
（５）

（８）

（４）

政策金融機関等検査実務研修

監督関連

証券取引監
視関連

証券取引検査実務研修※

取引審査研修※

証券監督実務研修※

金融会社監督実務研修※

短期セミナー

企業内容開示事務研修※

検査関連 金融検査実務初等研修※

金融検査実務初等フォローアップ研修

金融検査中等実践研修※

モニタリング事務研修※

銀行監督事務初等研修

犯則調査実務研修※

証券取引総合研修

企業会計実務研修

電子取引事務研修

保険監督事務初等研修

証券監督事務初等研修

銀行監督実務研修※

保険監督実務研修

金融検査実務高等研修※

秘書業務研修

公務員倫理研修

公益法人監督事務研修総務企画関
連

※印は財務省との共同研修（財務局職員も参加）

新規採用職員研修※

（１）

（１９）

（６）

（２）

金融理論研修

業務システム研修

専門課程：
金融庁の所掌に係る事務を担当する
職員等に対し、業務遂行のため必要な
知識、技能等を抽出して、それらを習
得させる研修

普通課程：

理論課程：
金融庁の所掌に係る事務を担当する
職員等に対し、業務遂行のため必要な
知識、技能等の専門的事項についてよ
り高度な理論を習得させる研修

パソコン研修

金融庁の所掌に係る事務を担当する
職員等に対し、業務遂行のため必要な
知識、技能等の基礎的事項を業務別、
経験別に習得させる研修

金融庁の業務に特有な専門的知識、
技能の習得及び向上を主な目的とし
て実施する研修

専門研修：
（２６研修）

金融関連法研修

デリバティブ研修（※）

リスク管理研修

基礎研修：
（４研修）

金融庁職員としての検査・監督等の業
務運営に必要かつ専門研修の前提と
なる技能を反復・継続して実施するこ
とにより習得させる研修

外国語研修

転入職員研修

係長研修

メンタルヘルス研修

簿記研修

資料２－５－１

平成１５年度研修計画体系図

一般研修：
（６研修）

金融庁職員としての基本的・一般的知
識及び服務・規律等を付与することを
主な目的として実施する研修
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区  分 課  程 分  類 研修名（コース名） 　　　目　　　的　　　 　　対象者　　 人数 実施時期 (実施期間) 主な科目　

一般研修 　
新規採用職員研修  

      （Ⅰ種～Ⅲ種合同） １６年４月２、５、９日（３日間）Ⅰ種

      （Ⅰ種） 1６年４月２日～５月３１日（２ヶ月）Ⅱ種

      （Ⅱ・Ⅲ種） １６年４月２日～６月２８日（３ヶ月）Ⅲ種

金融庁　１２６名
１５年７月１８日、７月２３日
（１日間）（※２回実施）

金融庁　　 ３４名 １６年１月１９日（１日間）

係長研修

　（新任係長研修） 係長としての基本的知識の付与
新任の係長相当
職員

金融庁　　３１名 １５年１０月１６日（１日間）
係長の心構え、ｾｸｼｭｱﾙ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防
止策、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ、倫理規程　等

　（新任総務係長ｾﾐﾅｰ）
総務係長としての基本的知識の付
与

新任の総務担当
係長等

金融庁　　１９名 １５年７月１６日（半日間）
総務係長の業務、国会関係事務、カウ
ンセリング制度　等

秘書業務研修
秘書業務遂行にあたり必要となる
基本的知識の付与

秘書業務に従事
する職員

金融庁　　　５名 １５年９月１７日（１日間） 秘書の役割、心構え、接遇 等

メンタルヘルス研修
ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止策、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙ
ｽ に関する基礎的知識の付与

課長補佐クラス
以上

金融庁　　 ３５名 １６年１月９日（半日間）
ｾｸｼｬﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ の防止策、メンタルヘル
ス対策

公務員倫理研修 公務員倫理の涵養、徹底 全職員 金融庁　　４４名 １５年１２月４日（１時間） 職員の倫理規程

基礎研修
簿記研修

　　（中級）
会計学・財務諸表論につなげるた
めの簿記、会計に関する基礎から
高度に至るまでの技能を習得

全職員 金融庁　　２０名
１５年１０月１４日～１６年２月２０日
（１８日間）

資格取得を念頭においた日商簿記２級
レベルの簿記演習

　　（中級ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ）
簿記中級レベルの知識確認と今後
につなげるためのフォロ－アップ

