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解説編の利用にあたって

1 ．本書は，2020年10月３日実施の第47回信用事業業務検定試

験「渉外基礎」に出題した試験問題の解答と解説を収録し

ています。

2 ．試験問題は，弊社ホームページに掲載中の別ファイルをご

利用下さい。第46回から，試験問題と解答・解説を分けて

いますので，ご注意下さい。

3 ．解説に，2020年度の通信教育テキストの参照ページを記載

していますが，今後，通信教育テキストの改訂により参照

ページが変更になる可能性がありますので，ご注意ください。

4 ．解説は，原則として，選択肢の順序にあわせて記述してあ

りますが，説明の都合上必ずしもこの順序になっていな

いものもあります。

5 ．なお，試験問題と解説は，試験実施日を基準にしておりま

すので，勉強にあたっては，その後の「法令・規則・制

度等」の改正，変更にご注意下さい。

本書の内容についての照会先 　　　　　　

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１−12−１

農林中金アカデミー研修企画部

TEL　03−3217−3420
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自宅に注目する際のポイント

問　1　お客様の自宅に注目する際のポイント

について述べた次の文章のうち，適切でない

ものを⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　お客様の家が二世帯住宅の場合は，家の

名義や家族構成についてヒアリングしたう

えで，一般的な相続対策のアドバイスをし

て関係を築いていくとよい。

⑵　本棚に会社四季報がある場合は，株式投

資をしている可能性が高いため，投資スタ

ンスや資産の保有状況などを聞いたうえで，

具体的なニーズを探るとよい。

⑶　その家の顔である居間・リビングには，

一番見せたいものを置いておく傾向があり，

お客様の家族の様子を大雑把につかむため

には，ここから情報をたくさん集めること

が重要である。

	 正解率　44％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 2,P77-78，「⑥

表札・入口のドア」参照。

⑵　適切である。テキスト 2,P84，「③本

棚」参照。

⑶　家の顔といわれるのは居間・リビン

グではなく玄関であり，一番見せたい

ものを置いておく傾向がある。よって

適切でない。テキスト 2,P80，「③玄関」

参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑶であり，⑶が本問の正解である。

老齢基礎年金の年金額

問　2　以下の前提条件を基に Aさんの老齢

基礎年金の年金額を算出し，合致する金額を

⑴～⑶の中から 1つ選びなさい（なお，50 銭

未満切捨て，50 銭以上切上げとする）。

〔前提条件〕

ａ．A さんは 1956 年 4 月 2 日生まれの自営

業者で，国民年金に加入している。

ｂ．国民年金は 20 歳から 60 歳まで納めてき

たが，2 年間（24 ヵ月間）の未納期間がある。

ｃ．64 歳時から繰り上げ支給を受けており，

支給率は 94％である。

ｄ．加入可能年数は 40 年，本年の年金額満額

は 781,700 円である。

ｅ．付加保険料の納付はない。

⑴　698,058 円

⑵　734,798 円
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⑶　742,615 円

	 正解率　56％

正解　⑴	

　解　説

　　老齢基礎年金の支給額は，「年金額満

額×保険料納付済月数 / 加入可能月数

×支給率」で計算する。

①　老齢基礎年金の計算

　　1956 年 4 月 2 日生まれの方の加入可

能年数は 40 年，保険料納付済月数は

20 歳の誕生日から 60 歳の誕生日を迎

える月の前月までで，24 ヵ月の未納期

間があるとすると 456 ヵ月となる。

　　したがって，老齢基礎年金額は下記

のとおりとなる。

　　781,700円×456ヵ月/（40 年×12ヵ月）

＝742,615 円

②　繰上げ支給の計算（支給額）

　　64 歳時に繰上げ支給をした場合の支

給率は 94％のため，A さんの支給額は

以下の通りとなる。

　　742,615 円× 94％＝ 698,058 円（50 銭

以上は切上げ，50 銭未満は切捨て）

　　テキスト 3,P111，「年金額の計算方

法」参照。

　　以上のことより，適切な金額は⑴で

あり，⑴が本問の正解である。

セールスを進める際にありがちな誤解

問　3　セールスを進める際にありがちな誤解

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，⑴～⑶の中から 1つ選びな

さい。

ａ．特定商品のニーズ発掘だけに目を向けが

ちだが，お客様と会話を進める中で見えて

くるニーズもあるため，あらゆる商品につ

いて潜在ニーズがないか考える必要があ

る。

ｂ．JA・JF で保有する資産だけに目を向け

がちだが，お客様の現状に即した効果的な

商品提案のためには，他の金融機関の資産

に関する情報も必要であり，はっきりとお

客様に質問するほうがよい。

ｃ．目の前のお客様だけに目を向けがちだが，

お客様の家族や友人などにも目を向けて会

話の話題を掘り下げることにより，様々な

ニーズを発掘することが可能となる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　52％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 1,P16，「①特

定商品のニーズ発掘だけに目が向いて

いる」参照。

ｂ．JA・JF で保有する資産だけでなく，

他の金融機関に保有する資産について，

雑談の中に質問を盛り込み，不快な思

いをさせないように聞くことが大切で

あり，これによりお客様の現状に即し

た商品提案が可能となる。よって適切

でない。テキスト 1,P17-18，「② JA・

JF で保有する資産だけに目が向いてい

る」参照。

ｃ．適切である。テキスト 1,P18-19，「③

目の前のお客様だけに目が向いている」

参照。

　　以上のことより，適切なものは a. と
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c. であり，⑵が本問の正解である。

