となっているかを確認し，配置転換を行うなどで，
職員のモチベーションを上げることも重要である。

［問 34］　組織を管理するためのPDCAサイクルの実施について述べた次の文章の
うち，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．実効性のある計画の立案に際しては，課長が責任を持って組織が向かう目標を
設定する必要がある。

Ｂ．計画の実行においては，期間や仕事の分量は考えず，とにかく行動することが
重要である。

Ｃ．実行の成果を評価する際の注意点として，ギャップの内容を細かく分析するこ
とが挙げられる。

Ｄ．改善では，評価で明らかになったギャップの原因を踏まえ，次回以降の計画に
活用するデータを洗い出すことが重要であるため，当初策定した計画の見直し
は行わない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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ステップアップに必要なスキル

正解（3）	 正解率　43.1％	

解　説

Ａ．達成：動機づけ要因。よって適切である。テキスト 2，P118，「給与が上がっただけで

は動機づけは起きない」参照。

Ｂ．給与：衛生要因。よって適切でない。テキスト 2，P118，「給与が上がっただけでは動

機づけは起きない」参照。

Ｃ．昇進：動機づけ要因。よって適切である。テキスト 2，P118，「給与が上がっただけで

は動機づけは起きない」参照。

Ｄ．責任：動機づけ要因。よって適切である。テキスト 2，P118，「給与が上がっただけで

は動機づけは起きない」参照。

以上のことより，動機づけ要因は A．と C．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［問 35］　ハーズバーグのモチベーション理論について，動機づけ要因はいくつあ
るか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．達成
Ｂ．給与
Ｃ．昇進
Ｄ．責任
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 36］　業務効率化のために職場環境を良くするポイントについて述べた次の文
章のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　雑然としたオフィスを一気に清潔かつ整然とさせることは困難であるため，
全員が集中して整理する日時を決めて，少しずつ定期的に取り組んでいくこと
が大切である。

（２）　日誌の記入や取引経緯記録票の作成などルーティンで行う業務は，各個人が
時間を決めて行うことが労務管理において有効である。

（３）　オフィスの整理は，部下同士で指導し合う仕組みを作り，共有スペースにつ
いては，管理担当者を決めたうえでその人に任せると，責任感の醸成といった
効果が生まれる。

（４）　管理者は，清潔で機能的なオフィスを物理的に整えるだけでなく，ＪＡ・ＪＦ
職員が心身ともに健全な状態で働ける環境や雰囲気を作り出せるような職場環
境の維持・向上が求められる。
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業務効率化のために職場環境を良くするポイント

正解（2）	 正解率　50.8％	

解　説

（1）適切である。テキスト 3，P8，「オフィスの整理は部下同士でチェックさせるのがよい」

参照。

（2）日誌の記入や取引経緯記録票の作成などルーティンで行う業務は，個人ではなく全員が

共通して実施する時間を設けることが，労務管理において有効である。よって適切でな

い。テキスト 3，P7，「部下の悩みを解決する体制を作ることが求められる」参照。

（3）適切である。テキスト 3，P8，「オフィスの整理は部下同士でチェックさせるのがよい」

参照。

（4）適切である。テキスト 3，P6，「職場の環境を良くして業務を効率化しよう」参照。

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［問 35］　ハーズバーグのモチベーション理論について，動機づけ要因はいくつあ
るか，（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

Ａ．達成
Ｂ．給与
Ｃ．昇進
Ｄ．責任
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 36］　業務効率化のために職場環境を良くするポイントについて述べた次の文
章のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　雑然としたオフィスを一気に清潔かつ整然とさせることは困難であるため，
全員が集中して整理する日時を決めて，少しずつ定期的に取り組んでいくこと
が大切である。

（２）　日誌の記入や取引経緯記録票の作成などルーティンで行う業務は，各個人が
時間を決めて行うことが労務管理において有効である。

（３）　オフィスの整理は，部下同士で指導し合う仕組みを作り，共有スペースにつ
いては，管理担当者を決めたうえでその人に任せると，責任感の醸成といった
効果が生まれる。

（４）　管理者は，清潔で機能的なオフィスを物理的に整えるだけでなく，ＪＡ・ＪＦ
職員が心身ともに健全な状態で働ける環境や雰囲気を作り出せるような職場環
境の維持・向上が求められる。
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部下の様子を見極める方法

正解（2）	 正解率　86.3％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 3，P12，「②お客様との間でトラブルが発生していないかチェッ

クする」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 3，P10，「部下の様子を観察して状況を見極めよう」参照。

Ｃ．担当者の話が長い場合，お客様との面談も無駄に長いケースが多い。お互いに時間の浪

費になるので，簡潔に話すための指導を実施すべきである。よって適切でない。テキスト 3，

P14，「〈長時間電話していないかチェックする〉」参照。

Ｄ．借金等に関する金銭の問題は，自 JA・JF で救済することも可能なので，早期に実態を

把握する必要がある。よって適切でない。テキスト 3，P11，「①普段の状態を見極める」

参照。

以上のことより，適切なものは A．と B．であり，（2）が本問の正解である。

（ 18）農林中金アカデミー

［問 37］　部下の様子を見極める方法について述べた次の文章のうち，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．外出が多く「常にチェックする」ことが難しい部下の場合，営業店を出る前後
を比較するなどして，部下の様子を見る方法も有効である。

