


（ 1） 農林中金アカデミー

不祥事防止マネジメント

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

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

ａ．金融機関は，他の業種・業界に比べて高度な公共性と社会的責任を有している
ため，不祥事が発生し対外的に公表されることになれば，信用が著しく傷つけ
られ，金融機関としての社会的責任を果たせなくなる。

ｂ．金融機関で不祥事が発生する背景の１つに，バブル経済崩壊以降，多くの金融
機関において再編が進み，経営の抜本的な改革を余儀なくされ，その過程で厳
しい合理化・効率化などの経営改善努力が求められるようになったことがある。

ｃ．金融機関で不祥事が発生した場合の金融行政監督上の措置や運用は，監督指針
発令前も現在も変わっていない。

ｄ．金融機関で不祥事が発生した場合，金融機関の社会的責任の大きさに鑑み，銀
行法等関連法令により不祥事が発生した事実，再発防止策等の公表が義務づけ
られている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［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，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．「系統金融機関向けの総合的な監督指針」では，不祥事が発生した場合，JAは
まず行政当局に不祥事に関する届け出を行うことが規定されている。

ｂ．行政当局は，不祥事に関する JAからの届け出を受けて，その事実関係，発生
原因，改善・対応策等について，JAにヒアリングを実施する。

ｃ．行政当局は，必要に応じて農業協同組合法 93 条等に基づき当該 JAに報告を
求め，その上で JAの内部管理態勢等に重大な問題があった時に，同法 94 条
の２等に基づく「業務改善命令」を発出する。

ｄ．金融機関の不祥事が途絶えない状況を鑑みて，近年，行政当局は厳しい措置で
臨んでおり，不祥事が発生した場合は直ちに「業務改善命令」が発出される傾
向にある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問３］　不祥事の定義，金融機関の業務運営との関係について，以下の（　①　）～
（　④　）に当てはまる語句の組合せとして，正しいものを１つ選びなさい。

　不祥事という言葉を辞書で調べると，「関係者にとって（　①　）事件（事柄）」と
いう意味が出てくる。すなわち，不祥事には「望ましくない事柄」，「発生してほし
くない事柄」，「あってはならない事柄」といった意味が含まれていると考えられる。
　これを金融機関の業務運営の中で考えると，不祥事とは，「金融機関の（　②　）
業務運営を妨げる，あるいは（　③　）行為，またはそのおそれがある行為」という
ことができる。いずれにしても，強い（　④　）を担っている金融機関にとって，不
祥事は「あってはならない」，「発生させてはならない」事柄であると言える。
（１）　①　不名誉な　　②　コンプライアンス重視の　　③　阻害する
　　　④　公共性と社会的責任
（２）　①　不都合な　　②　コンプライアンス重視の　　③　阻害する
　　　④　社会的使命
（３）　①　不名誉な　　②　健全かつ適切な　　　　　　③　支障を来す
　　　④　社会的使命
（４）　①　不都合な　　②　健全かつ適切な　　　　　　③　支障を来す
　　　④　公共性と社会的責任
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［問４］　銀行法では，不祥事に該当する行為として，以下のものが明示されている。
（　①　）～（　④　）に当てはまる語句の組合せとして，正しいものを１つ選
びなさい。

・銀行の業務を遂行するに際しての，（　①　）犯罪行為。
・ 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（　②　）に違反
する行為。
・ 現金，手形，小切手または有価証券その他有価物の紛失（（　③　））のうち，銀行
の（　④　）その他の事情を勘案し，これらの業務の管理上重大な紛失と認められ
るもの。

（１）　①　詐欺，横領，背任その他の
　　　②　預金等に係る不当契約の取締に関する法律
　　　③　盗難に遭うことおよび過不足を生じさせることを含む
　　　④　業務の特性，規模
（２）　①　顧客の信用を失墜させる
　　　②　商法
　　　③　１件あたりの金額が 100 万円未満であるものを除く
　　　④　業務量
（３）　①　業法に抵触する
　　　②　犯罪による収益の移転防止に関する法律
　　　③　１件あたりの金額が 200 万円未満であるものを除く
　　　④　内部管理態勢
（４）　①　各種法令に抵触する
　　　②　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
　　　③　故意または重大な過失によるものに限る
　　　④　内部管理態勢
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［問５］　金融庁が掲げる「地域密着型金融」と不祥事との関係について，適切なも
のはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．金融庁が公表した「地域密着型金融の機能強化に関するアクションプログラ
ム」の中では，不祥事を未然に防止することの重要性や，業務改善命令等によ
る行政監督上の厳格な運用が明記されている。