全職員 金融庁　　１６名 １６年６月３日、６月１０日（２日間）
資格取得を念頭においた日商簿記２級
レベルの簿記演習

外国語研修

  （英会話（一般ｺｰｽ））
英語（英会話）に関する基礎的技能
を習得

全職員 金融庁　　４４名

１５年１０月１４日～１２月１８日
１６年１月１３日～３月１８日
１６年４月７日～６月２４日
（週１回各１．５時間程度）

英会話レッスン

  （英会話（特別ｺｰｽ））
海外の監督当局者との折衝や積極
的交流に必要な語学力の習得

全職員 金融庁　　６８名

１５年１０月７日～１２月２２日
１６年１月７日～３月１７日
１６年４月１０日～６月２６日
（週２回各２時間程度）

外部の外国語学校に委託

新規採用職員

金融庁　　３０名
Ⅰ種　９名
Ⅱ種１７名
Ⅲ種　４名

国家公務員法、金融庁の組織と業務、
倫理規程、簿記、財務諸表論、パソコン
等

資料２－５－２

　平成１５事務年度の研修開催実績（開発研修室）

転入職員研修
当庁の機構、業務内容等の基礎的
知識の付与

　転入職員

国家公務員である金融庁職員とし
て必要最低限の基礎知識及び金
融知識の付与

金融庁の組織、各局の業務、倫理規程
等

-
2
4
6
-



区  分 課  程 分  類 研修名（コース名） 　　　目　　　的　　　 　　対象者　　 人数 実施時期 (実施期間) 主な科目　

基礎研修
業務システム研修

　 パソコン研修

  （Word応用コース） Wordの応用的知識の付与 全職員 金融庁　　２３名 １５年１０月７日（半日間） Wordの応用的知識

　（Excel応用コ－ス） Excelの応用的知識の付与 全職員 金融庁　　２２名 １５年１０月７日（半日間） Excelの応用的知識

  （PowerPoint応用コース） PowerPointの応用的知識の付与 全職員 金融庁　　２３名 １５年１０月９日（半日間） PowerPointの応用的知識