Ｂ．部下が業務に集中できる状態にするために，管理者は様々な場面で部下の状態
を観察し，背景に何があるのかを把握する必要がある。

Ｃ．部下が長時間電話しているケースであっても，担当者の話が長いことが理由で
あるとはっきりしていれば，管理者は特に気にする必要はない。

Ｄ．部下の抱える問題が，借金などのプライベートに関する金銭的なものである場
合，職場の人間では関わることができないので，実態を把握する必要はない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 38］　仕事が遅れている部下への対応について述べた次の文章のうち，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．管理者は，業務の手順が分からないものは，どれくらいの時間がかかるのか見
極めたうえで，個々の業務に落とし込むように部下を指導する必要がある。

Ｂ．仕事を適切に処理しているか，悩んでいるものがないか，放置しているものは
ないかをきめ細かく確認することは，仕事を先延ばしにする傾向がある部下に
対して重点的に行うというより，すべての部下に対して行うべきことである。

Ｃ．限られた時間の中で最も効果の高い業務を厳選し実施していくために，「やる
べき業務をやる」と決めて，やるべきかどうか微妙と思われる業務は切り捨て
る勇気も必要である。

Ｄ．管理者は，部下が与えられた業務を忠実にこなし，期日を守ろうとしている状
況であっても，部下が実施している業務が，部署全体で対応すべき役割や課題
よりも優先順位が低いと判断した場合には，実施中の業務を停止させることも
必要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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仕事が遅れている部下への対応

正解（1）	 正解率　62.6％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 3，P16，「余裕を持って仕事をするよう部下に指導する」参照。

Ｂ．仕事を適切に処理しているか，悩んでいるものがないか，放置しているものはないかを

きめ細かく確認する方法は，すべての部下ではなく仕事を先延ばしにする傾向のある部下

に対して重点的に行えばよい。よって適切でない。テキスト 3，P18，「余裕を持って仕事

をするよう部下に指導する」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3，P20，「無駄な仕事を減らす取組みも積極的に行おう」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3，P18，「仕事の内容によっては翌日に回させるなど具体的な指

示も必要」参照。

以上のことより，適切でないものは B．であり，（1）が本問の正解である。

（ 18）農林中金アカデミー

［問 37］　部下の様子を見極める方法について述べた次の文章のうち，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．外出が多く「常にチェックする」ことが難しい部下の場合，営業店を出る前後
を比較するなどして，部下の様子を見る方法も有効である。

Ｂ．部下が業務に集中できる状態にするために，管理者は様々な場面で部下の状態
を観察し，背景に何があるのかを把握する必要がある。

Ｃ．部下が長時間電話しているケースであっても，担当者の話が長いことが理由で
あるとはっきりしていれば，管理者は特に気にする必要はない。

Ｄ．部下の抱える問題が，借金などのプライベートに関する金銭的なものである場
合，職場の人間では関わることができないので，実態を把握する必要はない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 38］　仕事が遅れている部下への対応について述べた次の文章のうち，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．管理者は，業務の手順が分からないものは，どれくらいの時間がかかるのか見
極めたうえで，個々の業務に落とし込むように部下を指導する必要がある。

Ｂ．仕事を適切に処理しているか，悩んでいるものがないか，放置しているものは
ないかをきめ細かく確認することは，仕事を先延ばしにする傾向がある部下に
対して重点的に行うというより，すべての部下に対して行うべきことである。

Ｃ．限られた時間の中で最も効果の高い業務を厳選し実施していくために，「やる
べき業務をやる」と決めて，やるべきかどうか微妙と思われる業務は切り捨て
る勇気も必要である。

Ｄ．管理者は，部下が与えられた業務を忠実にこなし，期日を守ろうとしている状
況であっても，部下が実施している業務が，部署全体で対応すべき役割や課題
よりも優先順位が低いと判断した場合には，実施中の業務を停止させることも
必要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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プレイングマネージャーとして活動する際に構築する体制

正解（3）	 正解率　79.0％	

解　説

（1）適切である。テキスト 3，P31，「部下に当日の行動を報告させる体制を作る」参照。

（2）適切である。テキスト 3，P28，「担当者の力量を踏まえて引継ぎの方法を考える」 

参照。

（3）プレイングマネージャーを実践する過程では，お客様優先で対応していくことになるた

め，外訪等で不在のときに起こったことは割り切り，営業店にいるほかの管理者に対処し

てもらうということも必要である。よって適切でない。テキスト 3，P32，「営業推進と管

理・教育は一体化させることが重要」参照。

（4）適切である。テキスト 3，P29，「担当者の力量を踏まえて引継ぎの方法を考える」参照。

以上のことより，適切でないものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 19） 農林中金アカデミー

［問 39］　プレイングマネージャーとして活動する際に構築する体制について述べ
た次の文章のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　少ない時間で部下の管理を徹底しなければならないため，問題の早期発見と
早期対処が大切であり，そのために部下の当日の行動を自ら報告させることを
習慣にすべきである。