ｂ．同アクションプログラムでは，法令違反や不祥事件等の検査，法令等遵守体制
および顧客情報管理態勢の検証については，金融機関が自ら行うことが示され
ている。

ｃ．地域金融機関は，限られた地域で営業展開をしており，概して規模が小さいが
ゆえ，組織内部でのガバナンスや牽制機能が働きやすいという特徴がある。

ｄ．地域金融機関は，営業エリアが限定されているため，地域と運命共同体であり，
法令違反や不祥事の発生等による評判リスクの顕在化が，致命的な信頼関係の
喪失につながりかねない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問６］　利用者保護姿勢と不祥事との関係について，以下の（　①　）～（　④　）に
当てはまる語句の組合せとして，正しいものを１つ選びなさい。

　近年，金融自由化・業務自由化の進展，（　①　），法令等遵守の必要性の高まりなど
を背景に，金融機関には顧客に対する「（　②　）の強化」「情報管理の（　③　）」
をはじめ，業務の様々な場面において利用者保護の考え方が求められている。利用
者保護の考え方は，金融機関の不祥事防止についても当てはまり，不祥事を発生さ
せないことが，最終的には顧客の財産を守り（　④　）の確保につながる。
（１）　①　グローバル化　　　　②　リスク管理体制　　　　③　システム整備
　　　④　リレーションシップ
（２）　①　金融犯罪の巧妙化　　②　業務運営　　　　　　　③　体制整備
　　　④　信用
（３）　①　高齢者取引の増加　　②　業務運営　　　　　　　③　システム整備
　　　④　リレーションシップ
（４）　①　取扱商品の多様化　　②　説明責任・説明義務　　③　徹底
　　　④　信頼
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［問７］　金融機関の不祥事に対して行政当局が示す指針について，以下の（　①　）
～（　④　）に当てはまる語句の組合せとして，正しいものを１つ選びなさい。

　金融庁では，不祥事の重要性に鑑み，以下のような監督指針を示している。
・ 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，（　①　）事実につい
ては，警察等関係機関へ通報すること。
・ 不祥事の対内的な対応として，（　②　），事務部門，内部監査部門，取締役会等
へ報告すること。
・ 不祥事の調査・解明は，（　③　）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。
・不祥事の事実関係の調査，関係者の責任追及，（　④　）等の体制整備を図ること。
（１）　①　刑罰法令に抵触している
　　　②　すべての事案について
　　　③　外部の第三者組織
　　　④　要因の明確化
（２）　①　刑罰法令に抵触している
　　　②　経営に重大な影響を与えるような問題については
　　　③　事件が発生した部門と，事件とは独立した部門とが共同で
　　　④　経営責任の明確化
（３）　①　刑罰法令に抵触している恐れのある
　　　②　経営に重大な影響を与えるような問題については
　　　③　事件とは独立した部門
　　　④　監督責任の明確化
（４）　①　刑罰法令に抵触している恐れのある
　　　②　すべての事案について
　　　③　外部の第三者組織
　　　④　再発防止策の徹底
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［問８］　金融機関で不祥事が発生する背景等について，適切でないものはいくつあ
るか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．過去の経験則によれば，職場内でのコミュニケーションがよく取れ，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と，そうで
ない職場を比較した場合，不祥事は同じように発生するものである。

ｂ．営業店の事務に関連する不祥事は，その金融機関の事務手続きやシステム，
チェック体制の盲点を突いて起こることがある。

ｃ．渉外部門では，特定の顧客とのつながりが深くなるため，顧客からの信頼を背
景に印鑑や通帳類を預かることが多くなったり，顧客の隙を狙いやすくなった
りする。そのことが，結果として不祥事につながるケースが多い。

ｄ．支店長などが，営業店の内部事務を次長や内部担当役席任せにするなど，内部
事務に関心を持たないことは，不祥事発生の一因となるとまでは言えない。

（１）　なし（すべて適切である）
（２）　１つ
（３）　２つ
（４）　３つ

［問９］　不祥事防止に向けた管理者の役割と責務について，適切でないものはいく
つあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．不祥事の大半は，既存の一連のチェック体制では想定していなかったような手
口が使われるため，本来守られるべき手続きやルールが守られ，チェック機能
が果たされていたとしても発生していると認識する必要がある。

ｂ．管理者は，形式的であれ事務の相互牽制機能が発揮され，ダブルチェック体制
が敷かれているかどうか，十分に確認することが必要である。

ｃ．不祥事を防止するために，管理者は常に「事務は疑わなくても，人は疑え」と
いう考え方で，担当者に接することが重要である。

ｄ．管理者は，担当者と担当役席との間でコミュニケーションが取れているかどう
かを常に把握し，問題があれば別の役席に管理させる，係替えを行う，人事異
動で対応するといった配慮が必要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 10］　不祥事を未然に防止するための，定期的な人事ローテーションについて，
以下の（　①　）～（　④　）に当てはまる語句の組合せとして，正しいものを
１つ選びなさい。