専門研修 普通課程 総務企画
関連 公益法人監督事務研修

公益法人の監督に関する知識の付
与

公益法人監督事
務担当者

金融庁　　　７名 １５年１０月２９日（半日間）
公益法人監督実務、公益法人の会計に
ついて等

企業内容開示事務研修
企業内容開示事務に関する専門的
な知識の付与

企業開示関係事
務担当者等

金融庁　　　２名
財務局　　１９名
計　　　　　２１名

１５年１１月１０日～１８日（７日間）
会計学、ディスクロージャー制度の概要
等

検査関連

金融検査基礎研修
金融検査に必要な基礎的な知識の
付与

原則未経験の金
融証券検査官

金融庁　　８５名
財務局　　９２名
計　　　　１７７名

１５年７月２８日～８月８日（１０日間）
検査マニュアル関連（基本的考え方、コ
ンプライアンス、各種リスク管理 等）、金
融関連法、セミナー、会計関連知識 等

金融検査基礎
フォローアップ研修

金融検査実務初等研修の既受講
者に対するフォローアップ。

前年度金融検査
実務初等研修の
既受講者

金融庁　　７６名 １５年９月３０日～１０月２日（３日間）
信用リスク事例研究、各種リスク事例研
究、コンプライアンス事例研究  等

政策金融機関・郵政公
社検査実務研修

政策金融機関・郵政公社検査に必
要な基礎的知識の付与

政策金融機関等
担当検査官

金融庁　　２７名 １５年７月１５日～３０日（１０日間）
政策金融機関・郵政公社の概要、公会
計、行政コスト計算書　等

金融検査中堅実務者研
修

資産査定、コンプライアンス関連、
各種リスクについての実例を基にし
た実践的な知識の付与

経験複数年の金
融証券検査官

金融庁　　　4名
財務局　　４４名
計　　　　　４８名

１５年１２月１５日～１９日（５日間）
債権等の流動化、検査実務上のポイン
ト、セミナー 等

金融検査高等実務研修
金融機関の経営実態把握について
の高度な知識の付与

主任検査官ｸﾗｽ
の金融証券検査
官

金融庁　　　２名
財務局　　３１名
計　　　　　３３名

１５年１２月１５日～１９日（５日間）
主任検査官の業務、金融関連知識、
コーポレートガバナンス、セミナー  等

当該システム
関係各課への

転課者
金融庁　　３１名

当庁のＬＡＮシステム

文書管理システム

金融庁セキュリテイポリシー

１５年７月１７日（半日間）
（※午前午後２回実施）

１５年７月２２日、２３日（半日間）
（※２回実施）

申請届出システム

１５年１２月４日（１５分）

１５年７月２２日、２３日（半日間）
（※２回実施）

他省庁からの
転入職員等の

未経験者

他省庁からの
転入職員等の

未経験者

全職員

金融庁　　３６名

金融庁　　４５名

金融庁　　４４名金融庁セキュリティポリシーの徹底（セキュリティポリシー）

当庁のＬＡＮシステムについての知
識の付与

文書管理システムについての知識
の付与

　（庁内ＬＡＮ）

　（文書管理システム）

　（申請届出システム）
申請、届出システムについての知
識を付与

-
2
4
7
-



区  分 課  程 分  類 研修名（コース名） 　　　目　　　的　　　 　　対象者　　 人数 実施時期 (実施期間) 主な科目　

専門研修 普通課程 監督関連

モニタリング事務研修
金融機関のオフサイトモニタリング
に係る分析手法等に関する基礎的
な知識の付与

モニタリング事
務担当者

金融庁　　　７名
財務局　　３０名
計　　　　　３７名

１５年８月２５日～２９日（５日間）
モニタリング実務、リスク管理手法、ＢＩＳ
規制、会計関連  等

銀行監督事務初等研修
預金取扱金融機関の監督に関する
基礎的な知識の付与

未経験の銀行等
監督事務担当者

金融庁　　２１名 １５年８月１９日～２２日（４日間）
銀行法、銀行の業務、銀行等監督上の
現状  等

銀行監督実務研修
預金取扱金融機関の監督に関する
専門的な知識の付与

銀行等監督事務
担当者

金融庁　 　　１名
財務局　　 ４２名
計　　　　　  ４３名

１６年１月１９日～２３日（５日間）
銀行監督の現状、法令関係、会計関
係、セミナー  等

証券監督事務初等研修
証券会社等の監督に関する基礎的
な知識の付与

未経験の証券会社
等監督事務担当者
及び金融証券検査
官

金融庁　　　５名 １５年８月１９日～２２日（４日間）
証券取引法、証券会社の業務、証券監
督の現状等

証券監督実務研修
証券会社等の監督に関する専門的
な知識の付与

証券会社等監督
事務担当者

金融庁　 　　０名
財務局　　 １８名
計　　　　　  １８名

１６年１月１９日～２３日（５日間）
証券監督の現状、法令関係、会計関
係、セミナー  等

保険監督事務初等研修
保険会社の監督に関する基礎的な
知識の付与

未経験の保険会社
監督事務担当者及
び金融証券検査官

金融庁　　１６名 １５年８月１９日～２２日（４日間）
保険業法等、保険の基礎知識、保険監
督の現状  等

金融会社監督実務研修
金融会社の監督に関する専門的な
知識の付与

金融会社監督事
務担当

金融庁　　　０名
財務局　　２１名
計　　　　　２１名

１５年１１月１９日～２１日（３日間）
金融会社を取り巻く現状、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ、
自己破産、セミナー 等

