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課   題 主 な 業 務 実 績 評 価 結 果 今後の取組方針 担当部署 

１．預金者保護や破綻処理等におけるあらゆる事態に対応する態勢の整備・強化 

 ① 破綻処理に係る

当機構の対応力の

維持･強化、秩序あ

る処理に係る対応

力強化 

○破綻処理スキームと金融整理管財人業務について、以下のとおり、対応力の維持、強化を図るよう努めま

した。 

 

・預金者による預金等と借入金との相殺に係る事務フローや、金融機関の破綻処理の初動態勢に係る具体的

な手順について見直しを行うなど、破綻金融機関の営業再開準備に係る実務の改善、金融整理管財人業務

の向上を図りました。 

 

・預金保険制度の運用に関連する諸課題の整理・検討及び継続的な運用の改善を行いました。 

 

 

 

 

 

・破綻処理において想定されるシナリオに基づき、概算払の支払事務に関する訓練を 2020 年 11月に実施し

ました。また、確定拠出年金に係る預金の名寄せについての態勢整備の実効性を確認するため、2020 年

10～12 月に訓練を実施しました。 

 

 

○金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置について、関係当局等と連携しつつ、実務面に関

する所要の検討を進めるとともに、破綻処理に係る国際会議等への参加を通じて海外当局との意見交換

を行いました。また、秩序ある処理に係る金融機関等の対応力等に関する情報の収集及び分析を行いまし

た。 

 

 

○金融機関の破綻処理に係る諸課

題の検討等を踏まえつつ、実務

の見直しを行ったことによっ

て、破綻処理スキームと金融整

理管財人業務の対応力の維持・

強化を図ることができました。 

 

・預金保険制度の運用に関連する

諸課題の整理・検討及び継続的

な運用の改善を通じ、確実かつ

迅速な破綻処理に向けた態勢整

備を着実に進展させました。 

 

・訓練計画に基づき、支払事務に

関する訓練及び確定拠出年金に

係る預金の名寄せ訓練を適切に

実施しました。 

 

○関係当局等と連携しつつ、秩序

ある処理の実務面に関する所要

の検討を進めたほか、海外当局

との意見交換を適切に実施しま

した。また、秩序ある処理に係る

金融機関等に関する情報収集・

分析を適切に実施しました。 

 

○破綻処理スキームと金融整理管

財人業務について、預金者保護

の観点に立ち、金融商品、金融活

動、金融機関業務等の多様化、高

度化等に沿った対応ができるよ

う、預金保険制度の運用に関連

する諸課題の整理・検討を行い

つつ、継続的に運用の改善を行

うなど、破綻処理への当機構の

対応力の維持、強化を図ってい

きます。 

 

 

 

 

 

 

○関係当局等と連携しつつ、対応

力の強化を図ります。 

金融再生部 

 金融整理課 

 企画管理課 

預金保険部 

 企画課 

 運用企画課 

特別業務部 

 指導調査課 

調査国際部 

特定業務課 

 ② 金融整理管財人

業務の質的向上 

○金融整理管財人業務の質的向上を図り、有事の際の適切な対応力を平時の段階から整備していくために、 

関係当局や金融関係団体等との連携を更に深めるとともに、実務訓練・研修等を以下のとおり充実・強化

するよう努めました。 

2020年６月、11月 ・有事に機構コールセンター業務を担当する予定の職員を対象に、金融機関の破

綻に係る電話問合せ対応業務に関する研修を実施 

2020年７月から 10月

まで概ね毎日 

・新たに金融整理課に配属された職員等を対象に、金融機関の破綻処理の基礎と

なる業務に関する研修を実施 

2020年９月 ・新規入構職員を対象に、金融機関の破綻処理に係る基礎的な知識を習得する研

修を実施 

○実務訓練・研修を更に実践的に

充実・強化したことにより、金融

整理管財人業務の質的向上を図

ることができました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

○金融整理管財人業務の質的向上

を図り、有事の際の適切な対応

力を平時の段階から整備してい

くために、関係当局や金融関係

団体等との連携を更に深めると

ともに、実務訓練・研修等を充

実・強化していきます。 

金融再生部 
 金融整理課 
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課   題 主 な 業 務 実 績 評 価 結 果 今後の取組方針 担当部署 

2020 年９月以降概ね

毎月 

・破綻金融機関の営業店事務の指導を担当する予定の職員を対象に、有事におけ

る担当業務に必要な知識を習得する研修を実施 

・平時に他の業務に従事している職員を対象に、有事における担当業務に関する

テーマ別の研修を実施 

2020年 12月以降毎月 ・破綻処理初動時の手順・事前準備資料の整備、実効性向上を図るための実務訓

練等を実施 

2021年１月 ・有事に金融関係団体から派遣される予定の応援要員を対象に、自主的に学習で

きるよう担当業務に係る研修資料を提供 
 

２．各金融機関の破綻処理に係る態勢整備のフォローとその強化の働きかけ 

 各金融機関の破綻

処理に係る態勢整備

のフォロー及び働き

かけ 

 

○確実かつ円滑な破綻処理を実行するため、以下の各施策を通じて、金融機関における名寄せデータ、シス

テム、手順書・マニュアル等の整備状況を把握したうえで、対応状況のフォローを行いました。 

（立入検査、改善ヒアリング等） 

・保険事故発生時に預金の円滑な払い戻し等を行うため金融機関に義務付けられた措置に係る体制整備の

状況について、破綻処理に対して影響のより大きい事項に重点を置いて立入検査を実施しました。 

立入検査については、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、2020 年２月から一旦中止していました

が、新型コロナウイルスの影響も踏まえつつ、６月から順次、再開しました。 

なお、立入検査にあたっては、「改善ヒアリング」、「システム検証」、「研修・助言等」の各施策の実施を

通じて確認した事項を十分に活用しました。 
また、立入検査実施後、監督当局である金融庁等が検査実施先に実施している改善ヒアリングに当機構の

審査担当職員が同席して、検査における指摘事項の改善状況を確認するとともに、必要な助言を行うな

ど、適切にフォローアップを行いました。 

 

（システム検証） 

・システム検証については、名寄せデータ整備促進のための検証のほか、金融機関破綻時に提出を求める入

出金明細ファイルのシステム整備状況の検証を実施しました。また、金融機関のシステム変更時には、変

更後のシステムで作成した名寄せデータ及び入出金明細ファイルを、機構システムで読み取れるかどう

かの確認テストも実施しました。 

 