　不祥事を未然に防止するための方策の１つとして，定期的な人事ローテーション
の実施が挙げられる。この点について，行政当局の監督指針では，「管理者は，事
故防止の観点から（　①　）等と連携し，特定の職員を長期間にわたり（　②　）に従
事させないように，適切な人事ローテーションを確保しているか。やむを得ない理
由により，（　②　）に従事している場合には，他の方策により（　③　）しているか，
管理者はその状況を管理し，当該方策を（　④　）」がチェックポイントとして示さ
れている。
（１）　①　人事担当者　　　　②　同一部署の同一業務
　　　③　事故防止等の実効性を確保　　④　確実に実施しているか
（２）　①　人事担当者　　　　②　同一の営業店
　　　③　事故防止策を検討　　　　　　④　担保しているか
（３）　①　本部の人事部門　　②　同一の担当取引先
　　　③　事故防止策を検討　　　　　　④　本部の人事部門に報告しているか
（４）　①　本部の人事部門　　②　同一の職務
　　　③　事故防止等の実効性を確保　　④　十分に検討しているか

［問 11］　詐欺罪等について，適切でないものはいくつあるか。（１）～（４）の中か
ら１つ選びなさい。

ａ．詐欺行為とは，「人を欺いて金銭等の財物を交付させたり，財産上・身分上の
不法な利益を得たりするなどの行為」を指す。

ｂ．詐欺罪は，不法な利益を得た者に適用される罪であり，人を欺いて金銭等の財
物を交付させても，他人に不法な利益を得させた場合には詐欺罪とはならない。

ｃ．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たりする行為は，詐
欺罪ではなく業務上横領罪に当たる。

ｄ．詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪では，詐欺罪の方が罪が重い。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 12］　横領罪等について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　着服・横領とは，「自分が他人から預かっている他人の物を，自分の物とし

てしまう行為」を指す。
（２）　「他人が預かっている他人の物を自分の物としてしまう行為」も，横領行為

の１つであり，横領罪が適用される。
（３）　業務上横領罪は，横領行為が業務の過程で行われた場合に成立し，10 年以

下の懲役に処せられる。
（４）　横領罪には，単純横領罪，業務上横領罪，遺失物等横領罪の３種類がある。

［問 13］　背任罪について，次の文章の（  ①  ）～（  ④  ）に当てはまる語句の組合せ
として正しいものを１つ選びなさい。

　背任罪とは，他の人のために（　①　）者が，自分もしくは（　②　）の利益を図り，
または本人に（　③　）目的で，その任務に背く行為を行い，本人に（　④　）を加え
ることにより成立する。この罪を犯した者は，５年以下の懲役または 50 万円以下
の罰金に処せられる。
（１）　①　職務を遂行する　　②　他人　　　③　利益を図る
　　　④　身分上・財産上の利益
（２）　①　職務を遂行する　　②　第三者　　③　損害を加える
　　　④　身分上・財産上の損害
（３）　①　事務を処理する　　②　他人　　　③　利益を図る
　　　④　財産上の利益
（４）　①　事務を処理する　　②　第三者　　③　損害を加える
　　　④　財産上の損害

［問 14］　営業店で渉外職員等が犯した行為による法令上の刑罰等について，適切
でないものを１つ選びなさい。

（１）　金融機関の職員が，融資申込みに必要な運転免許証等が偽造されたことを知
りながら，原本として取り扱った場合でも，偽造公文書行使等罪に問われるこ
とはない。

（２）　融資の申込みに必要な運転免許証などの偽造に，金融機関の職員が関与した
場合，共犯として公文書偽変造罪が適用されることがある。

（３）　貯金の払戻請求書や融資申込書，諸契約書や約定書を，金融機関の職員が偽
造したり改ざんしたりした場合，私文書偽変造罪が適用される。

（４）　顧客情報，その他営業上の機密事項を意図的に外部に漏洩させた場合には，
不正競争防止法による罰則が適用される。
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［問 15］  個人情報保護法第 20条で規定される，個人情報取扱事業者に求められる
安全管理措置として，適切でないものはいくつあるか。（１）～（４）の中から
１つ選びなさい。

ａ．従業員と非開示契約等を締結したり，従業員に対する教育・訓練を実施したり
して，従業員の監督面から安全性を図る「雇用監督管理措置」。

ｂ．個人データやそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御，監視等を行って，
技術面から安全な管理を目指す「情報システム制御・管理措置」。

ｃ．従業員の責任と権限を明確にしたり，安全管理に関する規程を整備したりして，
組織体の面から安全性を確保する「組織的安全管理措置」。

ｄ．保有する個人データについて，一定の事項を本人の知り得る状態に置いておく
「保有個人データに関する公表措置」。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 16］　金融機関で個人情報が漏洩した場合，金融庁ガイドライン第 17条に基づ
く対応として，適切なものを１つ選びなさい。