（２）　担当するお客様の数は必要最低限にして，定期的に面談しなければならない
重要なお客様など，高度なスキルが必要なケースへの対応に特化すべきである。

（３）　外訪等で不在のときに営業店でトラブルが起きた場合，いかなる状況であっ
ても，管理者として速やかに営業店に戻る必要がある。

（４）　担当していた重要なお客様に対して，徐々に部下を「重要なお客様の第二担
当」といった位置づけで紹介し，将来的には完全に引き継ぐという対応が望ま
しい。

［問 40］　効果の上がるスケジュールの立て方について述べた次の文章のうち，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．新たに発生する重要度の高い案件や，急に起こるトラブルへの対応については，
メンバーの力量を勘案して，管理者と担当者どちらが担当するかを速やかに決
め，スケジュールに組み込まなければならない。

Ｂ．人脈やスキルを使って案件のルートを新たに作ることは，担当者にしかできな
い業務の１つであり，管理者は同行訪問などで担当者のサポートをすべく自身
のスケジュール管理を行うことが望ましい。

Ｃ．スケジュールは，①お客様の都合や管理業務を調整する，②毎月のスケジュー
ルに案件を落とし込む，③期ごとの大まかな動きを作る，④全体のスケジュー
ルを立てたうえで日々のスケジュールに落とし込む，と順序立てると効果的で
ある。 

Ｄ．優先度の高いお客様との面談は，相手に合わせて柔軟に設定する必要があるが，
管理者の帰店がいつも遅いという状況は避け，15 時など一定の時間に帰店す
ることで，部下やほかの管理者が安心できる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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効果の上がるスケジュールの立て方

正解（2）	 正解率　58.0％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 3，P35，「案件のルートを新たに作ることもスケジュールに組み

込む」参照。

Ｂ．人脈やスキルを使って案件のルートを新たに作ることは，管理者にしかできない業務

の 1 つであり，スケジュールに組み込むと効果的である。よって適切でない。テキスト 3，

P35，「案件のルートを新たに作ることもスケジュールに組み込む」参照。

Ｃ．①期ごとの大まかな動きを理解し全体のスケジュールを立てる，②毎月のスケジュール

に案件を落とし込む，③お客様の都合や管理業務を調整し，日々のスケジュールに落とし

込む，の順序が正しい。よって適切でない。テキスト 3，P37，「大まかなスケジュールを

理解したうえで詳細を決める」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3，P37，「大まかなスケジュールを理解したうえで詳細を決める」

参照。

以上のことより，適切でないものは B．と C．であり，（2）が本問の正解である。

（ 19） 農林中金アカデミー

［問 39］　プレイングマネージャーとして活動する際に構築する体制について述べ
た次の文章のうち，適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　少ない時間で部下の管理を徹底しなければならないため，問題の早期発見と
早期対処が大切であり，そのために部下の当日の行動を自ら報告させることを
習慣にすべきである。

（２）　担当するお客様の数は必要最低限にして，定期的に面談しなければならない
重要なお客様など，高度なスキルが必要なケースへの対応に特化すべきである。

（３）　外訪等で不在のときに営業店でトラブルが起きた場合，いかなる状況であっ
ても，管理者として速やかに営業店に戻る必要がある。

（４）　担当していた重要なお客様に対して，徐々に部下を「重要なお客様の第二担
当」といった位置づけで紹介し，将来的には完全に引き継ぐという対応が望ま
しい。

［問 40］　効果の上がるスケジュールの立て方について述べた次の文章のうち，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．新たに発生する重要度の高い案件や，急に起こるトラブルへの対応については，
メンバーの力量を勘案して，管理者と担当者どちらが担当するかを速やかに決
め，スケジュールに組み込まなければならない。

Ｂ．人脈やスキルを使って案件のルートを新たに作ることは，担当者にしかできな
い業務の１つであり，管理者は同行訪問などで担当者のサポートをすべく自身
のスケジュール管理を行うことが望ましい。

Ｃ．スケジュールは，①お客様の都合や管理業務を調整する，②毎月のスケジュー
ルに案件を落とし込む，③期ごとの大まかな動きを作る，④全体のスケジュー
ルを立てたうえで日々のスケジュールに落とし込む，と順序立てると効果的で
ある。 

Ｄ．優先度の高いお客様との面談は，相手に合わせて柔軟に設定する必要があるが，
管理者の帰店がいつも遅いという状況は避け，15 時など一定の時間に帰店す
ることで，部下やほかの管理者が安心できる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