（研修・助言等） 

・研修・助言等については、金融機関において破綻処理業務の事務手続きや機構端末の操作を実習できるツ

ールである eラーニングシステム(「預保ラーニング」として 2018年４月より提供)の普及に努めました。

また、金融機関からの保険事故に係るシステム関連の照会等への対応も実施し、金融機関の破綻処理態勢

の整備を促しました。 

 2018 年度（実施先数） 2019 年度（実施先数） 2020 年度（実施先数） 

立入検査（注１） 41先 32先    6先（注３） 

改善ヒアリング（注２） 11先 11先 2先 

システム検証 59先 62先 68先 
 

預保ラーニング 

加入先数（累計） 

2018 年度（加入先数） 2019 年度（加入先数） 2020 年度（加入先数） 

102先 130先 144先 
 

○各種施策を通じて、金融機関の

破綻処理に係る態勢整備につい

て、適切な対応を促すとともに、

金融機関の対応状況についても

フォローを行いました。 

○立入検査先の選定や立入検査に

おける検証範囲等にメリハリを

つけること等を通じて、検査の

実効性・効率性の向上に努めま

した。 

○確実かつ円滑な破綻処理を実行

するため、今後とも、各金融機関

が講じなければならない破綻処

理に係る態勢整備について、そ

の強化が図られるよう、適切に

働きかけを行います。 

なお、立入検査先の選定や立入

検査における検証範囲等にメリ

ハリをつけるとともに、機構の

実施する各施策を通じて確認し

た事項を活用します。また、新

型コロナウイルス感染症の影響

も踏まえ、オフサイトでのモニ

タリングを充実していくことに

より、検査の実効性・効率性を

向上させます。 

○システム検証では、引続き名寄

せデータ整備促進のための検証

を行います。また、入出金明細フ

ァイルのシステム整備状況の検

証に関しては、金融機関の勘定

系システムの特性等を考慮しつ

つ、検証の効率性をさらに向上

させます。研修助言等について

は、システム検証不芳先のうち

個別要望のあった金融機関への

フォローを中心に実施します。

また、破綻処理業務の実習ツー

ルである e ラーニング(預保ラ

ーニング)のさらなる普及に向

け、金融機関に対する働きかけ

を強化していきます。  

検査部 
 検査企画課 
 審査課 

金融再生部 

 金融整理課 

預金保険部 

 研修課 
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課   題 主 な 業 務 実 績 評 価 結 果 今後の取組方針 担当部署 

（注１）立入検査開始日ベースでの先数 

（注２）当機構が同席する改善ヒアリングの先数 

（注３）新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、立入検査の実施が限定的となる中、振り込め詐欺救済法

に係るオフサイト検証を集中的に実施しました（６．③参照）。 

３．破綻金融機関等から取得した資産の適切な管理・回収、処分及び責任追及等 

 ① 破綻金融機関等

から取得した債権

を適切に管理・回

収するための整理

回収機構に対する

指導・助言 

破綻金融機関等

から取得した株式

等の適切な管理・

処分 

 

［整理回収機構による債権管理・回収］ 

○整理回収機構が破綻金融機関及び健全金融機関等から取得した債権について、顧客保護の観点から、債権

の性質・債務者の実態等に応じた適切な管理・回収を行うよう、適時適切に指導・助言等を行いました。

これにより、整理回収機構は、債権の回収に当たって債務者の実態等を的確に把握し、適正な回収に努め

ており、当年度は以下のような実績になりました。 

 

・破綻金融機関等からの買取債権及び健全金融機関等からの 53条買取債権（金融再生法）の 2020年度の回

収実績は 141 億円（破綻金融機関等 136 億円（うち特別公的管理銀行 22 百万円）、健全金融機関等 4 億

円）、2020年度末までの回収累計額は 10兆 1,578億円(譲受簿価の 104.0％)となりました。 

・回収により生じた利益 15 億円（回収益等から回収により生じた損失額や回収費用を控除した金額）が預

金保険機構に納付されました（納付時期は 2021年６月）。 

 

［瑕疵担保債権の管理・回収]  

○旧長銀及び旧日債銀から、株式売買契約書に規定されている瑕疵担保条項に基づき引き取った債権（回

収は整理回収機構に委託）について、2020年度は 12億円を回収しました（回収累計額 6,892 億円）。 

 

［特別公的管理銀行から買い取った株式の管理・処分］ 

○上場株式については、政府方針を踏まえ、2008年 10月 15日より原則として市場売却を停止している中、

例外的取引として、公開買付けへの応募等により 340億円の処分を実施しました。 

非上場株式については、株式発行会社及び株式発行会社が指定する第三者に対する売却により、18 億円

の処分を実施しました。 

 

 

 

 

 [早期健全化法等に基づき引受け等を行った株式等の適切な管理・処分］ 

○資本増強のために引受け等を行った優先株式等について、以下の業務を実施しました。  

≪資本増強先:新生銀行（１先）≫ 

（管理業務） 

・定時株主総会における議決権の行使及び質問権の行使 

・決算内容、配当政策、剰余金の積上げ状況及び今後の返済計画等に係る定期的なヒアリングの実施 

・配当金の受領（4.7 億円） 

 

（処分業務） 

・当年度は、金融機関からの優先株式等の処分に係る申し出はなく、処分実績はありませんでした。なお、

2021年 3月末までの処分累計は 12兆 1,309億円、2021年 3月末の残高は 2,500億円となっています。 

 

 

○預金保険機構から整理回収機構

に対して指導・助言を行うこと

により、整理回収機構における

適切な管理・回収業務の遂行に

寄与することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

○瑕疵担保債権の管理・回収につ

いて、着実に実施しました。 

 

 

○上場株式については公開買付け

への応募、非上場株式について

は株式発行会社及び株式発行会

社が指定する第三者に対する売

却等により、特別公的管理銀行

から買い取った株式の着実な処

分に努めました。 

 

 

○資本増強先に対し、株主総会等

において適切な議決権等の行使

に努めたほか、定期的なヒアリ

ング等を通じ、決算内容や今後

の返済計画等の適切な把握に努

めました。 

 

 

○整理回収機構に、顧客保護の充

実や法令等の遵守に努めつつ、

適切かつ効率的な管理・回収を

進めるよう指導・助言を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

○瑕疵担保債権の管理・回収につ

いて、着実に実施します。 

 

 

○特別公的管理銀行から買い取っ

た株式の管理・処分については、

引き続き国民負担の最小化及び

市場への影響の極小化等の観点

から、適切な対応に努めます。 

 

 

 

 

○管理業務については、資本増強

先に対し、株主総会における議

決権等を適切に行使していくほ

か、定期的なヒアリング等によ

り、経営状況等を把握するなど、

適切な管理に努めます。 

 

 

○処分業務については、「資本増強

のために引受け等を行った優先

株式等の処分に係る当面の対応

について」(以下「当面の対応」

という。）に基づき、円滑な処分

に努めます。 

 

総務部 

管理課 

金融再生部 

企画管理課 

業務課 

預金保険部 

資金援助課 

特別業務部 

調査企画課 

大阪業務部 

金融整理室 

資金援助課 
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課   題 主 な 業 務 実 績 評 価 結 果 今後の取組方針 担当部署 

 ② 的確な調査案件

の選定及び深度あ

る財産調査並びに

回収に関する指導・

助言 

  回収妨害案件に

対応するための整

理回収機構との連

携 

［調査案件の的確な選定] 

○返済を拒み資産情報の開示にも応じない不誠実な債務者に係る案件や反社会的勢力等が関与する案件等

に重点を置き、財産隠匿の可能性等について、整理回収機構と協議・検討を重ねることにより、財産調査

を実施する必要性の高い案件の選定に努めました。 

 

 

【整理回収機構との協議・検討実績】 

 区 分 2018年度 2019年度 2020年度 

協 議 回 数 20回 45回 30回 

検 討 件 数 238件（167件） 263件（155件） 200件(79件) 

(注)( )は「うち反社会的勢力等が関与する案件」 

 

[深度ある財産調査] 

○債務者名義の財産の把握に努めるのはもとより、第三者名義で保有・隠匿されている債務者の財産や債

務者から他人に譲渡された財産を把握し、債権回収につなげるため、関係者間の資金異動等について詳

細な調査を行うなど、深度ある調査に努めました。 

 