証券取引等
監視関連 証券取引検査実務研修

証券取引検査に必要な専門知識
の付与

証券取引検査官
及び金融証券検
査官

金融庁　　１９名
財務局　　３６名
計　　　　　５５名

１５年７月２４日～８月８日（１２日間）
関係法令、証券取引関連知識、取引検
査実務、ｾﾐﾅｰ  等

金融庁　　１５名
財務局　　１８名
計　　　　　３３名

１５年７月２４日～８月８日（１２日間）

金融庁　　 １４名 １６年１月２６日～３０日（５日間）

取引審査研修
市場監視に必要な法律、商品知識
の付与

証券取引審査官

金融庁　　　５名
財務局　　　８名
計　　　　　１３名

１５年７月２４日～８月５日（９日間）
関係法令、証券取引関連知識、不公正
取引、取引審査実務  等

証券取引専門研修 証券取引検査等監視業務に必要
な基礎的な専門知識の付与

証券取引検査
官、証券特別調
査官及び証券取
引審査官（初任
者必修）
検査局の外資・
証券部門所属の
金融証券検査官
（初任者対象）

金融庁　　 ２１名 １６年１月２１日（１日間）
監視委員会の紹介及び最近の活動状
況、証券取引法概説、不公正取引、証
券総合システム　等

金融庁　　２７名
財務局　　　４名
計　　　　　３１名

１５年７月２２日～２３日（２日間）

金融市場の動向、証券取引法とディス
クロージャーの一般理論、外から見た
証券取引等監視委員会、アメリカの証
券市場改革  等

金融庁　  ４９名 １６年１月７日～８日（２日間）

資本市場の動向、改正証取法のポイン
ト、ディスクロージャーをめぐる最近の
動き 等

関連法令、犯則調査実務、事例研究 等
証券取引特別調
査官

証券取引総合研修
証券取引関連業務の遂行に際し、
有用な周辺知識の付与

証券取引関連業
務に従事する職
員で原則経験年
数１年以上の者

犯則調査実務研修
犯則調査に関して必要な専門知識
の付与

-
2
4
8
-



区  分 課  程 分  類 研修名（コース名） 　　　目　　　的　　　 　　対象者　　 人数 実施時期 (実施期間) 主な科目　

専門研修 専門課程
金融関連法研修

金融関連法（会社法、民法、倒産
関連法等）に関する知識の付与

全職員 金融庁　１８０名 １５年７月７日～９日（３日間） 商法、民法、倒産処理法制 等

デリバティブ研修

金融庁　　４６名 １５年８月１１日～８月１５日（５日間） 外部教育専門機関に委託

金融庁　　　１８名
財務局　　　５０名
計　　　　　　６８名

１５年１２月１５日～１９日（５日間） 外部教育専門機関に委託

　　（実践） 全職員 金融庁　　１１名 １５年８月１８日～２２日（５日間） 外部教育専門機関に委託

リスク管理研修
金融機関のリスク管理に係る必要
な知識の付与

全職員 金融庁　　４９名 １５年８月６日～８日（３日間） ﾘｽｸ 各論、ﾘｽｸ 管理・分析手法  等

企業会計実務研修
連結、時価会計等の会計制度に係
る知識の付与

全職員 金融庁　　　８名 １６年６月１５日～１８日（４日間）
国際会計基準、連結決算、税効果会
計、時価会計、ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書、  等

理論課程

金融理論研修 金融に関する高度な理論の習得 全職員 金融庁　　　７名 １６年５月１０日～６月２５日（３５日間）
リスク管理手法、金融機関経営分析、
ファイナンス理論、金融史  等

通信課程

簿記１級コ－ス
会計学・財務諸表論につなげるた
めの簿記、会計に関する高度な技
能を習得

日商簿記２級
既得者

金融庁　　　２２名 １５年１０月６日～１６年３月３１日（６ヶ月間）
資格取得を念頭においた日商簿記１級
通信講座

証券アナリストコース
証券アナリスト資格取得のため
の必要な知識の付与

全職員 金融庁　　　３７名
１６年６月１８日～１７年３月３１日(１次レベ
ル）

証券分析とポートフォリオマネジメン
ト、財務分析　等

　　（基礎） 全職員
最先端の金融技術に関する知識の
付与
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資料２－５－３

検査局主催研修の実施状況（１５検査事務年度）

研修名等 目的・内容 対　　象 参加人数 日　　程 主な研修科目

検査局全体研修（夏期)
検査局職員に対し、検査上の心構え等の啓蒙を目的とす
る。

検査局全職員等
金融庁　　　約３４０名
財務局　　　   　２０名
　　計　　　　約３６０名

平成15年7月22日
（1日間）

教養講話、最近の金融検査をとり巻く状況につい
て、金融庁職員の倫理　等

検査局全体研修（冬期） 検査局職員に対し、検査上の心構え等の啓蒙を目的とす
る。

検査局全職員等
金融庁　　　約３４０名
財務局　　　   　２０名
　　計　　　　約３６０名

平成15年12月22日
（半日間）

教養講話、最近の金融検査をとり巻く状況につい
て　等

統括・特別検査官研修
統括・特別検査官に対して、金融証券検査の指揮・管理
者としての素養を向上させる。

検査監理官
市場リスク検査室
長
統括検査官
特別検査官等

金融庁　　　６４名 平成15年8月1日
（１日間）

教養講話「指揮官としての心得」「管理者の役割」
等

模擬査定研修

研修生を検査官役、ベテラン検査官を支店長役として、教
材となるラインシートに基づき、模擬の資産査定業務を経
験させることによって、経験の浅い検査官の資産査定に
関する能力の向上を図る。

検査官
金融庁　　　約２００名
各財務局においても実

施。

平成15年7月23日、24日
（2日間）

主要行・外資・地銀等
担当研修

業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 約１５０名
平成15年7月28日～30日

（3日間）
各種リスクカテゴリー検査手法

主要行・地銀等担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官
金融庁　　　約１５０名
財務局　　　 　２０名
　　計　　　　約１７０名

平成15年12月22日
（１日間）

各種リスクカテゴリー検査手法

主要行・地銀等担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 約１３０名
平成16年4月1日
（半日間）