訪問計画表を活用した必要書類等の揃え方

問　4　訪問計画表を活用した必要書類等の揃

え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，⑴～⑶の中から	

1 つ選びなさい。

ａ．渉外担当者の場合，資料や書類を 1 種類

でも忘れてしまうとセールスに説得力がな

くなるだけでなく，成約を逃すこともある。

出発前に忘れ物がないかチェックを行う習

慣をつけることが有効であり，訪問計画表

と合わせて事前に必要となる持ち物のリス

トを作成しておくとよい。

ｂ．訪問計画表を記載する際に，訪問するお

客様ごとに何をどのようにセールスするか，

自分なりにストーリーを描ければ，必要と

なる書類や持ち物や事前にインプットする

情報を選定することができる。

ｃ．同じ商品を異なるお客様に勧める場合に

は，異なるツールを使用することはほとん

どなく，商品ごとに使用するツールをパター

ン化して訪問計画表に記載することで，効

率よく準備できる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　91％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 1,P109「訪問

計画表をもとに持ち物を揃えよう」参

照。

ｂ．適切である。テキスト 1,P109-110，

「セールスの進め方をイメージしたうえ

で持ち物を考える」参照。

ｃ．同じツールですべてのお客様を満足

させることは不可能であるため，同じ

商品を勧める場合でも異なるツールを

使用することがよくあり，頭の中だけ

で組み立てて，忘れ物をまったくせず

完璧に準備するのは至難の業である。

よって適切でない。テキスト 1,P110，

「セールスの進め方をイメージしたうえ

で持ち物を考える」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

c. であり，⑴が本問の正解である。

身につけた知識を雑談で生かす方法

問　5　身につけた知識を雑談で生かす方法に

ついて述べた次の文章のうち，適切でないも

のの組み合わせを⑴～⑶の中から 1つ選びな

さい。

ａ．金融機関の担当者として，金融・税務・法務・

財務等に関するひととおりの知識を身につ

けておく必要があるが，専門家ではないの

で常に最新の知識を身につけておくことま

では要求されない。

ｂ．相続など家庭内の問題で悩んでいる人に

対しては，家族構成や資産背景などの情報

を聞き出したうえで，適切なアドバイスをす

ることで，大きな信頼を得ることができる。

ｃ．新聞から話題を探す際は，一般紙やスポー

ツ新聞ではなく，金融機関の担当者として

経済新聞のみにフォーカスして話題を探す

べきである。

⑴　a. と b.

⑵　a. と c.

⑶　b. と c.
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	 正解率　96％

正解　⑵	

　解　説

ａ．金融・税務・法務・財務等や相続・

不動産・保険などに関する知識を持ち，

常に最新の知識としてしっかりと身に

つけることは，金融機関の担当者とし

て必要不可欠である。よって適切でな

い。テキスト 2,P29，「身につけた知識

は雑談の中でこう生かす」参照。

ｂ．適切である。テキスト 2,P29，「身に

つけた知識は雑談の中でこう生かす」

参照。

ｃ．新聞から話題を探す際は，経済新

聞だけでなく地方紙を含む一般紙やス

ポーツ新聞も読み，話題を探すとよい。

よって適切でない。テキスト 2,P29，「①

一般紙・スポーツ紙の内容を話題にす

る」参照

　　以上のことより，適切でないものは

a. と c. であり，⑵が本問の正解である。

流動性メイン化のポイント

問　6　流動性メイン化の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⑴～

⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　公共料金やその他各種の自動支払では支

払い準備として残高の歩留まりが，クレジッ

トカードでは給料日以降，決済日まで口座

に決算資金が確実に残されることが期待で

きるため，これらのパイプを付ける可能性

を探すように努める。

⑵　定期貯金口座はすべての取引の原点とな

るため，残高の多寡にかかわらずその意義

を知ることが大切であり，特に新規開設時

には多くのパイプを付ける可能性を探す

よう努めることがメイン化セールスであ

る。

⑶　流動性メイン化により，低いコストの資

金の滞留，自動振込や自動支払いによる取

引継続，取引拡充・深耕のきっかけとなる

情報の入手が望める。

	 正解率　80％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 3,P24-26，「②

公共料金の自動支払」「③その他各種自

動支払」「⑤クレジットカード」参照。

⑵　普通貯金口座はすべての取引の原点

であり，残高の多寡にかかわらずその

意義を知ることが大切である。特に新

規開設時には，多くのパイプを付ける

可能性を探すよう努めることがメイン

化セールスである。よって適切でない。

テキスト 3,P23，「⑴流動性メイン化の

ポイント」参照。

⑶　適切である。テキスト 3,P23，「⑴流

動性メイン化のポイント」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑵であり，⑵が本問の正解である。

セールスと顧客ニーズの把握

問　7　セールスと顧客ニーズの把握について

述べた次の文章のうち，適切なものを⑴～⑶

の中から 1つ選びなさい。

⑴　セールスとは，本部から指示された目標

を達成するため，個々に割り当てられた項

目や件数をクリアしていくものである。
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⑵　セールスとは，お客様のニーズをもとに