【財産調査実績】 

 区 分 2018年度 2019年度 2020年度 

調 査 件 数  104件（62件） 103件（52件） 91件（37件) 

 うち着手件数 46件（25件） 49件（27件） 43件（15件） 

確認 財産額 5億円（1億円） 5億円（1億円） 9億円（0億円） 

(注)・調査件数＝前年度繰越調査件数＋当年度調査着手件数 

  ・( )は「うち反社会的勢力等が関与する案件」 

   ・金額は単位未満四捨五入                     

 

[回収に関する指導・助言] 

○整理回収機構に対し、預金保険機構が行った財産調査結果を適時に提供するとともに、債務者の実情に即

した対応や法的措置等、回収に関する指導・助言を行い、整理回収機構による債権回収の極大化を支援し

ました。 

 

 

 

[回収妨害案件に対する厳正な対応支援] 

○特定回収困難債権に関する告発事案（債務者が近く強制執行を受けることを覚知するや、その稼働先から

継続的に得ていた収入の振込先口座を、従前とは別の他人名義口座に変更して、強制執行を受けるべき財

産を隠匿した事案）につき、整理回収機構が強制執行妨害罪で告発をするに際して、指導・助言を行うな

どの支援をしました。こうした指導・助言等により、整理回収機構は、本年度、合計３件、３名の告発（告

訴）をしました。 

 

 

○整理回収機構との間で綿密な協

議・検討を行った結果、財産調

査を実施する必要性の高い案件

を的確に選定することができま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

○深度ある財産調査を的確に実施

することにより、巧妙に隠匿さ

れた財産を把握することができ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○財産調査結果の提供を含め、法

的措置の実施等、回収に関する

適時・的確な指導・助言により、

整理回収機構における回収業務

の適切な遂行に寄与することが

できました。 

 

○指導・助言を通じた整理回収機

構との緊密かつ継続的な連携に

より、回収妨害案件等について、

厳正な対応を支援することがで

きました。 

 

○返済を拒み資産情報の開示にも

応じない不誠実な債務者に係る

案件や反社会的勢力等が関与す

る案件等について、財産隠匿が

見逃されることがないよう、引

き続き、調査案件の的確な選定

を行った上で、深度ある財産調

査並びに回収に関する指導・助

言を適切に実施し、整理回収機

構による債権回収の極大化を支

援していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○回収妨害案件等に対しては、整

理回収機構、関係部署及び関係

機関との連携を密にし、厳正な

対応を行っていきます。 

 

 

特別業務部 

指導調査課 

特別調査第一課 

特別調査第二課 

 

大阪業務部 

指導調査課 
特別調査課 

 ③ 破綻金融機関の

旧経営者等に対す

る民事・刑事上の

責任追及業務の適

切な実施、破綻処

［破綻金融機関の旧経営陣に対する民事・刑事上の責任追及業務の適切な実施］ 

○破綻金融機関の旧経営者等に対する責任追及については、整理回収機構と緊密に連携しながら、民事・刑

事上の責任追及に向けた継続的な調査や法的検討を重ねました。破綻金融機関の旧経営者に対する損害

賠償請求権を認めた判決の確定に基づき、整理回収機構が同請求権の回収を進めていくに当たり、必要な

指導・助言を行いました。 

 

○整理回収機構との連携による民

事上の責任追及業務を継続実施

して成果を上げることができま

した。 

 

○破綻金融機関の旧経営者等に対

し、各訴訟の確定判決に基づい

て損害賠償請求権等の回収を進

めていくに当たり、整理回収機

特別業務部 

指導調査課 

大阪業務部 

 指導調査課 
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理時に即応できる

態勢整備等 

 

 

［破綻処理時に即応できる態勢整備等］ 

○破綻処理時における連携の強化等を目的として特別業務部、大阪業務部、法務統括室において、専門的か

つ実践的な責任追及業務に関するオンライン形式による合同研修会等を実施しました。 

 また、当該合同研修会においては破綻金融機関への入管を想定して、被管理職員に対する模擬ヒアリング

訓練を行い、問題点等を提起する等、より実践的な訓練を行いました。 

 

 

 

○関係部署間の連携強化等、破綻

処理時に即応できる態勢の整備

を図りました。 

 

構への指導・助言を通じて、適切

な責任追及業務の遂行に努めて

いきます。 

○関係部署との連携を強化し、破

綻処理時に即応できる態勢の整

備を図るとともに、研修等を通

じて調査手法の向上に努めてい

きます。 

 

 

４．海外預金保険機関等との連携強化、調査研究活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 国際的な認知度

向上、海外預金保

険機関との連携・

協力の推進 

  海外預金保険機

関との相互強化、

諸外国への技術支

援 

 

○当機構は、国際預金保険協会（IADI）の活動等に積極的に参画し、当機構の業務に活かすため、預金保険

制度に関する国際動向の把握に努めました。同時に、我が国の預金保険制度を紹介することにより国際的

な認知度向上に努め、相互理解を深めました。また、当機構の三國谷前理事長は、2017年 10月から 2020

年 12月まで IADI 会長を務め、対外的に IADIを代表する他、IADIの実質的意思決定機関である業務執行

委員会の議長も兼任し、各地で開催される預金保険機関の様々な会合にも出席する等、預金保険分野にお

ける国際協力の一層の推進に向けた活動を行いました。当機構は、その後も業務執行委員会に委員として

参加しています。なお、当機構は、IADI 傘下のアジア・太平洋地域委員会（APRC）でも、引き続き、主要

メンバーとして積極的に活動し、同地域の預金保険機関同士の連携・協力を推進しました。 

国際預金保険協会

（IADI）への参画 

当機構の代表の IADI での役職 

IADI会長、業務執行委員会議長（2020年 12月以降は業務執行委員会委員）、コ

ア・プリンシプル・リサーチカウンシル委員会委員、アジア・太平洋地域委員会

（APRC）委員 

IADI事務局（スイス（バーゼル））への職員の派遣。 

以下の IADI 関連会議等に参加（年次総会を除き全てオンライン形式で開催）。 

・年次総会（2020年 10-11月）（メールを通じて開催） 

・臨時総会（2020年 12月） 

・業務執行委員会等（2020年５月、６月、９月、11-12月、2021年２月、３月） 

・金融安定研究所（FSI）・IADI共同セミナー（オンライン形式）（2020年９月） 

・APRC 総会（2020年８月） 

・APRC セミナー（オンライン形式）（2020年６月、11月） 

 

○当機構の理事長が、海外預金保険機関のトップ等と、オンライン形式の面談を含むあらゆる機会を通じて

協力関係の強化を図りました。 

 

 

 

○当機構は、国内他機関とも連携し、特にアジアを中心とする地域との間の技術協力に注力しました。 

技術協力 ・海外の金融規制監督機関の職員を対象とした金融庁グローバル金融連携センタ

ー（GLOPAC）研修に、当機構職員が講師として参加し、預金保険制度及び機構の

役割について説明（2021年１月） 

 

○IADIの活動を通じて預金保険制

度に関する国際動向の把握に努

め、当機構の業務に活かすこと

ができました。加えて、IADI 主

催の活動に積極的に参画するこ

とにより、我が国の預金保険制

度の認知度向上に努めました。

また、IADIの会長機関として預

金保険分野における国際協力の

一層の推進に貢献するととも

に、APRCでの活動では、同地域

の預金保険機関同士の連携・協

力に大きく寄与しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○オンライン形式の面談等を通じ

て、海外預金保険機関との協力

関係を強化することができまし

た。 

 