−40−

信用事業管理者



プレイングマネージャーがほかのメンバー等に協力をお願いする際の留意点

正解（2）	 正解率　93.7％	

解　説

（1）適切である。テキスト 3，P41，「①支店長など自身の上司」参照。

（2）支店長との間で決定した体制について，ほかの部署の管理者に周知する必要がある。 

よって適切でない。テキスト 3，P41，「②ほかの部署の管理者」参照。

（3）適切である。テキスト 3，P42，「④パート職員」参照。

（4）適切である。テキスト 3，P40，「ほかのメンバーにどう協力してもらうか」参照。

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 20）農林中金アカデミー

［問 41］　プレイングマネージャーがほかのメンバー等に協力をお願いする際の留
意点について述べた次の文章のうち，適切でないもの（１）～（４）の中から

　　　１つ選びなさい。
（１）　管理者が受け持つお客様は重要な相手がほとんどであり，事前調査や本部と

の調整，訪問時のシナリオ構築など周到な準備が必要となるため，こうしたこ
とを上司に十分に理解してもらい，自身が関わらなくてもよい仕事を決めるべ
きである。

（２）　ほかの部署の管理者には，支店長との間で決定した自部署の業務の体制につ
いて周知しておく必要はない。

（３）　登記簿謄本などを司法書士に連絡して入手できるようにパート職員に教えて
おくなど，パート職員を活用することで業務に専念する時間を確保することが
できる。

（４）　プレーヤーとして動く場合は，なるべくプレーヤーとしての仕事に専念する
時間帯を決めて，その時間はほかの業務はほかの人が受け持つ体制となるよう
に，上司に理解してもらうべきである。

［問 42］　若手職員に対するコミュニケーションについて述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者は，今どきの若手職員特有の実情が背景にあることを理解したうえで，
指導・教育し，諭し，励まし，導く姿勢が求められる。

（２）　管理者が一方的な命令を中心としたコミュニケーションを取ると，当該業務
に取り組む際に，若手職員が自発的に理由を考え，参考資料を探すようになる
ので，部下のスキルアップにつながる。

（３）　若手職員にとって管理者の力は絶大で，管理者自身が思っているよりも若手
職員に与える言葉の影響力が大きいことを理解する必要がある。

（４）　部下とコミュニケーションを取る主な目的は，①業績や案件の進捗の確認，
②日々の発生事項の把握と適切な指示出し，③教育，の３つであるが，組織の
発展のためには③の要素が欠かせない。
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若 手 職 員 へ の 理 解

正解（2）	 正解率　95.8％	

解　説

（1）適切である。テキスト 3，P47，「業務の手順だけでなく理由も教える必要がある」参照。

（2）管理者は，部下のスキルアップのために，一方的な命令ではなく，当該業務をさせる理

由や業務にあたって何を参考資料として見ればよいのかなど．きめ細かく説明する必要が

ある。よって適切でない。テキスト 3，P47，「業務の手順だけでなく理由も教える必要が

ある」参照。

（3）適切である。テキスト 3，P44，「若手の環境や立場を理解してあげよう」参照。

（4）適切である。テキスト 3，P46，「部下のキャリアアップのためコミュニケーションを図

る」参照

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 20）農林中金アカデミー

［問 41］　プレイングマネージャーがほかのメンバー等に協力をお願いする際の留
意点について述べた次の文章のうち，適切でないもの（１）～（４）の中から

　　　１つ選びなさい。
（１）　管理者が受け持つお客様は重要な相手がほとんどであり，事前調査や本部と

の調整，訪問時のシナリオ構築など周到な準備が必要となるため，こうしたこ
とを上司に十分に理解してもらい，自身が関わらなくてもよい仕事を決めるべ
きである。

（２）　ほかの部署の管理者には，支店長との間で決定した自部署の業務の体制につ
いて周知しておく必要はない。

（３）　登記簿謄本などを司法書士に連絡して入手できるようにパート職員に教えて
おくなど，パート職員を活用することで業務に専念する時間を確保することが
できる。

（４）　プレーヤーとして動く場合は，なるべくプレーヤーとしての仕事に専念する
時間帯を決めて，その時間はほかの業務はほかの人が受け持つ体制となるよう
に，上司に理解してもらうべきである。

［問 42］　若手職員に対するコミュニケーションについて述べた次の文章のうち，
適切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者は，今どきの若手職員特有の実情が背景にあることを理解したうえで，
指導・教育し，諭し，励まし，導く姿勢が求められる。

（２）　管理者が一方的な命令を中心としたコミュニケーションを取ると，当該業務
に取り組む際に，若手職員が自発的に理由を考え，参考資料を探すようになる
ので，部下のスキルアップにつながる。

（３）　若手職員にとって管理者の力は絶大で，管理者自身が思っているよりも若手
職員に与える言葉の影響力が大きいことを理解する必要がある。

（４）　部下とコミュニケーションを取る主な目的は，①業績や案件の進捗の確認，
②日々の発生事項の把握と適切な指示出し，③教育，の３つであるが，組織の
発展のためには③の要素が欠かせない。
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自分から話しかけてこない部下への対応

正解（4）	 正解率　40.2％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 3，P63，「⑤自分から話しかけてこない」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 3，P63，「⑤自分から話しかけてこない」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3，P63，「⑤自分から話しかけてこない」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3，P63，「⑤自分から話しかけてこない」参照。

以上のことより，すべて適切であり，（4）が本問の正解である。

（ 21） 農林中金アカデミー

［問 43］　自分から話しかけてこない部下への対応について述べた次の文章のうち，
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．抱えている仕事を処理できず，相談もできず１人で悩んでいることも多いので，
確実に話を聞く機会を作る。