（１）　漏洩の内容等を，30 日以内に監督官庁に報告する。
（２）　二次被害の防止，類似事案の発生回避等の観点から，漏洩等の事実関係を

10 日以内に公表する。
（３）　二次被害の防止，類似事案の発生回避等の観点から，再発防止策を早急に公

表する。
（４）　漏洩等の対象となった本人（顧客）および関係者に，速やかに漏洩等の事実関

係を通知する。
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 ［問 17］　個人情報の流出等について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　金融機関の職員が，金融機関で定める所定の手続きを経て個人情報を持ち出

したが，渉外活動中に紛失した。この場合，勤務先の持出し許可を得ているの
で，個人情報の漏洩事案には当たらない。

（２）　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当たらない。

（３）　金融機関の職員が，週末に自宅で仕事をするため，内部規則では禁止されて
いる書類（個人情報を含む）を持ち帰り，休日に外出先で紛失した。この場合，
勤務時間外ではあるが，個人情報の漏洩事案に当たる。

（４）　金融機関の職員が無断で個人情報を持ち出し，名簿業者に売却して利益を得
た。この場合，個人情報の漏洩事案ではなく犯罪行為（不祥事）として取り扱う。

［問 18］　守秘義務について，適切でないものはいくつあるか。（１）～（４）の中か
ら１つ選びなさい。

ａ．住宅ローンの申込時に入手した顧客の財産状況，家族構成等の情報について，
当該住宅ローンを謝絶し取引開始に至らなかった場合には，申込時に得た顧客
情報は守秘義務の対象とはならない。

ｂ．金融機関の守秘義務の対象となる情報は，金融機関が直接的に知った顧客の情
報だけでなく，間接的に知った顧客の情報もすべて対象となる。

ｃ．登記事項証明書に記載されている法人の商号，資本金は守秘義務の対象となら
ないが，取締役の氏名（個人名）については守秘義務の対象となる。

ｄ．住宅ローン取引がある顧客Ａの保有する，普通貯金の入出金推移に関する弁護
士会からの照会への回答は，Ａの承諾がない限りＡに対する守秘義務違反にな
る可能性がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 19］　優越的地位の濫用について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　優越的地位の濫用は，商法において規定される不当行為である。
（２）　金融機関が増資を行う場合に，その地位を利用して融資先に株式の引受けを

依頼することは，法令的に問題はなく優越的地位の濫用に当たらない。
（３）　金融機関が，自己の関連会社等の競争者との取引を制限することを条件とし

て融資を行うことは，商慣習上問題はなく，優越的地位の濫用に当たらない。
（４）　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，不当と言わざるを得ない行
為を指す。

［問 20］　融資取引または融資に付随する取引に関して，独占禁止法に照らして問
題となるものを１つ選びなさい。

（１）　融資の返済が長期に渡り滞っているので，債権保全の観点から貸出先に追加
担保の差し入れを求めた。

（２）　第三者保証の取得は，基本的に行わないという金融慣行の流れに沿って，第
三者保証を取得している既存融資先に対し，保証人の解除を申し入れた。

（３）　貸出先に対し，その責めに帰すべき正当な事由がないにもかかわらず，要請
に応じなければ，今後の融資等に関し不利な取扱いを示唆すること等により，
契約に定める返済期限が到来する前に返済を求めた。

（４）　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。
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［問 21］　取引先から借入れの申し出がない時に，金融機関が自ら借入れのセール
スを行う場合の留意点について，適切でないものはいくつあるか。（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．渉外活動日誌等に提案やセールスの内容等を記入して管理し，過度な営業活動
は控えるようにする。これによって，後にセールスの仕方に問題がないかを振
り返る際の材料とする。

ｂ．貸出先の資金需要について照合・調査し，表面的でなく実態としての資金需要
を把握するようにする。

ｃ．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，借入れの
セールスはしないようにする。

ｄ．金融機関が借入れのセールスをする場合には，取引先からの借入れの申し出と
は別枠としてとらえる。担当者はセールスをする前に審査を済ませておき，申
込みがあった時には審査することなく，直ちに融資が実行できるようにしてお
く。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 22］　セクシャルハラスメントに関する規定について，適切なものを１つ選び
なさい。

（１）　セクシャルハラスメントの具体的な防止策は，雇用者が講じることが労働基
準法において規定されている。

（２）　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に
よって，当該女性職員が解雇，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」と言う。

（３）　セクハラ問題の防止対策として「絶対に避けるべき言動」，「できる限り避け
るべき言動」を例示することは，職員の遵法精神や倫理観，職場のコミュニ
ケーションの状況とは無関係に効果がある。

（４）　厚生労働省の告示においては，性的言動そのものはもちろん，それによって
労働者の就業環境が害されることも，セクシャルハラスメントであるとしてい
る。
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［問 23］　浮貸しについて，適切でないものはいくつあるか。（１）～（４）の中から
１つ選びなさい。