○技術支援を通じ、海外の預金保

険機関、特にアジア地域の預金

保険機関の能力強化に一定の効

果を果たしました。これらの貢

献は、海外の機関から高い評価

を得ています。 

 また、当機構役職員が国際機関

及び海外預金保険機関が主催す

るセミナー（オンライン形式）等

に参加し、最新の情報等を得る

とともに、これらの活用及び共

○今後も IADI の活動への一層の

貢献や我が国の経験の積極的な

伝達等を通じ、国際的な連携・協

力をより充実させるべく、更に

取組みを進めます。また、アジ

ア・太平洋地域の預金保険機関

との相互理解の深化、並びに域

内の連携・協力についても推進

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○面談及び覚書の署名等を積極的

に活用することにより、海外預

金保険機関等と更なる連携強化

に努めていきます。 

 

○技術支援については、更なる協

力を進め、アジア地域等での協

調の枠組みを構築していきま

す。 

 国際機関及び海外預金保険機関

が主催するセミナー等の機会を

積極的に活用し、得られた最新

の情報等を、当機構の活動に反

映させていきます。 

 

 

調査国際部 

 企画総務課 

 国際機構課 

 調査課 
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セミナー等 以下のセミナー等に参加。（全てオンライン形式で参加） 

・ベトナム預金保険主催セミナー（講師として参加）（2020年７月及び 2021年２

月） 

・カナダ預金保険公社主催セミナー（2020年９月） 

・インドネシア預金保険公社主催セミナー（2020年９月） 

・東南アジア中央銀行グループ（SEACEN）・FSI 共催セミナー（講師として参加）

（2020 年 10月） 

 
 

有に努めました。講師要請を受

けた際には我が国の制度等につ

いての情報を提供しました。 

 

② 当機構業務に関

連する事項の調査

研究、各界関係者

等への成果提供 

○米国、欧州における預金保険制度、破綻処理制度、危機対応措置を巡る動向、並びに金融の技術革新に

おける国際的な議論の状況等について調査研究を行いました。 

○預金保険機構内の調査研究の成果の一部を、調査研究誌「預金保険研究」（2020年度は第 23号）や当機

構のホームページで公表しました。 

 （参考）ホームページにおいて、海外事情「米国 FDIC：基金の概況」や「米国金融機関の破綻件数」を

公表しました。 

○国内外の動向を踏まえつつ、国

際的な調査等を適切に行いまし

た。 

○国内外の動向を踏まえつつ、調

査研究に係る取組みを進めま

す。 

調査国際部 

 調査課 

総務部 
 調査分析課 
 

５．資本参加関連業務への対応 

 金融機能強化法に

基づく資本参加への

適切な対応、同法に

基づき引き受けた株

式等の適切な管理・

処分 

○2020 年度は、金融機能強化法に基づく、金融機関等からの優先株式等の引受け等に係る申込みはなく、

資本参加実績はありませんでした。 

協同組織中央金融機関（金融機能強化法第 34条の４） 

2018年度 ― 

2019年度 全国信用協同組合連合会（2020 年３月、92億円、優先出資） 

2020年度 ― 

（注）金融機能強化法に基づく株式等の引受け等の業務については、協定に基づき整理回収機構に委託し

ています。 

○金融機能強化法に基づく資本参加額等の状況は以下のとおりです。 

                           （単位：件、億円、単位未満四捨五入） 

   根拠法令 

 

     資本参加額      現在残高 

金融機関数  金融機関数  

  金融機能強化法      30     6,840      27     4,835 

 うち震災特例      12     2,165      11     1,965 

（注）資本参加額は 2021年３月末までの累計額、現在残高は 2021年３月末現在の残高 

 

○資本参加のために引受け等を行った優先株式等について、以下の業務を実施しました。 

 ≪資本参加先（27先）≫ 

（管理業務） 

・種類株主総会及び優先出資者総会における権利の行使（議決権の行使・質問権の行使） 

・経営状況等の把握を目的とした監督当局が実施するフォローアップヒアリングへの参加 

・震災特例資本参加先の経営状況等について、当該金融機関及び協同組織中央金融機関との決算ヒアリン

グ時の意見交換 

・決算内容、配当政策、剰余金の積上げ状況及び今後の返済計画等に係る定期的なヒアリングの実施 

・配当金の受領（25.0億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○資本参加先に対し、株主総会等

において議決権等を行使したほ

か、定期的なヒアリング等を通

じ、決算内容や今後の返済計画

等の把握に努めました。 

また、震災特例資本参加先に対

しては、経営状況等について、

当該金融機関及び協同組織中央

金融機関との意見交換を実施す

るなど、深度ある実態把握に努

○金融機能強化法に基づく資本参

加（申請期限、2026年３月 31日）

については、新型コロナウイル

ス感染症等に関する同法の改正

による特例も含め、今後も関係

当局と密接に連携しつつ、適切

な対応に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○管理業務については、資本参加

先に対し、株主総会における議

決権等を適切に行使していくほ

か、定期的なヒアリング等によ

り、経営状況等を把握するなど、

適切な管理に努めます。 

 

 

 

金融再生部 

業務課 
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（処分業務） 

当年度は、金融機関等からの優先株式等の処分に係る申出はなく、処分実績はありませんでした。 

 

【処分状況(簿価額ベース)】    （単位：億円、単位未満四捨五入） 

年度 処分簿価額 

0 優先株式等 劣後債等 合計 

2018年度 200 － 200 

2019年度 － － － 

2020年度 － － － 

累計額※ 

(2004～2020 年度) 
1,805 260 2,065 

※累計額には、組織再編法に基づく資本参加（劣後債等）の処分簿価額（参加額 60億円全額）を含みます。 

めました。 

 

 

 

 

○処分業務については、「当面の対

応」に基づき、円滑な処分に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．金融業務支援への対応 

 ① 特定回収困難債

権の買取り等業務

の着実な実施 

 

［特定回収困難債権買取りの着実な実施］ 

○2020 年度においては、第 21回買取りから第 23回買取りにおいて、合計８件の買取決定を行いました。 

【特定回収困難債権の買取決定の実績】 

買取決定年度 買取決定回 買取債権数 買取債権総額 買取価格総額 

2018年度 第 15回・第 16回・第 17回 17件 144,289千円 13,343千円 

2019年度 第 18回・第 19回・第 20回 9件 77,035千円 14,639千円 

2020年度 第 21回・第 22回・第 23回 8件 335,371千円 31,078千円 

 

○各回の買取決定に際しては、いずれも買取審査委員会（弁護士、不動産鑑定士等を含む第三者委員会）に

おいて、特定回収困難債権としての買取りの適否及び買取価格についてご審議いただき、同委員会での意

見を踏まえ、当機構の運営委員会において買取りの決定を行いました。 

 

［制度の浸透］ 

○金融機関等への制度の浸透を図るため、全国の銀行警察連絡協議会において本制度の概要・運用状況等の

説明を実施（９回）したほか、各業界向けの説明会として、12月に信用組合業界に対し説明会を開催しま

した。また、19金融機関等から 35件の質問・相談に対応しました。 

 

 