「お得になること」「お役に立つこと」をお

知らせし，それに添った商品や機能サービ

スをお勧めすることである。

⑶　セールスにおいては，目標達成に必要な

商品を適切に選び，お客様へ積極的にご案

内するといった展開が必要である。

	 正解率　99％

正解　⑵	

　解　説

⑴　セールスは，本部から指示された目

標を達成するため，個々に割り当てら

れた項目や件数をクリアしていくもの

と考えている人が多く見られるが，そ

のようなセールスではお客様に満足し

てもらうことはできない。よって適切

でない。テキスト 3,P6，「①セールス

と顧客ニーズの把握」参照。

⑵　適切である。テキスト 3,P6，「①セー

ルスと顧客ニーズの把握」参照。

⑶　セールスにおいては，お客様の情報

を数多く収集して，個々のお客様のニー

ズを把握・発見し，お客様のサイドに

立って展開することが必要である。よっ

て適切でない。テキスト 3,P6，「①セー

ルスと顧客ニーズの把握」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑵で

あり，⑵が本問の正解である。

「資産運用は損をするから嫌だ」と
発言したお客様に対する会話の進め方

問　8　「資産運用は損をするから嫌だ」と発

言したお客様に対する会話の進め方について

述べた次の文章のうち，適切でないものはい

くつあるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．資産運用に否定的なお客様に対しては，

短期・集中投資による資産形成について提

案を行うとよい。

ｂ．リスクの低い投資方法の一つとして， 10

年ものの個人向け国債などで堅実な運用を

行いながら，利回りの改善を図る方法があ

ることなどを紹介し，具体的にお客様の考

え方を聞く。

ｃ．お客様に有効なアドバイスを行うためな

ら，「お客様のおっしゃることは分かります。

ですが――」と，お客様の発言内容を否定し，

多少不快な思いをさせてしまってもよい。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　66％

正解　⑵	

　解　説

ａ．資産運用に否定的なお客様に対して

は，長期・積立，分散投資による資産

形成を提案すべきである。よって適切

でない。テキスト 2,P65，「キーワード⑤

『資産運用は損をするから嫌だ』」参照。

ｂ．適切である。テキスト 2,P65，「キー

ワード⑤『資産運用は損をするから嫌

だ』」参照。

ｃ．発言内容を否定するような対応はし

ないほうがよい。お客様が不快な思い

をしてしまうと，たとえアドバイスの

内容が妥当なものでも，聞いてもらえ

なくなる場合がある。よって適切でな

い。テキスト 2,P65，「キーワード⑤『資

産運用は損をするから嫌だ』」参照。

以上のことより，適切でないものは a. と
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c. であり，⑵が本問の正解である。

訪問計画を立てることの重要性

問　9　訪問計画を立てることの重要性につい

て述べた次の文章のうち，適切でないものを

⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　スケジュールを組むときには，まず業務

時間を効率的かつ有効に使うために見込先

への訪問計画を立て，次にその他の自由に

使える時間について，その日のうちに対応

しなければならない案件を無理がないよう

に組むことが重要である。

⑵　1 週間ごとの訪問計画表とは別に，1 日ご

との訪問計画表を作成すると，「次の訪問先

にどんな資料を持って行くか」「次にどこを

訪問するか」「次のアポイントまでの空き時

間に何をするか」などと，当日に考えてい

る時間を減らすことができる。

⑶　「日常の業務に押し流されると，自ら考え

て仕事をすることができなくなるだけでな

く，すべてが後手に回り仕事自体がつまら

なくなる」という負のスパイラルに陥らな

いように，訪問計画をしっかり作成して，

時間を有効活用することが大切である。

	 正解率　60％

正解　⑴	

　解　説

⑴　スケジュールを組むときにはまず，

その日のうちに対応しなければならな

い案件を無理がないように組み，次に

その他の自由に使える時間について，

いかに効率的かつ有効に使えばよいの

か訪問計画を立てることが重要である。

よって適切でない。テキスト 1,P71，「毎

日のスケジュールは必ず 1 ヵ所で管理

する」参照。

⑵　適切である。テキスト 1,P72，「2 種

類の訪問計画表を作成して効率的に行

動しよう」参照。

⑶　適切である。テキスト 1,P72，「2 種

類の訪問計画表を作成して効率的に行

動しよう」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑴であり，⑴が本問の正解である。

相 続 時 精 算 課 税 制 度

問　10　相続時精算課税制度について述べた

次の文章のうち，適切でないものはいくつあ

るか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。なお，

本制度の対象となる贈与は，2020 年に行われ

たものとする。

ａ．相続時精算課税制度とは， 60 歳以上の父

母または祖父母から贈与された住宅取得等

資金について 2,500 万円まで贈与税が非課

税となる制度である。

ｂ．受贈者の対象は， 18 歳以上の推定相続人

（子等の相続人となる予定の人）または孫（推

定相続人に限らない）である。

ｃ．贈与金額が累計で非課税枠を上回る贈与

については，上回る金額に対して一律 30％

の贈与税がかかる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　48％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 2,P63，「キー
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ワード④『贈与は 110 万円まで非課税