ａ．浮貸しとは，出資法の条文によると「金融機関の役職員等が，その地位を利用
し，自己または当該金融機関以外の第三者の利益を図る目的で，金銭の貸付，
金銭の貸借の媒介または債務の保証を行うこと」をいう。

ｂ．プロパーで取り上げることが困難な案件を，日本政策金融公庫等の代理貸付機
関の資金を使うように媒介する行為は，金融機関としての業務遂行上の行為と
見なされず，違法行為となる。

ｃ．融資案件の稟議決裁が得られなかった場合に，やむなく自己資金を用立てする
行為は罪に問われることはない。

ｄ．金融機関の役職員が浮貸しの罪で罰せられた場合，金融機関にも罰則が科せら
れる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 24］　導入預金に関する法令上の規定について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　導入預金は，「出資の受入れ，預り金および金利等の取締りに関する法律」

（出資法）において定義されている。
（２）　導入預金の処罰については，「５年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金

又はこれを併科すること」が法令により規定されている。
（３）　導入預金は，法令において「金融機関に預金等をする者（又は預金等をする

ことについて媒介する者）は，当該預金等に関し，特別の金銭上の利益を得る
目的で，特定の第三者を通じ，当該預金等に係る債権を担保として提供するこ
となく，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，
又は当該第三者のために債務保証をすべき旨を約してはならない」として禁止
されている。

（４）　導入預金は，預金等を依頼した者，預金等の媒介をした者，預金等をした者
などの当事者が罰せられ，預金等を受け入れた金融機関の役職員は処罰の対象
とならない。
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［問 25］　弁護士法に関する規定について，次の（　①　）～（　④　）に当てはまる
語句の組合せとして正しいものを１つ選びなさい。

　弁護士法には，（　①　）に限らず，その他一般の法律事件に関して，事件の鑑定，
代理，（　②　）等の法律事務を取り扱うこと，あるいはこれらを斡旋する業務は，
弁護士または弁護士法人でない者は（　③　）と規定されている。
　したがって，金融機関の職員が，取引先から相続や遺言等の法務に係る問題につ
いて相談された場合に，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す
ることは構わないが，個別相談に対して事案に関する詳細な（　④　）にまで立ち入
り，具体的な解決方法を回答すれば同法に抵触する恐れがある。
（１）　①　法律相談　　②　書類作成　　　　　③　金銭を得て行ってはならない
　　　④　権利義務関係
（２）　①　法律相談　　②　仲裁または和解　　③　行ってはならない
　　　④　法務関係
（３）　①　訴訟事件　　②　仲裁または和解　　③　行ってはならない
　　　④　権利義務関係
（４）　①　訴訟事件　　②　仲裁　　　　　　　③　金銭を得て行ってはならない
　　　④　法務関係

［問 26］　 景品表示法について，適切なものはいくつあるか。（１）～（４）の中から
１つ選びなさい。

ａ．景品表示法は，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，消費者契約法の特例法と
して制定された。

ｂ．不当な表示として禁止されているもののうち，例えば，実際には，競合他社で
も同じ内容の商品・サービスを取り扱っているにもかかわらず，「この商品・
サービスは当社だけのものです」と表示するような行為は，「有利誤認」に当
たる。

ｃ．商品またはサービスの品質，規格，その他の内容について，実際のものより著
しく優良であると表示するような行為は「優良誤認」に当たる。

ｄ．銀行業界においては，自主的に制定した「公正競争規約」の中で，懸賞による
景品類の最高額等について制限をしている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 27］　反社会的勢力の定義や対応について，適切でないものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．反社会的勢力とは，暴力性・反社会性を持つ各種勢力のことであるが，反社会
性は，暴力団，総会屋，えせ同和，えせ右翼など，どこに属しているかで判断
するため，暴力団に属していなかったり，政治団体として届けられていたりす
れば，反社会性は低いと判断できる。

ｂ．反社会的勢力は，金融機関の起こすミスやスキャンダルに付け込み，不当な利
益を得るために口座開設や融資取引を持ちかけたり，債務免除等を要求したり
するため，金融機関の対応次第では不祥事になることがある。

ｃ．金融機関は，融資の依頼者が暴力団やその関係者というだけでは，融資取引を
拒絶することはできない。

ｄ．金融機関の反社会的勢力への対応方法は，暴力団に対するものとえせ同和の不
当行為に対するものとでは異なる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 28］　不祥事の発生要因や不祥事防止について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　不祥事の原因には，大きく①それを引き起こす職員の個人的な問題と，②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つの側面
があるが，一般的にこの２つに因果関係はない。

（２）　法令を厳格に遵守していれば，仮に金融機関内部のルール（金融機関が定め
る規定，マニュアル，要領等）を遵守しなくても，通常，不祥事は発生しない。

（３）　近年，金融機関ではコンプライアンスの重要性が叫ばれている。それは，金
融機関の役職員が法令等に違反した行為をすると，それが不祥事に直結するか
らである。

（４）　事務管理の原点は相互牽制の徹底であるが，相互牽制機能は，通常，事務フ
ローの中には組み込まれていないため，不祥事発生の要因となりやすい。
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［問 29］　法令違反や不祥事について，適切でないものはいくつあるか。（１）～
（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．融資担当者が，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
には当たらない。