 
年度 

銀行警察連絡協議会に 

お け る 制 度 の 概 要 ・ 

運用状況等の説明回数 

金融機関等からの質問・相談件数 

制度に関する質問 個別案件に係る相談 合計（金融機関等の数） 

2018年度 68回 63件 64件 127件（86） 

2019年度 56回 11件 34件 45件（28） 

2020年度 9回 3件 32件 35件（19） 

○年度内に８件の買取決定を行

い、これに基づき、特定回収困難

債権の買取りを着実に実施しま

した。 

なお、特定回収困難債権の買取

りに当たり、買取審査委員会か

らの意見聴取等、適正な手続を

経ました。 

 

 

 

 

 

○周知活動の実施により、本制度

の浸透を図るとともに、金融機

関に対して本制度の積極的な活

用を促しました。 

 

○金融機関をはじめ関係者の協力

を得ながら、着実に業務を実施

していきます。 

○特定回収困難債権の買取りに当

たっては、買取審査委員会の意

見を踏まえるなど、適正な買取

手続を進めます。 

 

 

 

 

 

○金融庁等の関係当局や業界団体

と連携しつつ、必要に応じて特

定回収困難債権買取制度運用の

改善を図り、当該制度をより積

極的に活用するよう金融機関に

促していきます。 

 

金融業務支援部 
業務企画課 

 

② 反社会的勢力に

係る情報を提供す

る業務の適切な運

用 

○金融機関からの照会に応じて反社会的勢力に係る情報を提供するシステム（以下「反社情報照会システ

ム」という。）について、当機構システム部門及び運用・保守に係る事業者と連携して対応することで、

円滑な運用に努めました。 

○システム利用金融機関に対し、質問等に丁寧に対応するとともに、照会の実施状況に関する実地確認を着

実に実施することにより、実態把握を進め、金融機関からの照会が利用約款等に則り適切に実施されるよ

○反社情報照会システムについて

は、関係者間で連携し、円滑に運

用することができました。 

○システム利用金融機関に対し

て、質問等に丁寧に対応するこ

○反社情報照会システムについ

て、引き続き関係者間で連携を

図り、円滑な運用に努めます。 

○システム利用金融機関におい

て、利用約款等に則った照会が

金融業務支援部 
金融情報業務課 

システム統括室 
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う努めました。 とに加え、実地確認を着実に実

施し、利用約款等に則った照会

の徹底に努めました。 

徹底されるよう、引き続き実地

確認を着実に実施していきま

す。 

③ 振り込め詐欺救

済法に基づく公告

業務の適切な実

施、預保納付金の

適切な支出 

○振り込め詐欺等被害者及び金融機関からの各種照会に対応するとともに、スケジュール通りに公告を実

施したほか、法令に基づき公告の実施状況を公表しました。 

【主要な公告の実施状況】 

債権消滅手続開始公告  

⇒ 

支払手続開始公告  

⇒ 

支払手続終了公告 

公告回数   24 回 公告回数 24 回 公告回数 24 回 

金融機関数 535 先 金融機関数 404 先 金融機関数 405 先 

口座数 21,042 件 口座数 8,322 件 預金等の額 1,241 百万円 

預金等の額 1,708百万円 預金等の額 1,407 百万円 被害者への支払額 1,097 百万円 

○公告等システム（法令に基づき公告データを処理するシステム）について、安定稼動を維持することが

できました。 

○振り込め詐欺救済法に定める預保納付金について、2013 年度から担い手団体により開始された「犯罪被

害者等の子どもに対する奨学金給付」、「犯罪被害者等支援団体に対する助成」の両事業が継続して行わ

れ、当機構は、2021 年３月に預保納付金から 140百万円の支出を行いました。 

 

○振り込め詐欺救済法第 36条第６項に基づく立入検査を実施しました。    

 2018年度 2019年度 2020年度 

立入検査実施先（注） 25先 17先 6先 

（注）立入検査開始日ベースでの先数 

 

○新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い立入検査の実施が限定的となる中、振り込め詐欺救済法に係る

オフサイト検証を集中的に実施しました。 

 

 オフサイト検証実施先数：2020年度：163先（検証開始日ベースでの先数） 

○スケジュール通りに公告が実施

され、公告の実施状況を適切に

公表することができました。 

 

 

 

 

 

 

○金融機関からの納付金を適切に

管理し、主務省令で定められた

「犯罪被害者等支援団体に対す

る助成」のために支出すること

ができました。 

 

○振り込め詐欺救済法第 36 条第

６項に基づく立入検査を適切に

実施しました。 

 

 

○被害者の財産的被害の迅速な回

復に向け、金融機関の公告等手

続、管理態勢、被害者への対応の

状況等を把握し、適切な対応を

促しました。 

○振り込め詐欺等被害者の財産的

被害の迅速な回復に資するた

め、適切かつ円滑に公告業務を

進めます。 

 

 

 

 

 

○預保納付金について、適切な支

出に努めます。 

 

 

 

 

○振り込め詐欺救済法第 36 条第

６項に基づく立入検査の適切な

実施に努めます。 

 

 

○立入検査の実施状況も踏まえな

がら、引き続き、オフサイトでの

効果的・効率的な検証に努めま

す。 

金融業務支援部 

振込詐欺被害回復

業務課 

 

検査部 

 検査企画課 

 審査課 

 ④ 休眠預金等管理

業務の適切な実施  

 

○休眠預金等管理業務開始以降の業務の実施状況を踏まえ、「休眠預金に係る移管及び管理要領」を改定の

上、金融機関に配布・周知を行いました。 

○休眠預金等移管金の収納及び金融機関が支払った休眠預金等代替金に係る求償金等の支払等の休眠預金

等管理業務を適切に実施しました。 

○休眠預金等交付金を指定活用団体である一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）へ交付すると

ともに、交付額の公表を行いました。JANPIAにおいて、「新型コロナウイルス対応緊急支援助成事業」が

実施されたことにより、交付額が前年度に比べ増加しました。 

【休眠預金等移管金等の状況】  

 2019年度 2020年度 

休眠預金等移管金の額及び当該休眠預金

等移管金に係る休眠預金等の数 

1,457億円 

7,241,557件 

1,409億円 

7,182,822件 

休眠預金等代替金の額及び当該休眠預金

等代替金に係る休眠預金等の数 

46億円 

40,485 件 

189億円 

191,753 件 

積み立てた休眠預金等活用法第 14条の準

備金の額（注） 

706億円 1,250億円 

○休眠預金等移管金の収納及び休

眠預金等交付金の交付等の休眠

預金等管理業務を適切に実施し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○休眠預金等移管金の収納、休眠

預金等交付金の交付、準備金の

積立等の休眠預金等管理業務を

適切に実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融業務支援部 
 休眠預金管理業務
課 

システム統括室 
 
検査部 

 検査企画課 
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（注）旧預金者等への休眠預金等代替金の支払いに要する費用の支出に充てるための積立額。 

【休眠預金等交付金の状況】    

 休眠預金等交付金交付日 休眠預金等交付金交付額 

2019年度 令和元年９月 27日 21億円 

2020年度（第１回） 令和２年７月 15日 43億円 

2020年度（第２回） 令和２年 12月 25日 15億円 

2020年度（第３回） 令和３年３月 25日 18億円 

○金融機関の休眠預金等活用法に基づく業務の実施状況を踏まえつつ、適切な検査が行われるよう準備を

進め、2020 年９月から同法第 44条第６項に基づく立入検査を開始しました。  

 2020年度 

立入検査実施先（注） 1先 

（注）立入検査開始日ベースでの先数 

 