Ｂ．今日起こったことについて話をさせて，分からないことや困っていることを吸
い上げる機会を設ける。

Ｃ．状況を正確に把握するためにも，時間を決めて一律に対応するなど，部署の状
況に合わせた仕組みを作る。 

Ｄ．正直に話をしてもらい，適切な対応を漏れなく実施させる。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 44］　部下のメンタルへの配慮について述べた次の文章のうち，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．部下が深く悩んでいる場合は，話をこまめに聞くことはせず，よく観察するこ
とで部下のメンタルの状況を把握する必要がある。

Ｂ．管理者は，部下がメンタルの問題を抱えないようにする役割を担う。
Ｃ．部下が精神的に問題を抱えている兆候が見えた場合，本人の了承のもとで，問

題を抱えていることを店内で認識してもらい，段階的な措置を講じる必要があ
る。

Ｄ．管理者は，部下の状態を観察する機会を持つために，部下と接点を持つ仕組み
を作る必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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部下のメンタルへの配慮

正解（3）	 正解率　58.1％	

解　説

Ａ．仕事上は普段とあまり変わらないように見えながら，実は深く悩んでいるケースもある

ので，よく観察することと話をこまめに聞くことで様子を把握しなければならない。よっ

て適切でない。テキスト 3，P76，「観察したり話をこまめに聞くことで部下の様子を把握」

参照。

Ｂ．適切である。テキスト 3，P76，「部下のメンタルにも十分注意を払おう」参照

Ｃ．適切である。テキスト 3，P78，「業務負担を減らしたり有給休暇を消化させることも考

える」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3，P77，「観察したり話をこまめに聞くことで部下の様子を把握」

参照

以上のことより，適切なものは B．と C．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 21） 農林中金アカデミー

［問 43］　自分から話しかけてこない部下への対応について述べた次の文章のうち，
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．抱えている仕事を処理できず，相談もできず１人で悩んでいることも多いので，
確実に話を聞く機会を作る。

Ｂ．今日起こったことについて話をさせて，分からないことや困っていることを吸
い上げる機会を設ける。

Ｃ．状況を正確に把握するためにも，時間を決めて一律に対応するなど，部署の状
況に合わせた仕組みを作る。 

Ｄ．正直に話をしてもらい，適切な対応を漏れなく実施させる。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 44］　部下のメンタルへの配慮について述べた次の文章のうち，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．部下が深く悩んでいる場合は，話をこまめに聞くことはせず，よく観察するこ
とで部下のメンタルの状況を把握する必要がある。

Ｂ．管理者は，部下がメンタルの問題を抱えないようにする役割を担う。
Ｃ．部下が精神的に問題を抱えている兆候が見えた場合，本人の了承のもとで，問

題を抱えていることを店内で認識してもらい，段階的な措置を講じる必要があ
る。

Ｄ．管理者は，部下の状態を観察する機会を持つために，部下と接点を持つ仕組み
を作る必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

−44−

信用事業管理者



パート職員のモチベーション向上

正解（3）	 正解率　83.8％	

解　説

（1）例えば，OB・OG がパート職員で復帰した場合など，現役の正規職員よりも経験豊富で

業務知識も十分な人については，仕事そのものに意欲的であれば，一定の範囲で責任のあ

る仕事を任せることも大切である。よって適切でない。テキスト 3，P82，「③パート職員

のモチベーションを上げる」参照。

（2）「動機づけ要因が働いている」とは，人間の自己実現に対する欲求を充足させるような

ことを行うことで，例として責任ある仕事を任せることなどがある（テキスト 2，P120， 

「給料が上がっただけでは動機づけは起きない」参照）。これは，働く動機に仕事を通した

自己実現があるパート職員などには非常に有効であるが，どのようなパート職員にも有効

とは限らない。よって適切でない。テキスト 3，P82，「③パート職員のモチベーションを

上げる」参照。

（3）適切である。テキスト 3，P81，「①パート職員のことを理解する」参照。

（4）営業店の管理者にとっては，採用形態の違いによって対応が大きく異なることはない。

よって適切でない。テキスト 3，P80，「①パート職員のことを理解する」参照。

以上のことより，適切なものは（3）であり，（3）が本問の正解である。

（ 22）農林中金アカデミー

［問 45］　パート職員のモチベーション向上について述べた次の文章のうち，適切
なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　パート職員が現役の正規職員よりも経験豊富で業務知識も十分な人であって
も，正規職員との待遇面を考慮し，正規職員が担うべき仕事を任せない方がよ
い。

（２）　動機づけ要因を働かせることは，どのようなパート職員でもモチベーション
アップの効果が期待できる。

（３）　パート職員は，応募する動機によって働き方やモチベーションの置き所に違
いがあるので，配属されたときに十分時間を取って面談して，働く目的や価値
観などをヒアリングし，配属後の対応について考える必要がある。

（４）　営業店の管理者は，パート職員には金融機関本体で採用しているケースや関
連会社が採用して営業店に派遣するケースなど，採用形態の違いがあることを
把握したうえで対応を大きく変える必要がある。

［問 46］　パート職員と接する際のポイントについて述べた次の文章のうち，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．パート職員間では差別や贔屓が生じにくく，注意の必要はないが，パート職員
と正規職員との間では，些細なことが対立関係に発展しないように注意する必
要がある。