ｂ．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ため，重要な個人情報が顧客から意図
せざる第三者に渡ってしまった。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当たらない。

ｃ．金融機関の職員が重大な法令違反を犯したが，その行為について悪意（故意）が
なかった場合には，不祥事には当たらない。

ｄ．業務改善命令の発令にあたり，行政当局では，不祥事の原因となった背景や組
織が抱える潜在的なリスクよりも，不祥事発生の事実を問題視する傾向にある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 30］　取引先との癒着と不祥事との関係について，適切でないものはいくつあ
るか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．融資に際し，取引先から金品や飲食の接待を受けると，私情に流され貸出判断
が甘くなり，不良債権に発展するリスクが高くなる。

ｂ．取引先から受け取る中元や歳暮，餞別などは，一般的に社会的な慣例となって
いるため，金額が多額でなければ問題となることはない。

ｃ．情実融資の結果，貸出先が倒産して回収不能貸出が発生した場合は，役職員自
身の利益を図る目的で不良貸出を行ったとして，背任罪に問われる可能性があ
る。

ｄ．取引先の営業する飲食店は，取引先との癒着を疑われないようにするためにも，
利用すべきではない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 31］　大口融資規制について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　大口融資規制は，銀行法などの法令により，大口融資先に対する融資につい

て，総融資額の一定割合を限度とする規制を受けるルールである。
（２）　大口融資規制は，融資が特定または大口の取引先に集中することによる，金

融機関の引当金を抑制するとともに，信用が維持・確保されることを目的とし
た制度である。

（３）　大口融資規制の融資限度額は，融資取引先については規制されるが，融資取
引先の関連会社については規制されない。

（４）　大口融資規制に違反して融資が不良債権化し，損失が発生した場合には，民
事上の損害賠償責任や刑法上の背任罪，商法上の特別背任罪に抵触する恐れも
ある。

［問 32］　不祥事につながりやすい職員・上司の状況等として，当てはまるものは
いくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．職員に事務規定などの違反があっても，上司が「事務を知らない」，「違反を見
過ごす」，「違反を見て見ぬ振りをする」，「違反を放置する」といった行動を
取っている。

ｂ．ストレスフルな社会環境において，職員が上手くストレスを解消できず，ギャ
ンブル依存症，買い物依存症，アルコール依存症などの各種依存症に陥る。

ｃ．職員の家庭で子供の学費や住宅ローンなどの負担がかさみ，家計の支出が収入
を上回っている状況であり，貯蓄の取崩し等で賄われている。

ｄ．上司が部下の職員からの耳の痛い諫言を受け止められないなど，上司の側に度
量不足がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 33］　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，適切でない
ものを１つ選びなさい。

（１）　職員の家庭的事情や問題を把握するために，管理者は定例的な面談は行わず，
問題が発生した時に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。

（２）　職員の人事管理は，その職員の直属の上司（管理者）に任せるのではなく，支
店長等の上級管理者も面談や日常の会話等を通じて，職員の生活態度，家庭環
境，嗜好等を把握することが重要である。

（３）　職員が多重債務に陥ると，着服・横領などの不祥事を引き起こすリスクが高
いため，多重債務に陥らせないための早期かつ適切な対応が必要である。

（４）　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
識が強い傾向が見られるが，不祥事防止のためには，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。

［問 34］　不祥事の要因の１つとなる職員のストレスについて，適切なものはいく
つあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．ストレスマネジメントにおける「自己管理」とは，人事管理・作業管理・人間
関係など，快適な職場環境形成に努める管理全般を指す 。

ｂ．ストレスマネジメントにおける「集団の管理」において，管理者が理解すべき
最も重要なものは「集中力の強さのコントロール」である。

ｃ．部下の心身の健康管理は，不祥事防止においても重要であり，コンプライアン
ス，ハラスメントとともに「リスクマネジメント」の１つとして認識されてい
る。

ｄ．心が健康な状態とは，生活機能・適応性・自己受容性といった３つの要素が，
正常に機能している状態を言う。管理者として，職員のメンタル面を管理する
上では，環境の変化に対応できているかという点を特に重視する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ



（ 19 ） 農林中金アカデミー

［問 35］　不祥事防止のための部下の心身の管理について，適切なものはいくつあ
るか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．遅刻や早退，突然の休み，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。