だ』」参照。

ｂ．受贈者の対象は 20 歳以上の推定相続

人（子等の相続人となる予定の人）ま

たは孫（推定相続人に限らない）であ

る。よって適切でない。テキスト2,P63，

「キーワード④『贈与は 110 万円まで非

課税だ』」参照。

　なお，「民法の一部を改正する法律」

（2018 年 6 月公布）において，成年年

齢が 18 歳に引き下げられたことに伴

い，2022 年 4 月 1 日より相続時精算課

税制度の受贈者の年齢要件も 18 歳以上

に引き下げられる。

ｃ．贈与金額が累計で非課税枠（2,500

万円）を上回る贈与については，上回

る金額に対して一律 20％の贈与税が

かかる。よって適切でない。テキスト

2,P63，「キーワード④『贈与は 110 万

円まで非課税だ』」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

b. と c. であり，⑵が本問の正解である。

断りに対する切り返し話法

問　11　断りに対する切り返し話法の基本（応

酬話法）について述べた次の文章のうち，適

切でないものを⑴～⑶の中から 1つ選びなさ

い。

⑴　お客様の言葉を一度肯定しておいて，自

分の考えを述べる方法を「逆転法」といい，

競合商品に対する切り返しに用いると効果

的である。

⑵　お客様の断りに対して，逆にこちらから

質問を行う方法を「質問法」といい，断り

の真の理由を探り，解決策を考え出すこと

が可能である。

⑶　他のお客様との取引例や，新聞などで発

表された事実を挙げて対応する方法を「引

用法」といい，他のお客様との取引例では

具体的な個人名などを挙げて引用すること

が効果的である。

	 正解率　84％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 3,P20，「②お

断りに対応する方法」参照。

⑵　適切である。テキスト 3,P20，「②お

断りに対応する方法」参照。

⑶　他のお客様との取引例や，新聞など

で発表された事実を挙げて対応する方

法を「引用法」といい，他のお客様の

取引例を引用する場合は，具体的な個

人名など個人情報に関する部分につい

ては触れないように注意する。よって

適切でない。テキスト 3,P21，「②お断

りに対応する方法」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑶であり，⑶が本問の正解である。

お客様の期待とサービス

問　12　お客様の期待とサービスについて述

べた次の文章のうち，適切なものはいくつあ

るか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．来店されるお客様は，各々様々な期待を

持って私達の店を利用しており，抱いてい

る「事前期待」を満たすことができて初め

て合格点がいただけ，「この JA・JF はなか

なかサービスがよい」と評価していただけ

る。



−10− −11−

渉外基礎 渉外基礎

ｂ．お客様が気持ちよく，便利に金融機関を

利用できるような「有形のサービス」の品

質を高めていくことは，自由な競争の時代

を迎える金融機関にとって不可欠な条件で

あり，今後「お客様に選ばれるお店」とな

るためには「無形のサービス」の充実が必

要である。

ｃ．金融機関で取扱う商品は，「もの」として

お客様の手許に残すことはできないため，

企業のイメージや業績までも左右すると言

われている「無形のサービス」の提供者と

して，渉外担当者の役割は重要である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　52％

正解　⑶	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 3,P28，「お客

様の期待とサービス」参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P28-29，「⑵

サービスの品質」参照。

ｃ．適切である。テキスト 3,P29，「⑵サー

ビスの品質」参照。

　　以上のことより，すべて適切であり，

⑶が本問の正解である。

訪問先選定時の営業店の情報活用

問　13　訪問先の選定において，営業店にあ

る情報の活用について述べた次の文章のうち，

適切なものを⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　お客様から預かった貯金を融資に回すこ

とが，金融機関の最も基本的な業務である

ため，融資の完済が近づいているお客様の

抽出は，最初に行うことである。

⑵　投資信託などの預かり資産を保有してい

るお客様は，訪問頻度が高い先であるとい

う特徴があり，いろいろな角度からニーズ

を喚起し複合的なセールスを行うことがで

きるため，2 番目に抽出を行う先である。

⑶　貯金や預かり資産の残高が多いお客様は，

すでに自営業店にて多くの取引をしている

ので取引拡大のチャンスは小さい傾向にあ

るが，高い満足度を望んでいると想定され

るため，質の高い情報の提供など様々な工

夫が必要である。

	 正解率　27％

正解　⑵	

　解　説

⑴　お客様から預かった貯金を融資に回

すことが，金融機関の最も基本的な業

務であるため，定期貯金の満期が近づ

いているお客様の抽出は，最初に行う

ことである。よって適切でない。テキ

スト 1,P28，「営業店にある情報を活用

した訪問先の選定方法」参照。

⑵　適切である。テキスト 1,P28-29，「営

業店にある情報を活用した訪問先の選

定方法」参照。

⑶　貯金や預かり資産の残高が多いお客

様は，他の金融機関でも多くの取引を

している可能性があり，取引拡大のチャ

ンスは大きい傾向にある。高い満足度

を望んでいると想定されるため，質の

高い情報の提供など様々な工夫が必要

である。よって適切でない。テキスト

1,P29-30，「貯金残高の多いお客様は取

引拡大のチャンスが大きい」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑵で
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あり，⑵が本問の正解である。