Ｂ．勤務時間や曜日など勤務形態はそれぞれ異なるため，パート職員が職場にいな
い曜日や時間帯に出された連絡事項・回覧物が当該職員に知らされない事態が
発生し，思わぬ事務ミス等の発生につながるリスクがある。

Ｃ．指示された仕事だけ淡々と処理するタイプには，仕事に対するモチベーション
が低いので声をかける必要はないが，指示された仕事以外にも積極的に関わろ
うとするタイプには，対人関係など仕事以外での不満があるかもしれないので，
時々声をかける必要である。

Ｄ．高く評価されていることを本人が認識できると，上司とのコミュニケーション
が良好になる方向に働くため，「褒める」ことも上司である管理者の仕事である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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パート職員と接する際のポイント

正解（2）	 正解率　43.7％	

解　説

Ａ．管理者は，些細なことがパート職員と正規職員との間の対立関係に発展しないように注

意する必要があるだけでなく，パート職員間での差別や贔屓についても同様の注意が必要

である。よって適切でない。テキスト 3，P83，「①正規職員と同等の扱いをする」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 3，P83，「②勤務形態の違いを踏まえて対応する」参照。

Ｃ．指示された仕事だけ淡々と処理するタイプには対人関係の不満など仕事以外での不満が

あるかもしれないので時々声をかける，指示された仕事以外にも積極的に関わろうとする

タイプには提案や意見に耳を傾ける，といった対応が必要である。よって適切でない。テ

キスト 3，P84，「④不満に耳を貸す」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3，P85，「⑤仕事ぶりを認める」参照。

以上のことより，適切なものは B．と D．であり，（2）が本問の正解である。

（ 22）農林中金アカデミー

［問 45］　パート職員のモチベーション向上について述べた次の文章のうち，適切
なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　パート職員が現役の正規職員よりも経験豊富で業務知識も十分な人であって
も，正規職員との待遇面を考慮し，正規職員が担うべき仕事を任せない方がよ
い。

（２）　動機づけ要因を働かせることは，どのようなパート職員でもモチベーション
アップの効果が期待できる。

（３）　パート職員は，応募する動機によって働き方やモチベーションの置き所に違
いがあるので，配属されたときに十分時間を取って面談して，働く目的や価値
観などをヒアリングし，配属後の対応について考える必要がある。

（４）　営業店の管理者は，パート職員には金融機関本体で採用しているケースや関
連会社が採用して営業店に派遣するケースなど，採用形態の違いがあることを
把握したうえで対応を大きく変える必要がある。

［問 46］　パート職員と接する際のポイントについて述べた次の文章のうち，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．パート職員間では差別や贔屓が生じにくく，注意の必要はないが，パート職員
と正規職員との間では，些細なことが対立関係に発展しないように注意する必
要がある。

Ｂ．勤務時間や曜日など勤務形態はそれぞれ異なるため，パート職員が職場にいな
い曜日や時間帯に出された連絡事項・回覧物が当該職員に知らされない事態が
発生し，思わぬ事務ミス等の発生につながるリスクがある。

Ｃ．指示された仕事だけ淡々と処理するタイプには，仕事に対するモチベーション
が低いので声をかける必要はないが，指示された仕事以外にも積極的に関わろ
うとするタイプには，対人関係など仕事以外での不満があるかもしれないので，
時々声をかける必要である。

Ｄ．高く評価されていることを本人が認識できると，上司とのコミュニケーション
が良好になる方向に働くため，「褒める」ことも上司である管理者の仕事である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

が
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パート職員に対するケース別の対応

正解（2）	 正解率　93.7％	

解　説

（1）適切である。テキスト 3，P88，「①管理者の頭越しに指示を出す」参照。

（2）会議や朝礼で注意をすると，本人を必要以上に傷つける可能性がある。別室での個別面

談でも，管理者がパート職員の態度を注意してくれているとほかのメンバーも気づくので，

必要以上に本人を傷つけることのない個別面談での注意が理想的である。よって適切でな

い。テキスト 3，P91，「②正規職員との関係が良くない」参照。

（3）適切である。テキスト 3，P91，「②正規職員との関係が良くない」参照。

（4）適切である。テキスト 3，P94，「③部下が自分より年上である」参照。

以上のことより，適切でないものは（2）であり，（2）が本問の正解である。

（ 23） 農林中金アカデミー

［問 47］　パート職員に対するケース別の対応について述べた次の文章のうち，適
切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者の頭越しに指示を出すパート職員には，まず当人の能力と組織への貢
献度を認めたうえで，自分が期待している役割を担ってもらい，円滑な組織運
営への協力をお願いすることがポイントである。

（２）　正規職員との関係が良くないパート職員に注意する場合は，会議や朝礼など
を利用して，ほかのメンバーが態度を注意していることを認識できるようにす
るのが理想的である。

（３）　正規職員との関係が良くないパート職員に注意する場合は，問題となる態度
や発言の理由などを聞くことで自己分析の機会を与え，その背景を探れるよう
に配慮するとよい。