ｂ．ミスが目立つ，仕事の処理が遅くなる，一人で仕事や書類を抱え込むなどの事
象が現れることは，「仕事の変化」として注視する必要がある。

ｃ．挨拶をしない，視線をそらす，付き合いが悪くなる，口数が少なくなるなどの
事象が現れることは，「情緒安定度の変化」として注視する必要がある。

ｄ．「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，「言動の変
化」として注視する必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 36］　不祥事防止に向けたコンプライアンスの徹底について，適切でないもの
はいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．金融機関におけるコンプライアンスとは，「法令等を遵守すること」という意
味であり，「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」までは求められていない。

ｂ．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，顧客層等により
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同じでなければならない。

ｃ．規則やルールは本部が作るものであり，営業店が自店のリスク環境に応じた独
自のルール等を作ることは許されない。

ｄ．過去に発生した顧客の苦情，事務ミス，トラブル，不祥事の事例を教訓に再発
防止に努めることは，コンプライアンス態勢の構築，徹底を図る上で有効であ
る。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 37］　金融商品の販売にあたり，金融機関に求められる事項等について，適切
でないものを１つ選びなさい。

（１）　顧客が金融商品を選択する際は，自己責任が原則であるが，これは適合性の
原則に沿った金融商品の勧誘・販売があって，初めて問えるものである。

（２）　金融機関は，勧誘・販売する金融商品の重要事項を，正確かつ分かりやすく
顧客に説明することが不可欠である。

（３）　金融商品販売法では，金融機関が販売する金融商品について，リスク等の重
要事項に関する説明義務があることが規定されている。この義務を怠り，顧客
が元本割れなどによる財産の損害を被った場合には，金融機関は損害賠償責任
を負うこともある（※金融商品販売法は，2021 年 11 月より「金融サービス提
供法」に改称）。

（４）　金融機関が金融商品を販売する際には，あらかじめ「勧誘方針」を策定し，
顧客の同意を得なければならない。

［問 38］　投資信託等の販売に関するリスク管理のポイントとして，適切なものは
いくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．投資信託等の販売にあたっては，契約する投資信託商品（銘柄）について，契約
締結前に「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。

ｂ．投資信託等の販売に際しては，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的に義務づけら
れている。

ｃ．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，「絶対に」や
「必ず」という言葉を使わなければ，断定的判断の提供には当たらない。

ｄ．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
令により禁止されている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 39］　反社会的勢力の介入や，反社会的勢力に対する融資を行わないためのリ
スク管理のポイントについて，適切なものはいくつあるか。（１）～（４）の中
から１つ選びなさい。

ａ．反社会的勢力から融資の申込みがあった場合，原則的には謝絶しなければなら
ないが，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。

ｂ．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，融資先が反社
会的勢力であることのみをもって，融資金の回収を図ることはできない。

ｃ．不法な目的の資金使途への融資を行った場合，刑法上の公序良俗違反として処
罰の対象となる。

ｄ．融資の申込人が反社会的勢力でなければ，融資の資金使途・融資目的に反社会
性があったとしても，融資に応じることに問題はない。

（１）　なし（すべて適切でない）
（２）　１つ
（３）　２つ
（４）　３つ

［問 40］　申込みのあった融資案件に対する対応，管理のポイント等について，適
切でないものはいくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．融資の申込みや審査に必要な書類は，一覧形式にするなど取引先が準備しやす
いようにし，できるだけ１回の来店で手続きが完了できるようにする。

ｂ．融資案件は，公平性を保つ観点から，必ず受け付けた順に処理（審査）すること
が必要である。

ｃ．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。

ｄ．融資の最終可否の決定は審査後となるが，「問題はないと思います」，「多分大
丈夫でしょう」程度の言い方で，取引先に安心してもらうことが重要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 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，適切なものは
いくつあるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．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おり，コン
プライアンスについても，正職員とパート・派遣職員等で自ずと求められる意
識や行動は異なる。

ｂ．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。

ｃ．パート・派遣職員等は，勤務日や勤務時間の制約から，まとまった教育時間が
取りにくいため，日々の業務活動の中で意識的にコンプライアンス教育を行っ
ていく必要がある。

ｄ．パート・派遣職員等の事務ミス等を発見した際，そのミス等を非難するような
態度で臨むことは，将来的にミス等を隠ぺいする行動に走らせる危険性もあり，
管理者は特に注意して対応する必要がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

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

ａ．パート・派遣職員等は正職員と雇用形態，待遇が異なり，またパート・派遣職
員等自身も「正職員でないから」という意識があることから，管理にあたって
は正職員とは異なる扱い（指導・教育）をすることが原則である。

ｂ．管理者は，日頃からパート・派遣職員等に対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。

ｃ．パート・派遣職員等は出勤日や出勤時間がまちまちで，業務に必要な情報が全
員に行き届いていないケースが多いため，経営方針，目標，通達，連絡事項な
どは回覧で徹底するのが効果的な方法である。

ｄ．パート・派遣職員等には，仕事の重要性とともに，重要な戦力であるという認
識を徹底させることが大切である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 43］　不祥事防止の基本は，正確な事務処理とコンプライアンスの徹底にある。
以下に示す「事務の五原則」の説明として，適切なものを１つ選びなさい。