セ ー ル ス の 段 取 り

問　14　セールスの段取りについて述べた次

の文章のうち，適切でないものを⑴～⑶の中

から 1つ選びなさい。

⑴　「お客様情報の下調べ」は，お客様との面

談の際に，数字では見えてこない「さらな

る情報」「生の声」をしっかり聞き，「お客

様のニーズ」を把握するための「きっかけ」

である。

⑵　「面談」では，「さらなるお客様の情報を

得ること」「お客様のニーズを発掘すること」

「お客様と親しくなること」という目的意識

を持たなければならない。

⑶　「セールス」では，「気後れしてなかなか

商品を勧めることができない」ということ

を避けるために，「この商品を売らなければ」

という意識が必要である。

	 正解率　98％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 1,P8-9，「①

お客様情報の下調べ」参照。

⑵　適切である。テキスト 1,P9，「②面談」

参照。

⑶　「セールス」では，「この商品を売ら

なければ」というセールスありきの意

識ではなく，「お客様の不安，不満を解

消するためのアドバイスをしよう」と

いう心がけが必須である。よって適切

でない。テキスト 1,P12，「③セールス」

参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑶であり，⑶が本問の正解である。

マ イ カ ー ロ ー ン

問　15　マイカーローン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，

⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．JA・JF のマイカーローンは，返済期間が

6 ヵ月以上 10 年以内，借入金額は 1,000 万

円以内，対象は勤続 1 年以上で前年の年収

が 200 万円以上ある方などとなっている。

ｂ．マイカーローンは「自由使途ローン」に

分類される。

ｃ．マイカーローンのニーズを発掘する方法

としては，自動車のステッカーや会話から，

車検が済んだばかりのお客様に買い替え

ニーズを探る方法が挙げられる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　67％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 3,P82，「マイ

カーローン」参照。

ｂ．マイカーローンは，資金使途が決まっ

ている「使途限定ローン」に分類される。

よって適切でない。テキスト 3,P82，「マ

イカーローン」参照。

ｃ．マイカーローンのニーズを発掘する

方法としては，車検の近いお客様に買

い替えニーズを探る方法が有効である。

よって適切でない。テキスト 3,P82，「マ

イカーローン」参照。

　　以上のことより，適切でないものは
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b. と c. であり，⑵が本問の正解である。

雑談が弾むキーワード

問　16　雑談が弾むキーワードについて述べ

た次の文章のうち，適切でないものはいくつ

あるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．お客様の趣味に対してまったく知識がな

い場合は，会話をうまく展開することが難

しいと考えられるため，なるべく話題を変

えたほうが良い。

ｂ．お客様の孫について話をすることは営業

推進の観点からも有効であり，孫がいるか

どうかをストレートに確認することが望ま

しい。

ｃ．自宅の面積についてストレートに聞くと，

お客様が気分を害してしまうことが多いの

で，ストレートに聞かないほうが良い。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　27％

正解　⑶	

　解　説

ａ．お客様の趣味に関して知識がない場

合でも，興味を持って質問すればお客

様は喜んで話してくれる場合が多い。

よって適切でない。テキスト 2,P17，「①

趣味の話」参照。

ｂ．孫がいない人に対して孫がいるかど

うかをストレートに聞いた場合，お客

様が気分を害してしまう可能性がある

ので注意が必要である。よって適切で

ない。テキスト 2,P20，「②孫の話」参照。

ｃ．不動産に関しては比較的抵抗なく話

してくれる傾向があり，お客様に自宅

の面積についてストレートに聞いても

問題ない場合が多い。よって適切でな

い。テキスト 2,P24，「③不動産の話」

参照。

　　以上のことより，3 つとも適切でな

いので，⑶が正解である。

公 的 年 金 の 受 給 資 格

問　17　公的年金の受給資格について述べた

次の文章のうち，適切なものを⑴～⑶の中か

ら 1つ選びなさい。

⑴　老齢厚生年金の受給資格は，厚生年金保

険の被保険期間が 3 ヵ月以上あり，老齢基

礎年金の必要加入期間を満たしていること

である。

⑵　老齢基礎年金の「繰上げ支給」は， 60 歳

から 64 歳の間で受給する制度であり，請

求した年齢に応じて年金額が生涯にわたり

一定の割合で減額される。

⑶　支給年齢の数え方は，出生の日から起算

し，誕生日の当日に 1 歳年齢が加算される。

	 正解率　72％

正解　⑵	

　解　説

⑴　老齢厚生年金を受給するためには，

厚生年金保険の被保険期間が 1 ヵ月以

上あり，老齢基礎年金の必要加入期間

を満たしていることが必要である。よっ

て適切でない。テキスト 3,P105，「②

厚生年金保険加入者」参照。

⑵　適切である。テキスト 3,P106，「①

国民年金」参照。

⑶　支給年齢の数え方は，出生の日から
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起算し，誕生日の前日に 1 歳年齢が加