（４）　自分より年上のパート職員に仕事を依頼する場合は，命令や要求ではなく，
要望や依頼というニュアンスで行うと，感情的なトラブルの発生を未然に防止
することができる。

［問 48］　商品や手続きに対する管理者の理解について述べた次の文章のうち，適
切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者は，部下に任せることなく自ら勉強会の開催や帳票の入替えを行うこ
とで，当事者意識の薄い部下に手続きやルールを理解することの重要性を認識
させる必要がある。

（２）　預かり資産セールスは，適切な対応ができないと法令違反に問われる可能性
もあるため，新任管理者は，じっくりと長い期間をかけてその知識を習得する
必要がある。

（３）　預かり資産は，商品やサービスの多様化や頻繁なルール変更などがあり，１
人ですべてに対応するのは難しくなっているため，管理者自身が正確に商品性
を理解することは特に重要ではなく，むしろメンバーが理解できることを優先
させる必要がある。

（４）　実際にセールスを実施して成約することが，新商品の理解を深める最速の方
法であるので，店内で最初に成約したメンバーを公表する，営業店で表彰をす
るなどの工夫により，メンバー全員が早期に成約を目指すような仕組みを作る
とよい。
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商品や手続きに対する管理者の理解

正解（4）	 正解率　59.8％	

解　説

（1）当事者意識が薄い部下には，手続きやルールを理解すること重要性を説明し，勉強会の

開催や帳票の入替えを部下に任せるなどして，意識を高めさせる工夫も必要である。よっ

て適切でない。テキスト 3，P99，「勉強会の開催を任せるなどして部下の意識を高める」

参照。

（2）昨今の特徴として管理者が少ないことから，着任した当日に対応しなければならない事

態も発生するかもしれない。このことから，新任管理者にとって，預かり資産に関する知

識がまず必要になる。よって適切でない。テキスト 3，P99，「勉強会の開催を任せるなど

して部下の意識を高める」参照。

（3）商品やサービスの多様化や頻繁なルール変更などに対応するため，何より管理者自身が

正確に商品性を理解しなければならない。よって適切でない。テキスト 3，P98，「商品や

手続きを理解し部下に徹底しよう」参照。

（4）適切である。テキスト 3，P99，「勉強会の開催を任せるなどして部下の意識を高める」

参照。

以上のことより，適切なものは（4）であり，（4）が本問の正解である。

（ 23） 農林中金アカデミー

［問 47］　パート職員に対するケース別の対応について述べた次の文章のうち，適
切でないものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者の頭越しに指示を出すパート職員には，まず当人の能力と組織への貢
献度を認めたうえで，自分が期待している役割を担ってもらい，円滑な組織運
営への協力をお願いすることがポイントである。

（２）　正規職員との関係が良くないパート職員に注意する場合は，会議や朝礼など
を利用して，ほかのメンバーが態度を注意していることを認識できるようにす
るのが理想的である。

（３）　正規職員との関係が良くないパート職員に注意する場合は，問題となる態度
や発言の理由などを聞くことで自己分析の機会を与え，その背景を探れるよう
に配慮するとよい。

（４）　自分より年上のパート職員に仕事を依頼する場合は，命令や要求ではなく，
要望や依頼というニュアンスで行うと，感情的なトラブルの発生を未然に防止
することができる。

［問 48］　商品や手続きに対する管理者の理解について述べた次の文章のうち，適
切なものを（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

（１）　管理者は，部下に任せることなく自ら勉強会の開催や帳票の入替えを行うこ
とで，当事者意識の薄い部下に手続きやルールを理解することの重要性を認識
させる必要がある。

（２）　預かり資産セールスは，適切な対応ができないと法令違反に問われる可能性
もあるため，新任管理者は，じっくりと長い期間をかけてその知識を習得する
必要がある。

（３）　預かり資産は，商品やサービスの多様化や頻繁なルール変更などがあり，１
人ですべてに対応するのは難しくなっているため，管理者自身が正確に商品性
を理解することは特に重要ではなく，むしろメンバーが理解できることを優先
させる必要がある。

（４）　実際にセールスを実施して成約することが，新商品の理解を深める最速の方
法であるので，店内で最初に成約したメンバーを公表する，営業店で表彰をす
るなどの工夫により，メンバー全員が早期に成約を目指すような仕組みを作る
とよい。
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商 品 知 識 の 習 得

正解（3）	 正解率　74.9％	

解　説

Ａ．部下の商品説明の仕方に問題がないかチェックするのは管理者の役割であることから，

こうした場面でも管理者が習得した商品知識を活用することが求められる。よって適切で

ない。テキスト 3，P101，「どのような商品知識を習得すればよいか」参照。

Ｂ．適切である。テキスト 3，P101，「どのような商品知識を習得すればよいか」参照。

Ｃ．適切である。テキスト 3，P101，「どのような商品知識を習得すればよいか」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3，P103，「様々な属性の部下に商品知識などを教えることも重

要」参照。

以上のことより，適切なものは B．と C．と D．であり，（3）が本問の正解である。

（ 24）農林中金アカデミー

［問 49］　商品知識の習得について述べた次の文章のうち，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．部下の商品説明の仕方に問題がないかチェックするのはコンプライアンス関連
の部署が行うことであり，営業店の管理者はこうした場面で自身が習得した商
品知識を活用すべきではない。