 

 

 

 

 

 

 

○休眠預金等活用法第 44 条第６

項に基づく立入検査を適切に実

施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○検査の状況を踏まえつつ、適切

な立入検査の実施に努めます。 

７．預金保険料のあり方の検討 

 預金保険料のあり

方の検討 
○諸外国の制度の調査を行いました。 ○諸外国の制度の把握に努めまし

た。 
○引き続き関係者とともに検討し

てまいります。 

預金保険部 

 企画課 

８．各種システムの整備・改善、情報セキュリティ対策の強化 

 ① IT ガバナンスの

強化、各種システ

ムの整備・改善 

 

○システム開発の計画策定手続を定めた「システム開発施策計画化手続」に従って、2021～2023 年度シス

テム化３か年計画を策定したほか、情報システムの構築・運用等における当機構内の管理手続の改善を実

施しました。 

 

○システム化３か年計画に従い、次のとおり各システムの整備・改善を実施しました。 

 

【主なシステムの整備・改善状況】 

システム名 整備・改善状況 

破綻処理業務システム 安定稼動を維持するとともに、システム改善を計画どおり実施 

次期システムの構築を実施中 

反社情報照会システム 安定稼動を維持するとともに、システム改善を計画どおり実施 

次期システムの更改に向けた準備を実施中 

休眠預金管理システム 安定稼動を維持するとともに、システム改善を計画どおり実施 

LAN/WAN（共通システム） 安定稼動を維持するとともに、システム改善を計画どおり実施 

サーバ更改作業を実施中 
 

○ITガバナンスについて強化が図

られました。 

 

 

○当機構保有の各システムの整

備・改善に努めました。 

○ITガバナンスについて引き続き

強化を図ります。 

 

 

○当機構保有の各システムの整

備・改善に努めます。 

システム統括室 
 
 
 

 ② 情報セキュリテ

ィ水準の向上 

○当機構の情報セキュリティ水準の向上を図るため、以下の取組みを実施しました。 

・前年度に実施した、当機構全体のインシデント対応実施手順及び LAN/WAN（共通システム）におけるイ

ンシデント対応の技術的対策・運用体制の有効性についての評価結果を踏まえ、同手順の改定作業を行

うとともに、LAN/WAN（共通システム）の次期更改に合わせてセキュリティ監視体制等を強化するために、

必要な対応を行いました。 

・当機構が保有する情報及び情報システムについて情報セキュリティのリスク評価を行いました。その結

果、新規にリスク対応が必要となるものはありませんでした。 

○リスク評価等を実施することに

より、当機構における情報セキ

ュリティに係るリスクを網羅的

に把握・評価するとともに、必要

な取組みを効果的に実施するこ

とにより、情報セキュリティ水

準の向上を図りました。 

○近年、一層巧妙化・複雑化が進

むサイバー攻撃の脅威に対し、

当機構における情報セキュリテ

ィに係るリスクを網羅的に把

握・評価し、必要な取組みを的確

かつ効果的に実施することによ

り、更なる情報セキュリティ水

総務部 

情報セキュリティ

室 

システム統括室 
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・前年度に実施した情報セキュリティ監査の実施結果に基づく対応の実施状況を確認するとともに、イン

ターネットに接点を有する情報システムについて脆弱性診断を実施しました。 

・役職員の情報セキュリティ意識の向上を図るため、ｅラーニングを活用した情報セキュリティに関する

研修や啓発活動等を実施しました。 
 

○秘匿性の高い重要情報については、より安全でよりセキュリティ水準の高い環境に保管し、当該情報の

安全性を確保しました。 

また、上記環境利用部署において定めた重要情報の取扱方法に関する実施手順に基づき、適正な運用を

行いました。 

また、各種研修・訓練等の実施

を通じ、役職員の情報セキュリ

ティ意識の向上に努めました。 

 
 

○より安全でよりセキュリティ水

準の高い環境を利用することに

より、秘匿性の高い重要情報の

適切な管理に努めました。 

準の向上を図ります。 

また、各種研修・訓練等の実施

を通じ、役職員の情報セキュリ

ティ意識の向上に努めてまいり

ます。 

○より安全でよりセキュリティ水

準の高い環境を利用することに

より、秘匿性の高い重要情報の

適切な管理に努めます。 

９．財務の健全化、組織の効率的な運営の強化 

 ① 金融機関の破綻

処理等に適切に対

応できる予算作

成・執行管理 

○2021 事業年度の一般管理費に係る予算編成に当たっては 、これまで同様、業務の合理化・効率化や予

算の執行実績を踏まえた精査等、徹底した見直しを行いました。その結果、物件費については、破綻処

理業務システムにおける次期システムの開発が本格化すること等により前事業年度に比して増額となり

ましたが、人件費については、定員の削減等により前事業年度に比して減額となりました。また、金融

機関の破綻処理等に必要な経費を引き続き計上しました。 

○金融機能強化法の一部改正等に伴い、金融機能強化勘定の 2020 事業年度認可予算を変更し、適切な予算

措置を講じました。 

○休眠預金等交付金の指定活用団体である JANPIAによる「新型コロナウイルス対応緊急支援助成事業」の

実施に伴い、休眠預金等管理勘定の 2020 事業年度認可予算を変更し、適切な予算措置を講じました。 

○予算執行に当たっては、業務目的遂行上真に必要な金額であるかどうかを精査することで、効率的な予

算執行に努めました。 

○真にやむを得ないものを除き、競争性のある契約方法での調達を行うことにより、契約方法における透

明性・競争性の確保に努めました。 

○2020 事業年度決算においては、金融破綻の発生がなかったこと等から一般勘定において責任準備金（金

融機関の破綻時に、同勘定が負担する保険金の支払いや資金援助等の財源として留保する準備金）が増

加するなど、預金保険機構全体で利益剰余金が増加しました。 

【各勘定の利益剰余金（一般勘定は責任準備金、休眠預金等管理勘定は法第８条積立金）・欠損金の増減

状況】 

（単位：億円） 
 

 一般 
危機 

対応 

金融 

再生 

早期 

健全化 

金融機能 

強化 

被害回復 

分配金支払 

地域経済 

活性化支援 

震災 

支援 

休眠預金 

等管理 

2018 

年度末 
39,876 3,685 △208 15,926 502 

△6,097 

 (万円)     

△1,291 

 (万円)     

△359 

 (万円)     
△13 

2019 

年度末 
43,572 3,681 124 7,928 560 

△6,458 

 (万円)     

△1,835 

 (万円)     

△413 

 (万円)     
△13 

2020 

年度末 
47,258 3,677 348 7,930 355 

△3,995 

 (万円)     

△2,380 

 (万円)     

△467 

 (万円)     
583 

増減額 

(20-19) 
3,686 △4 223 1 △204 

2,462 

 (万円)     

△545 

(万円) 

△53 

(万円) 
596 

○2021 事業年度予算において、物

件費及び人件費について見直し

を行い、増額を抑制するととも

に、金融機関の破綻処理等に適

切に対応できる予算を作成しま

した。 

 

 

 