算される。よって適切でない。テキス

ト 3,P107，「③年数の数え方」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑵で

あり，⑵が本問の正解である。

お客様情報を得るための雑談の進め方

問　18　お客様情報を得るための雑談の進め

方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，⑴～⑶の中から 1つ選び

なさい。

ａ．お客様訪問時に話題に困らないように，

訪問の道中でいくつか話題をストックして

おくことが望ましい。

ｂ．お客様情報を効率的に得るためには，お

客様に対して常に聞き役に徹し，自分自身

については極力話さないようにすることが

重要である。

ｃ．お客様から情報を聞き出すためには，聞

きたい情報を直接質問するのではなく，お

客様のほうから自然に話してもらえるよう

な会話の流れや話題を意識する必要がある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　74％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 2,P6-7，「お

客様が話をしたくなる話題の見つけ方」

参照。

ｂ．会話をスムーズに発展させるために

は，まずは自己紹介をして自分のこと

について話し，お客様の警戒心を取り

除く必要がある。よって適切でない。

テキスト 2,P8-9，「お客様情報を得る

ための雑談の進め方」参照。

ｃ．適切である。テキスト 2,P9，「聞き

たい情報についてお客様に自然に話し

てもらう」参照。

　　以上のことより，適切なものは a. と

c. であり，⑵が本問の正解である。

訪問計画表を活用したスケジュールの立て方

問　19　1 週間ごとの訪問計画表を活用した

スケジュールの立て方について述べた次の文

章のうち，適切なものはいくつあるか，⑴～

⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．1 週間ごとの訪問計画表の作成は，月曜

日に今週の予定（すでに入っているアポイ

ント，集金などルーチンで行う訪問，研修

や休暇など）をスケジュール帳に記入し，

抜けているものがないか確認することから

始まる。

ｂ．貴重な営業時間の中で無駄な時間を減ら

すためには，移動時間を極力短くすること

が大切である。1 週間またはそれ以上前か

ら余裕を持ってアポイントを取ることで，

前の予定と次の予定の移動するルート上に

位置する地点を訪問する，理想的な訪問活

動が可能となる。

ｃ．少し前に入れたアポイントや約束を忘れ

やすいお客様に対しては，確認の電話を入

れること，移動での無駄を発見した場合は，

前日の早い時間に電話で事情を話し時間を

変更してもらうなど，限られた時間をより

効果的に使うという意識が大切である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ
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⑶　3 つ

	 正解率　47％

正解　⑵	

　解　説

ａ．1 週間ごとの訪問計画表の作成は，

月曜日に翌週の予定（すでに入ってい

るアポイント，集金などルーチンで行

う訪問，研修や休暇など）をスケジュー

ル帳に記入し，抜けているものがない

か確認することから始まる。よって適

切でない。テキスト 1,P73，「移動時間

を短くすることを念頭に置いて訪問先

を決定する」参照。

ｂ．適切である。テキスト 1,P74，「移動

時間を短くすることを念頭に置いて訪

問先を決定する」参照。

ｃ．適切である。テキスト 1,P75，「移動

時間を短くすることを念頭に置いて訪

問先を決定する」参照。

　　以上のことより，適切なものは b. と

c. であり，⑵が本問の正解である。

移動時間を利用した情報収集

問　20　訪問先への移動時間を利用した情報

収集について述べた次の文章のうち，もっと

も適切なものを⑴～⑶の中から 1つ選びなさ

い。

⑴　担当しているお客様が亡くなった場合，

真っ先に金融機関へ連絡してくることが一

般的であるが，相続に際しすべての貯金を

ほかの金融機関に移行されてしまうといっ

たこともあるため，お通夜・告別等の情報

が掲載される町内の掲示板はチェックした

ほうが良い。

⑵　新しい家やマンションが完成していたり，

引越しのトラックが止まっていたりしたら，

新規顧客開拓のチャンスである。引越し直

後は，忙しいことが考えられるため，十分

に時間を置いて訪問したほうが取引開始の

可能性は高くなる。

⑶　新しく法人が入ったビルを発見した場合

には，いろいろなニーズが見込めるため，

法人の新規開拓としてできるだけ早く訪問

することが大切である。

	 正解率　57％

正解　⑶	

　解　説

⑴　担当しているお客様が亡くなった場

合，金融機関に連絡すると貯金が引き

出せなくなると考え，内緒にするとい

う意識が働くため，真っ先に連絡して

くるとは限らない。相続に際し，すべ

ての貯金をほかの金融機関に移行され

てしまうことを避けるため，お通夜・

告別等の情報が掲載される町内の掲

示板はチェックしたほうが良い。よっ

て適切でない。テキスト 1,P114，「町

内の掲示板は情報の宝庫なので必ず

チェックする」参照。

⑵　新しい家やマンションが完成してい

たり，引越しのトラックが止まってい

たりしたら，新規顧客開拓のチャンス

である。利便性を考えると，引越しし

てすぐに口座を開設することが考えら

れるため，早めに訪問したほうが取引

開始の可能性は高くなる。よって適切

でない。テキスト 1,P114-115，「新し

い家やマンションができていれば新規

開拓のチャンス」参照。
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⑶　適切である。テキスト 1,P116，「新

しい家やマンションができていれば新

規開拓のチャンス」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑶で

あり，⑶が本問の正解である。

固定性メイン化のポイント

問　21　固定性メイン化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，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．固定性のメイン取引のメリットは，貯金