Ｂ．絶対に成約させたい案件や部署にとって重要な案件等は，上司から管理者の同
席や管理者自身によるセールスを求められることもあるので，商品知識の習得
が必要になる。

Ｃ．短期間ですべての知識を身につけることは容易ではないため，ニーズが発生す
る頻度をもとに覚えていくことが重要である。 

Ｄ．多くの金融機関では販売チャネルの多様化を推進しており，管理者が身につけ
た商品知識や関連知識を，総合職はもちろん一般職やパート職員にもきめ細か
く教える必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 50］　人脈を活かした情報の集め方について述べた次の文章のうち，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．人脈を作るにあたって，相手の欲しがっているものを提供できれば，相手もこ
ちらの要望に応えてくれる可能性が高くなるので効果的である。

Ｂ．管理者は，一般的に様々な人と接触する機会が担当者の頃よりも少なく，ネッ
トワークは広くないため，担当者の現場に密着した広いネットワークを活用す
ることになる。

Ｃ．管理者が持つ人脈のうち，社内の人脈は特に有用ではなく，社外の人脈の方が
専門的な知識による解説や顧客紹介等のビジネスチャンスに結びつけられるこ
とから有用である。

Ｄ．人脈を作るうえでは，自分のことを話すよりも，相手のことを知るために適切
な質問を投げかけていくことが重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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人脈を活かした情報の集め方

正解（2）	 正解率　58.4％	

解　説

Ａ．適切である。テキスト 3，P107，「相手の欲しがるものを提供すれば要望に応じてくれ

ることも」参照。

Ｂ．管理者はこれまでの業務を通じ，JA・JF の内外に様々な人脈を持っており，担当者よ

りのネットワークは広くなる傾向がある。また，管理者は様々な人と接触する機会が多い

ので，こうした人との出会いを大切にして関係を維持していくことが大切である。よって

適切でない。テキスト 3，P105，「人脈を活用して商品知識等を補おう」参照。

Ｃ．社内の人脈は，当該部署と直接結びつきがあることから社内業務に関する照会が容易に

なり，手続きなどの面で判断に迷う場合でもざっくばらんに相談できる人を見つけること

ができる点で有用である。よって適切でない。テキスト 3，P105，「人脈を活用して商品

知識等を補おう」参照。

Ｄ．適切である。テキスト 3，P107，「相手の欲しがるものを提供すれば要望に応じてくれ

ることも」参照。

以上のことより，適切でないものは B．と C．であり，（2）が本問の正解である。

（ 24）農林中金アカデミー

［問 49］　商品知識の習得について述べた次の文章のうち，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．部下の商品説明の仕方に問題がないかチェックするのはコンプライアンス関連
の部署が行うことであり，営業店の管理者はこうした場面で自身が習得した商
品知識を活用すべきではない。

Ｂ．絶対に成約させたい案件や部署にとって重要な案件等は，上司から管理者の同
席や管理者自身によるセールスを求められることもあるので，商品知識の習得
が必要になる。

Ｃ．短期間ですべての知識を身につけることは容易ではないため，ニーズが発生す
る頻度をもとに覚えていくことが重要である。 

Ｄ．多くの金融機関では販売チャネルの多様化を推進しており，管理者が身につけ
た商品知識や関連知識を，総合職はもちろん一般職やパート職員にもきめ細か
く教える必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 50］　人脈を活かした情報の集め方について述べた次の文章のうち，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．人脈を作るにあたって，相手の欲しがっているものを提供できれば，相手もこ
ちらの要望に応えてくれる可能性が高くなるので効果的である。

Ｂ．管理者は，一般的に様々な人と接触する機会が担当者の頃よりも少なく，ネッ
トワークは広くないため，担当者の現場に密着した広いネットワークを活用す
ることになる。

Ｃ．管理者が持つ人脈のうち，社内の人脈は特に有用ではなく，社外の人脈の方が
専門的な知識による解説や顧客紹介等のビジネスチャンスに結びつけられるこ
とから有用である。

Ｄ．人脈を作るうえでは，自分のことを話すよりも，相手のことを知るために適切
な質問を投げかけていくことが重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解

問１ ２ 問11 ２ 問21 ４ 問31 ４ 問41 ２

問２ ２ 問12 ３ 問22 １ 問32 １ 問42 ２

問３ ３ 問13 ４ 問23 ２ 問33 ３ 問43 ４

問４ ３ 問14 １ 問24 ３ 問34 １ 問44 ３

問５ ２ 問15 ２ 問25 ３ 問35 ３ 問45 ３

問６ １ 問16 ３ 問26 ４ 問36 ２ 問46 ２

問７ ３ 問17 ３ 問27 １ 問37 ２ 問47 ２

問８ １ 問18 ２ 問28 ３ 問38 １ 問48 ４

問９ ２ 問19 ４ 問29 ２ 問39 ３ 問49 ３

問10 ２ 問20 ２ 問30 １ 問40 ２ 問50 ２

信用事業管理者

正解一覧表