○経費の節減努力や契約方法にお

ける透明性・競争性の確保努力

により、適正な予算の執行管理

を行いました。 

○保険金の支払い等のために積立

てる責任準備金は、着実に増加

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○財務の健全化や財務に関する業

務の合理化に取り組むととも

に、金融機関の破綻処理等に適

切に対応できる予算作成・執行

管理を行います。 

財務部 
経理第一課 
経理第二課 
経理第三課 
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② 適切な預金保険

料率の決定 
○2021 年度の預金保険料率については、2015 年３月の運営委員会で得られた「責任準備金および預金保険

料率の中長期的なあり方」に関する共通理解に基づき検討した結果、実効料率を 2020 年度の 0.033％か

ら 0.031％に引き下げることとしました。決済用預金及び一般預金等に係る預金保険料率は、実効料率を

前提として以下のとおり定めました。 

実効料率   0.031％（現行比▲0.002％） 

決済用預金 0.042％（現行比▲0.003％） 

一般預金等 0.029％（現行比▲0.002％） 

「責任準備金および預金保険料率の中長期的なあり方」に関する共通理解 

（１）基本的な考え方 

○ 「平成 33年度（2021 年度）末に責任準備金が５兆円程度になるように積み立てを行っていく」

ことを当面の積立目標とする。 

○ 金融システム安定のための中核的な仕組みである預金保険制度を強固なものとして維持する観

点から、この目標を確実に達成していくこととする。 

○ 適用する預金保険料率については、この目標を確実に達成できる水準に定めることとする。 

（２）点検の枠組み 

○ 上記（１）の積立目標に対する毎年の積立状況については、運営委員会で翌年度の預金保険料率

を審議する際に合わせてモニタリングする。 

○ 預金保険制度を巡る環境変化等を踏まえた点検を積立期間中に行うこととする。具体的には、付

保対象預金の実際の伸びや預金保険制度等を巡る国際的な動向、破綻発生の状況、金融経済情勢

等を踏まえ、適用料率や、目標水準およびその定め方、達成時期について、必要に応じ点検する。 

【預金保険料率の推移】                            

 実効料率  

 決済用預金（注） 一般預金等（注） 

2019年度 0.033% 0.045% 0.032% 

2020年度 0.033% 0.045% 0.031% 

2021年度 0.031% 0.042% 0.029% 

（注)「決済用預金」は「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の３要件を満たす預金

及び特定決済債務、「一般預金等」は決済用預金以外の定期性預金等。 

○左記の共通理解に基づき、適切

に預金保険料率を定めました。 

○中長期的な預金保険料率のあり

方について、関係者とともに検

討を行い、適切に預金保険料率

を定めていきます。 

預金保険部 
企画課 

③ 安全性・流動性

を重視した資金運

用、資金需要を踏

まえた効率的な資

金調達 

○資金運用面では、日銀の金融緩和政策が継続する中、市場動向を適切に把握しつつ、安全性・流動性を重

視した対応に努めました。この結果、債券の購入等の新たな運用は行いませんでした。 

 

 

○資金調達面では、資金需要を踏まえ、市場環境等も勘案のうえ、金融再生勘定で 3,700億円、金融機能強

化勘定で 2,100億円の預金保険機構債を発行したほか、金融再生勘定、金融機能強化勘定及び被害回復分

配金支払勘定において金融機関からの借入れを実施しました。また、資金調達の更なる円滑化を企図して、

例年は借入入札参加者を対象とした資金調達に関する説明会の開催や借入・預保債入札参加者への訪問

等、対話充実に努めていました。2020 年度については新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、対面形

式は見送り、全ての借入入札参加者に説明資料を送付の上で質疑に応ずる対応としたほか、主要な調達先

に対しては電話等により情報収集や意見交換を行うなどの対話充実に努めました。 

 

 

○資金運用面では、安全性・流動

性を重視し、適切な対応を行い

ました。 

 

○資金調達面では資金需要を踏ま

えた効率的な調達を適切に行い

ました。 

○資金運用は、厳しい運用環境の

下、引き続き安全性・流動性を重

視しながら、適切な運用に努め

ます。 

○資金調達は、資金需要を踏まえ

た効率的な調達に取り組みま

す。 

財務部 
資金第一課 
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【資金調達残高の推移】                         （単位：億円）  

 

 

 

 

  2018年度 2019年度 2020年度 

 資金調達残高 19,944 19,634 19,232 

 債券残高 

（年度発行額） 

17,000 

（6,000） 

18,700 

（5,700） 

18,500 

（5,800） 

④ 業務方針及び環

境変化に対応した

組織・人員体制の

的確かつ効率的な

運営 

[組織・人員体制] 

○政府の定員合理化方針に準じた合理化計画に基づき、定員合理化（▲９名）を実施しました。 

○上記のほか、金融機関の破綻処理をはじめとする機構業務に係る対応力の維持・強化を図るため、必要

な定員を確保するとともに、柔軟な人事配置等を行いました。 

 

○業務方針に基づく各種業務に対

応するため、限られた定員の中

で適切な体制整備を行いまし

た。 

 

○業務方針及び環境変化に対応し

た組織・人員体制の的確かつ効

率的な運営に取り組んでいきま

す。 

総務部 

人事課 

総務課 

10．関係会社との連携 

 ① 整理回収機構へ

の指導・助言、反社

債権回収業務に係

る連携 

 

 

○業務改善連絡会議等において、顧客保護や法令遵守等に関する状況をヒアリングし、業務改善に資する指

導・助言を行いました。また、整理回収機構のコンプライアンス委員会に委員として参画するなど、整理

回収機構との連携に努めました。 

 

○整理回収機構のサービサー機能の活用については、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組の推進策を

実現するため、反社債権の該当性に係る判断の適正性を確保するために整理回収機構に設置された適格

性認定諮問委員会に出席し、委員として意見を述べるなど、制度の適切な運営が行われるよう整理回収機

構との連携を図りました。 

 

○整理回収機構との緊密な情報交換を通じて、人材確保策及び資金繰り等に関する助言等を行いました。 

○整理回収機構の適切な業務運営

を確保する観点から、必要な指

導・助言を行うとともに、連携を

図りました。 

 

○整理回収機構の顧客保護状況や

法令等の遵守状況をフォローア

ップしつつ、適切な業務運営が

行われるよう、指導・助言を行い

ます。 

○整理回収機構のサービサー機能

の活用について、適切な業務運

営が行われるよう連携に努めま

す。 

総務部 
管理課 

財務部 
資金第一課 

金融再生部 
企画管理課 

特別業務部 
調査企画課 

金融業務支援部 
業務企画課 

大阪業務部 
総務管理課 

② 地域経済活性化

支援機構及び東日

本大震災事業者再

生支援機構への協

力 

○両機構より、業務内容の説明を受け、その内容の確認を行いました。 

 

○両機構の適正かつ効率的な業務

運営に協力しました。 

○両機構の業務の適正かつ効率的

な実施に協力します。 

総務部 
管理課 

③ 株主議決権の適

切な行使 

○関係会社各社の定時株主総会における議決権の行使に関し、各社からの予算及び決算説明等を踏まえ、株

主として議決権を行使しました。 

 

○株主議決権を適切に行使しまし

た。 

○関係会社の業務運営が法令等の

目的に沿って行われているかな

どの点に留意しつつ、株主議決

権を適切に行使します。 

総務部 
管理課 

11．災害発生時における業務継続体制の確立 

 ① 破綻処理業務等

を円滑に行うため

の業務継続体制の

構築 

 