金利が有利であること・一定期間の拘束に

より資金が安定すること・流動性貯金の残

高は一度減ると減ったままのことが多いが，

結果として貯金残高はトータルで増えるこ

とである。

ｂ．一度ローンを組めば，比較的長期間にわ

たり取引が継続されるため，ローンニーズ

をつかみ「複合・セットセールス」を図る

ことが，固定性メイン化の促進につながる。

ｃ．お客様は，流動性・固定性の取引を 1 つ

の金融機関にまとめることのメリットを理

解していないことが多く，金融機関側が会

話や通帳・各申込書の内容から取引の拡充・

深耕のきっかけをつかみ，メイン化を確実

に推進することが重要である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　7％

正解　⑴	

　解　説

ａ．固定性のメイン取引のメリットは，

貯金金利が有利であること・一定期間

の拘束により資金が安定すること・流

動性貯金の残高が一時低下してもまた

元の水準に戻ることが多く，結果とし

て貯金残高が増えることである。よっ

て適切でない。テキスト 3,P26，「①取

引の集中化」参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P26，「②ロー

ンニーズの情報収集」参照。

ｃ．お客様は，流動性・固定性の取引

を 1 つの金融機関にまとめることのメ

リットを理解されており，金融機関側

が会話や通帳・各申込書の内容から取

引の拡充・深耕のきっかけをつかみ，

メイン化を確実に推進することが重要

である。よって適切でない。テキスト

3,P27，「③メイン金融機関となるため

に」参照。

　　以上のことより，適切なものは b. で

あり，⑴が本問の正解である。

遺 言 と 遺 留 分

問　22　遺言と遺留分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，

⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．自筆証書遺言は本文，財産目録共にワー

プロやビデオ等での作成は不可となってお

り自筆が要件となる。

ｂ．公正証書遺言は，遺言者が公証人を訪ね

るか自宅等に呼んで遺言内容を本人が筆記

し，それを公証人が確認することにより作

成される。

ｃ．遺留分を有する者は，配偶者，子，直系

尊属であり，いずれの場合も被相続人の財

産の 2 分の 1 が遺留分となる。

⑴　1 つ
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⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　13％

正解　⑶	

　解　説

ａ．2019 年 1 月 13 日以降，自筆証書遺

言においても財産目録については手書

きで作成する必要がなくなり，ワープ

ロ作成でも可能となった。よって適切

でない。テキスト 3,P153，「①自筆証

書遺言」参照。

ｂ．公正証書遺言は，遺言者が公証人を

訪ねるか自宅等に呼んで遺言内容を口

述し，それを公証人が筆記することに

より作成される。よって適切でない。

テキスト 3,P153，「②公正証書遺言」

参照。

ｃ．遺留分を有する者は，配偶者，子，

直系尊属であり，直系尊属のみが相続

人のときは被相続人の財産の 3 分の 1，

その他に相続人がいるときは被相続人

の財産の 2 分の 1 が遺留分となる。よっ

て適切でない。テキスト 3,P155，「⑶

遺留分」参照。

　　以上のことより，すべて適切でなく，

⑶が本問の正解である。

電話でアポイントを取る際の留意点

問　23　電話でアポイントを取る際の留意点

について述べた次の文章のうち，適切でない

ものはいくつあるか，⑴～⑶の中から 1つ選

びなさい。

ａ．電話に出られたお客様に対しては，ニー

ズ喚起から商品説明まで一連のセールスを

丁寧に行うことが大切であり，これにより

アポイントを取れる可能性が高くなる。

ｂ．「自分は，お客様のためになる情報をお伝

えしようと思っている。きっと何かお役に

立てるのではないかと考えている。だから

電話をさせていただいている」というよう

に，はっきりとした態度で，ポジティブな

言葉とともに電話をするよう心がけること

が大切である。

ｃ．次回以降のアプローチでリレーションを

深化させるには，こちらから伝えたい内容

について，お客様がどのような考えを持っ

ているのか探ることが必要なため，担当者

が一方的に話すことも大切である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　67％

正解　⑵	

　解　説

ａ．リレーションが取れていないお客様

に対して，ニーズ喚起から商品説明ま

で一連のセールスを電話で行っても良

い結果にはつながらないため，電話で

伝えることは「お客様とお会いしたい

ので，お時間をいただけるかどうか」

という観点に絞ったほうがアポイント

を取れる可能性が高くなる。よって適

切でない。テキスト 1,P42-43，「①用

件を手短に伝え，詳しい話はしない」

参照。

ｂ．適切である。テキスト 1,P44，「⑤ポ

ジティブな言葉を使う」参照。

ｃ．次回以降のアプローチでリレーショ

ンを深化させるには，こちらから伝え
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たい内容について，お客様がどのよう

な考えを持っているのか探ることが必

要なため，お客様の話を聞くことが大

切である。よって適切でない。テキス

ト 1,P45，「⑦お客様の話を聞く」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

a. と c. であり，⑵が本問の正解である。

公 共 料 金 自 動 支 払 い

問　24　公共料金自動支払いについて述べた

次の文章のうち，適切でないものはいくつあ

るか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．社会人になり，結婚もし，仕事と家庭を

両立させるようになると，コンビニに行く

時間さえ勿体なく感じられることもあり，

そうした問題点を解決する最善の方法は，

公共料金を自動支払いにすることである。

ｂ．公共料金をコンビニで支払う方法におい

ては，支払いを忘れてしまいがちであるこ

と，水道光熱費の家計の管理がし難いこと

が問題点として挙げられる。

ｃ．取引時確認ができるものがあれば口座振

替依頼書で手続きは完了するため，自動支

払いへの切替えには「手間はとらせない」

ことを伝え，「それなら，自動支払いにしよ

うかな」と思っていただくことが大切であ

る。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　83％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 3,P64，「公共

