
 
 

令和３年度預金保険機構年報の発刊に当たって 

 
当機構は、金融セーフティネットの運営主体として、金融機関が破綻した際に預金者の大切な

預金を守るために設立された機関です。 
 
当機構は昨年、設立より 50 周年を迎えましたが、この間、我が国の信用秩序の維持の一翼を担

ってまいりました。 
当機構は 1971 年に設立され、1980 年代には資金援助方式が導入されました。また、1990 年代

のバブル崩壊・平成の金融危機に対応するため、特別公的管理制度や公的資本増強等の仕組みが
創設されました。これらの仕組みを活用することにより、平成の約 30 年間で、180 を超える金融
機関の破綻処理等の対応を行ってまいりました。その後も 2000 年代後半の世界的な金融危機を契
機に、金融機関等の秩序ある処理の制度が導入されるなど、我が国の金融システムの安定を確保
するための制度及び実務は、絶え間なく発展し続けています。 
 
こうした中、国際分野では、各国の預金保険機関等が加盟する国際預金保険協会（IADI）の創

設以来のメンバーとして、傘下の委員会における活動への積極的な参画を通じて、預金保険制度
の運営に係る国際的な基準設定等に貢献してきました。また、海外の預金保険機関等を招いた国
際会議（ラウンドテーブル）を 2006 年よりほぼ毎年主催してきましたが、令和３年度は 50 周年
記念イベントとして IADI との共催による国際コンファレンスをオンライン形式で開催しました。  
本年２月には、約４年半振りにアジア・太平洋地域委員会（APRC）の議長に就任しており、域内

における議論をリードしてまいります。 
 
さらに、預金保険制度の運営や危機対応に関する業務に加え、反社会的勢力に対する債権の買

取り・回収や、各金融機関から納付された休眠預金等の管理といった、社会の公正確保に資する
業務や、口座登録法及び口座管理法（マイナンバー関連法）に基づいた、国民の利便性向上に資
する業務にもその活動範囲を拡げており、これらの新たな役割とともに、設立から 50 年間変わら
ず行ってきた「円滑な破綻処理」と「信用秩序の維持・安定」といった不変の使命を、今後も果た
してまいります。 
 
しかし、昨今では、当機構を取り巻く環境は、人口減少やデジタライゼーション、経済活動や

金融取引の国際化の一層の進展等を背景に大きく変容しています。新型コロナウイルス感染症の
世界的な拡大により、金融機関やその貸出先が厳しい経営環境に直面し、テレワークの定着やデ
ジタルトランスフォーメーション（DX）の推進など、企業や個人の行動理念や働き方にも変化が
生じています。特に DX は、金融取引や公的手続きを、対面・書面から、オンライン・デジタルに
移行させるに留まらず、スマートフォンで取引が完結するため店舗を持たない金融機関を登場さ
せ、あるいは金融サービスをモノ・サービス取引と融合させた BaaS や Embedded Finance のよう
な組込型の金融サービスの提供を可能にするなど、ビジネス戦略や経営戦略そのものに変革をも
たらしており、ひいては法制度や法執行の根幹となる発想自体の見直しや、その不断の改革を迫
るものになると捉えています。 
 
そのような状況下で、当機構が今後も不変の使命を果たしていくためには、規制環境や法的枠

組み、実務慣行について、従来の固定観念にとらわれず、制度の運用を見直し、社会経済・金融
市場等の環境変化に適応していくことが必要です。 
そのためには過去の破綻処理の経験から学び、フォワードルッキングに様々な事態を想定し、

環境変化に柔軟に適応する組織であり続けることが極めて重要だと痛感しており、組織を挙げて
力を尽くしてまいる所存です。 
 
またこれらの実現には、当機構を構成する役職員一人一人が力を発揮できる環境づくりも不可

欠であることから、令和３年度には、職員の声や発想を取り入れた組織の DX・働き方改革の取組
みもスタートしたところです。 
 
本年報では、令和３年度に当機構が取り組んだ業務の概況を各分野別にまとめています。当機

構の業務は、国民の皆さまの信頼を得られて初めてスムーズに実施できるものと考えています。
本年報により、破綻処理をはじめとする当機構の役割・業務に対する皆さまの御理解が深まり、
皆さまからの信頼醸成の一助となれば幸いです。 
 
最後に、当機構は、金融システムの維持・安定を支えていく組織として、役職員一同全力を挙

げて業務に邁進していきます。今後とも一層の御指導御鞭撻をお願い申し上げ、発刊の御挨拶と
させていただきます。 

 
令和４年８月 

理事長 三井 秀範 
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