（１）　「確認主義」とは，第三者やコンピューターにより，事務の正確性をチェッ
クすることである。

（２）　電卓や計算は二算，札勘は上下・裏表を持ち替えて２回数えることを「検証
主義」と言う。

（３）　現金・小切手類は，内容を確認してから処理することを「現金その場限り」
と言う。

（４）　伝票や帳簿類に記録して内容を明確にすることを，「記録主義」と言う。

［問 44］　クレームやトラブルについて，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　クレームとは，顧客の不満に基づく，金融機関側に対する何らかの意思表示

を意味する。
（２）　クレームは，本来的には単なる不満の表明に終わる「苦情」，あるいは商品・

サービス等に関する「問合せ」とは区別されるべきものである。
（３）　一般的に，クレームの多くは，いわゆるクレーマーからの悪質なものであり，

金融機関の事務処理・事務ミスに起因するものは少ない。
（４）　金融機関の取扱業務がリスク商品等へと拡大したことも影響して，クレー

ム・トラブルは近年増加しているが，その内容は多様化・複雑化していない。

［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．苦情等に対する説明は，専門用語や金融機関用語を用いて，金融機関の立場を
正確に伝えることを主眼に置く。

ｂ．顧客からクレームがあった場合，金融機関が顧客の要求に応じるか否かは，要
求に法的な理由があるか，要求内容が妥当かという観点から検討する。

ｃ．発生した苦情等は，決して先送りや保留，たらい回しにすることなく，迅速に
対応する。顧客の言い分を途中で弁明したり，誤りを指摘しながら最後まで聞
いて冷静に対応する。

ｄ．謝罪により相手から何らかの要求や要望がある場合，応じられるか否かはすぐ
に結論が出ないため，曖昧に返事をしておくことが必要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 46］　危機管理について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　不祥事は「金融機関に対する信任が急速に低下する事態」ではあるが，危機

の範疇にまでは入らないとされている。
（２）　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」を言う。

（３）　危機管理に関しては，金融庁の監督指針に「業務継続体制を構築し，危機管
理のマニュアルおよび業務継続計画の策定等を行っておくことが必要である」
と規定されている。

（４）　危機発生時には，危機管理に関連する社会的要請を，危機管理態勢に反映す
ることが必要である。

［問 47］　営業店で不祥事が発覚した場合の留意点について，適切なものはいくつ
あるか。（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．不祥事を起こした当事者を直ちに職務から離脱させ，帰宅，自宅待機を命ずる
ことが最優先である。

ｂ．自店において不祥事が発生した場合，職員の精神的なショック，動揺は相当な
ものになるため，冷静さを取り戻すようコントロールする。

ｃ．事件解明中の営業店の業務が，できる限り通常のペースで行われるよう努める。
ｄ．特定の人物を庇う等の，二次的不正が行われないよう十分留意する。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ



（ 25 ） 農林中金アカデミー

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

ａ．職員に対して，各種研修にコンプライアンスに関する内容を織り込み，経営理
念や行動基準に沿った行動や相互牽制の徹底を図らせる。

ｂ．渉外業務について，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，すべての業務を抜本的に見直す。

ｃ．営業店に対する事務指導は，事務部門と監査部門が連携することなく，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を徹底的に実行する。

ｄ．内部監査において，総合監査，重点・部分監査の検証項目を見直すこと等によ
り，不正行為の検証を重視する摘発型監査の体制を確立する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ

［問 49］　風評リスク管理の基本的な目的について，適切でないものはいくつあるか。
（１）～（４）の中から１つ選びなさい。

ａ．当該金融機関業務が，関係者により肯定的に解釈される原因となる対応を避け
る。

ｂ．風評と事実間のギャップがあれば，その是正を図る。
ｃ．法令上の問題となりうる，潜在的な可能性を監視する。
ｄ．金融機関の信用毀損を最小限に抑制するため，保険やその他適当な方法により
リスク移転を図る。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
（４）　４つ
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［問 50］　風評リスクの事態沈静化後の対応について，適切でないものを１つ選び
なさい。

（１）　風評リスク管理では，不祥事発生時の当局への報告，原因分析や再発防止策
の策定，マスコミへの公表など一連の対応以上に，事態沈静化後の対応が重要
と言える。

（２）　風評リスクの問題解決策の１つとして，金融機関が自ら正しい情報を適時・
適切にアナウンスすることがある。不祥事を犯した職員に対する，公平無私の
人事処分の実施と公表はその一例である。

（３）　風評リスクは，他のリスク（信用リスク，市場リスク，事務リスク等）と同様
に明確かつ具体的な管理手法がある。

（４）　自金融機関に対する悪い噂や評判を，良い評判で払拭することこそが，風評
リスク管理においては重要である。
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