○新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、「新型インフルエンザ対応業務継続計画（2010 年２月策定）」

及び「預金保険機構業務継続計画【首都直下地震対応編】（2014 年 12 月策定）」について抜本的に見直

しを行い、総合的な緊急時行動計画として「預金保険機構緊急時行動計画（2020年 12月策定）」をまと

め、役職員に周知するなど、実施すべき対応業務や破綻処理に係る業務についての業務継続体制の構築

に努めました。 

○災害が発生した場合でも破綻処理を円滑に実行できるようバックアップ態勢の維持に努めるとともに、

○災害時等における業務継続体制

の構築に努めました。 

 

○引き続き、災害時等における業

務継続体制の構築に努めます。 

 

総務部 
総務課 

金融再生部 
金融整理課 

預金保険部 
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被災時のシステム切り替え手順等の確認を実施し、破綻処理に係る業務を円滑に行うための業務継続体

制の構築に努めました。 

企画課 

システム統括室 

 

② 資金決済等に係

る業務継続訓練等

を通じた強固な業

務継続体制の構築 

 

○災害時においても優先的に継続すべき業務である資金決済業務等を財務部から大阪業務部に円滑に移管

できるよう両部で打ち合わせを実施し、体制を確認しました。 

○大規模災害に備えた日銀ネットの操作確認訓練及び資金決済等の業務継続に係る研修等を実施しまし

た。 

○災害時に資金決済業務等を財務

部から大阪業務部に円滑に移管

できるよう体制確認及び訓練、

研修を実施し、災害時の対応力

強化を図りました。 

 

○災害時に資金決済等に関する業

務を適切に遂行できるよう関係

機関と連携して業務継続訓練等

を実施し、強固な業務継続体制

を構築するよう引き続き努めま

す。 

総務部 
総務課 

財務部 
財務企画課 
資金第一課 
資金第二課 

大阪業務部 
総務管理課 

12．預金者及び国内外の関係者に対する情報発信の充実 

 ① 分かりやすい広

報の実施、金融機

関等との双方向の

情報交換ができる

環境整備 

 

［預金者等への分かりやすい広報の実施］ 

○当機構ホームページについては、ウェブアクセシビリティに配慮したページ作りをしつつ、適時に新たな

情報を掲載するなど、積極的な情報提供に努めました。                                     

 2018年度 2019年度 2020年度 

ホームページ訪問者数 440,633 名 577,202 名 743,236 名 

 

○預金者向けパンフレットである「まんがでみる預金保険制度」等を配布し、全国の金融機関や消費生活セ

ンター等を通じ、預金保険制度等について広く周知を図りました。 

 

 

○預金保険法等に規定された財務諸表等の作成・公表のほか、子会社との連結財務諸表を含んだ行政コスト

計算書の作成・公表を行うなど情報開示に努めました。 

 

 

 

［金融機関等との双方向の情報交換ができる環境整備］ 

○立入検査の実施に係る問題点や当機構への要望等を把握するため、アンケートによる検査モニターを実

施しました。 

 

 

 

○クラウドサービスを活用し、金融機関向けに、検査関連、システム検証関連、破綻処理関連、保険料関連、

特定回収困難債権買取り関連及び休眠預金等管理業務関連の情報を提供しました。 

 2018年度 2019年度 2020年度 

クラウドサービス新規掲載件数 12件 24件 16件 
 

 

○ホームページによる情報発信、

パンフレットの配布を通じて、

預金者等の預金保険制度及び当

機構の役割・業務への理解をよ

り深めることに寄与しました。 

なお、ホームページについては、

ウェブアクセシビリティに配慮

したページ作りを行いました。 
 
 
○子会社を含む当機構全体の財務

状況について、分かりやすい情

報開示を行いました。 

 

 

 

○検査モニターの実施を通じて、

金融機関の要望等の把握に努

め、双方向の情報交換を行いま

した。 

 

○クラウドサービスにより、金融

機関への情報提供に努めまし

た。 

 

 

 

○預金者等の目線に立った分かり

やすい広報の実施及び金融機関

等と双方向の情報交換ができる

環境整備を推進し、様々な機会

を捉えて関係者の声に耳を傾

け、取組の充実・改善に努めま

す。 

 なお、ホームページについては、

ウェブアクセシビリティの更な

る向上に努めます。 

総務部 

広報・情報管理室 

総務調整課 

財務部 

経理第一課 

検査部 

検査企画課 

② 日本の預金保険

制度及び機構の活

動に係る国外への

情報発信 

○日本の預金保険制度及び当機構の活動を国外に情報発信するため、「令和元年度 預金保険機構年報」の

英語版である「ANNUAL REPORT 2019/2020」を作成し、国内外の関係機関へ配布しました。また、海外預

金保険機関向けのセミナー等においても、年報を活用し当機構の活動を説明しました。 

○当機構ホームページに英語版の記事を掲載し、英語による情報発信の充実を継続しました。 

○国内外の関係者に対して必要な

情報提供を行うことができまし

た。 

○英文年報の国際会議及び技術支

援セミナー等での活用、並びに

英文ホームページ等を用いた広

報を通じ、適時の情報の提供に

努めていきます。 

調査国際部 

企画総務課 
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13．組織活性化、人材育成、コンプライアンス態勢の強化 

 ① 環境変化等に適

時適切に対応する

ための組織の一層

の活性化及び人材

育成 

○業務の集約及び一体的運用を内容とした組織再編の実施により、効率的な業務遂行を可能とするととも

に、外部の会議や説明会への若手職員の積極的な参加の慫慂や部室を超えた横断的な研修の企画及び実

施により、組織の活性化に取り組みました。 

 

 

○職員としての基本的知識等を付与することを目的とした、全職員を対象とする共通研修及び各役職等に

応じた階層別研修等を実施するなど人材育成に取り組みました。 

○業務の集約及び一体的運用を内

容とした組織再編の実施や新た

に部室を超えた研修の企画を行

う等、組織の活性化につながる

取り組みを行いました。 

○研修内容及び手法を工夫のう

え、人材育成に努めました。 

○環境変化等に適時適切に対応で

きるよう、組織の一層の活性化

に取り組むとともに、人材育成

に取り組んでいきます。 

総務部 

人事課 

全部室 

② 役職員のコンプ

ライアンスに対す

る意識の向上 

○役職員のコンプライアンスに対する意識を向上させ、適切な行動が一層定着するように、以下の措置を講

じました。 

・理事長の役職員に対するメッセージの配信 

・監事による役職員に対する会計検査院指摘事例（他機関に対する指摘事例）の周知 

・コンプライアンス研修（全職員向けの階層別研修、業務の特性に応じた部単位の研修） 

・各部室のコンプライアンス責任者の職務内容等を周知及び確認するための連絡会の開催 

・コンプライアンスメールマガジンの配信 

・コンプライアンス委員会の開催 

・内部諸規程等の改正 

○各役職員の立場に応じた研修を

行い、法改正等の社会情勢の変

化に応じて有用な情報を周知す

るなどのきめ細かい啓蒙活動に

より、役職員のコンプライアン

ス意識の向上に努めました。 

○役職員のコンプライアンスに対

する意識を向上させ、より適切

な行動が定着するよう研修等の

実施に努めます。 

法務統括室 
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