マニュアル別冊[中小企業融資編]の改訂について　等

主要行担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 約１００名
平成15年12月22日

（半日間）
各種リスクカテゴリー検査手法

地銀等担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官
金融庁　　　約　５０名
財務局　　　   　２０名
　　計　　　　約　７０名

平成15年12月22日
（半日間）

各種リスクカテゴリー検査手法

地銀担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官
金融庁　　　約１００名
財務局　　　   　１０名
　　計　　　　約１１０名

平成16年1月6日
（半日間）

各種リスクカテゴリー検査手法

証券担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 25名
平成15年7月29日・30日

（2日間）
証券会社検査、投信・投資顧問会社検査手法
等

証券担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 ２０名
平成15年12月22日

（半日間）
各種リスクカテゴリー検査手法

外資・証券担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 約５０名
平成16年3月31日
（半日間）

証券会社等検査手法

保険担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 25名
平成15年7月28日・29日

（2日間）
保険会社検査の留意点等

保険担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 27名
平成１５年10月23日

（半日間）
保険会社検査の留意点等

保険担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 27名
平成16年1月6日
（半日間）

保険会社検査の留意点等
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研修名等 目的・内容 対　　象 参加人数 日　　程 主な研修科目

保険担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 約３０名
平成16年4月1日
（半日間）

保険会社検査の留意点等

公的金融機関担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 ２０名
平成15年12月22日

（半日間）
各種リスクカテゴリー検査手法

公的金融機関担当研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 ２０名
平成15年3月25日
（半日間）

各種リスクカテゴリー検査手法

検査官合同研修 業態毎の検査手法に必要な実践的専門知識の付与 検査官 約２００名
平成15年7月31日

（1日間）
コングロマリット検査の留意点　等

金融持株会社検査説明会 金融持株会社検査に必要な知識の付与 検査官 １７名
平成15年8月25日
（半日間）

金融持株会社に係る検査マニュアルの概要

信託銀行検査に関する研
修

信託銀行検査に必要な実践的専門知識の付与 検査官 約１５０名
平成15年8月21日
（半日間）

信託銀行検査の留意点　等

検査局オープンカレッジ タイムリーなトピックス等について採り上げ、知識の付与を
行う。

検査官 約７０名
平成15年10月1日
（半日間）

金融機関の内部統制を巡る最近の動向

検査局オープンカレッジ タイムリーなトピックス等について採り上げ、知識の付与を
行う。

検査官 約６０名
平成15年12月24日

（半日間）
新ＢＩＳ規制

検査局オープンカレッジ タイムリーなトピックス等について採り上げ、知識の付与を
行う。

検査官 約６０名
平成15年12月24日

（半日間）
信託業法改正の動向

検査局オープンカレッジ タイムリーなトピックス等について採り上げ、知識の付与を
行う。

検査官
金融庁　　　約１００名
財務局　　　　　　１０名
　　計　　　　約１１０名

平成16年1月6日
（半日間）

シンジケートローンの現状

検査局オープンカレッジ タイムリーなトピックス等について採り上げ、知識の付与を
行う。

検査官
金融庁　　　約１００名
財務局　　　　　　１０名
　　計　　　　約１１０名

平成16年1月6日
（半日間）

ＤＥＳについて

１月期転入者研修 金融検査に必要な基礎的な知識・実務の習得を図る。 検査官 ７名
平成16年1月20日～22日

（3日間）

検査の概要、金融検査マニュアルの基本的考え方、検
査マニュアル中小別冊、ラインシートの見方、資産査
定事例研究、償却引当、検査官としての心得

２月期転入者研修 金融検査に必要な基礎的な知識・実務の習得を図る。 検査官 ２名
平成16年2月3日～5日

（3日間）

検査の概要、金融検査マニュアルの基本的考え方、検
査マニュアル中小別冊、ラインシートの見方、資産査
定事例研究、償却引当、検査官としての心得

４月期転入者研修 金融検査に必要な基礎的な知識・実務の習得を図る。 検査官 １１名
平成16年4月2日、６日～８日

（４日間）

検査の概要、金融検査マニュアルの基本的考え方、検
査マニュアル中小別冊、ラインシートの見方、資産査
定事例研究、償却引当、検査官としての心得

５月期転入者研修 金融検査に必要な基礎的な知識・実務の習得を図る。 検査官 ５名 平成16年5月11日～13日（3日間）

検査の概要、金融検査マニュアルの基本的考え方、検
査マニュアル中小別冊、ラインシートの見方、資産査
定事例研究、償却引当、検査官としての心得
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