料金自動支払い」参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P64，「公共

料金自動支払い」参照。

ｃ．印鑑と公共料金の領収書があれば口

座振替依頼書で手続きは完了するため，

自動支払いへの切替えには「手間はと

らせない」ことを伝え，「それなら，自

動支払いにしようかな」と思っていた

だくことが大切である。よって適切で

ない。テキスト 3,P65，「公共料金自動

支払い」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

c. であり，⑴が本問の正解である。

「他金融機関の○○に不満だ」と
発言したお客様に対する会話の進め方

問　25　「他金融機関の○○に不満だ」と発言

したお客様に対する会話の進め方について述

べた次の文章のうち，適切でないものはいく

つあるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．「他金融機関で投資信託を購入したもの

の，その後連絡がない」という不満が少な

くないが，その不満を解決できれば，自

JA・JF とのリレーションがさらに深まる

可能性がある。

ｂ．他の金融機関のサービスをお客様と一緒

に批判することにより，JA・JF の優位性

をアピールし，自 JA・JF のサービスへの

切替えを提案することが望ましい。

ｃ．他の金融機関に対する不満から，お客様

の考え方をよく聞き，どのようなことを希

望しているのかを考慮して提案につなげる

とよい。

⑴　1 つ

⑵　2 つ
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⑶　3 つ

	 正解率　83％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 2,P66，「キー

ワード⑥『他金融機関の○○に不満だ』」

参照。

ｂ．お客様の不満は，どこの金融機関に

対しても同じようなものである場合が

多く，他の金融機関を批判することは

JA・JF の不満にもつながってしまう

リスクがある。よって適切でない。テ

キスト 2,P66-67，「キーワード⑥『他

金融機関の○○に不満だ』」参照。

ｃ．適切である。テキスト 2,P67，「キー

ワード⑥『他金融機関の○○に不満だ』」

参照。

　　以上のことより，適切でないものは

b. であり，⑴が本問の正解である。

個人ローンの重要性と課題

問　26　個人ローンの重要性と課題について

述べた次の文章のうち，適切なものはいくつ

あるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．人生の三大資金は「マイホーム」「教育資

金」「医療費」であるといわれている。

ｂ．金利の低下により，カードローンの適用

金利は 1％を切る水準になっており，収益

性が悪化している。

ｃ．住宅ローンをはじめローンの利用を進め

ることは，長期的にお客様を囲い込む

ことにつながる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　62％

正解　⑴	

　解　説

ａ．人生の三大資金は「マイホーム」「教

育資金」「老後生活費」である。よって

適切でない。テキスト 3,P73，「個人ロー

ンの重要性と課題を理解しよう」参照。

ｂ．適用金利が 1％を切る水準になり収

益性が悪化している住宅ローンと違い，

カードローンは，高金利であり収益性

が高い。よって適切でない。テキスト

3,P75-77，「個人ローンの重要性と課題

を理解しよう」参照。

ｃ．適切である。テキスト 3,P75，「個人

ローンの重要性と課題を理解しよう」

参照。

　　以上のことより，適切なものは c. で

あり，⑴が本問の正解である。

自宅に着目したお客様のニーズ発掘

問　27　自宅に着目したお客様のニーズ発掘

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，⑴～⑶の中から 1つ選びな

さい。

ａ．自宅には，お客様や家族の想いが染み込

んでいる箇所があり，そのような箇所を見

つけ出して話を展開することで，お客様の

考え方や趣味趣向を明らかにしていく。

ｂ．外観の古い家に住んでいるお客様は，家

を新築またはリフォームするための手元資

金が不足している可能性が高いため，資金

不足を補うための各種ローンのニーズが発

生しやすい。
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ｃ．お客様のホームグラウンドである自宅に

おいては，アウェイとなる JA・JF の担当

者が会話の主導権を握ることが難しいため，

新しい情報を聞き出せる可能性が低くなり

やすい。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　70％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 2,P72，「会話

以外にも着目してニーズを発掘しよう」

参照。

ｂ．外観の古い家に住んでいるお客様は，

どちらかといえば貯蓄率が高く金融資

産が多い傾向にあり，預かり資産を活

用した資産運用の提案が有効となる可

能性が期待される。よって適切でない。

テキスト 2,P72，「会話以外にも着目し

てニーズを発掘しよう」参照。

ｃ．お客様のホームグラウンドである自

宅では，つい口が滑らかになり，今ま

で聞くことができなかった情報を聞く

ことができる可能性がある。よって適

切でない。テキスト 2,P73，「自宅では

今まで聞けなかった情報が出てくる可

能性も」参照。

　　以上のことより，適切なものは a. で

あり，⑴が本問の正解である。

電話セールスのポイント

問　28　電話セールス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，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．担当者は，来店時のお客様の話や口座の

状況，年代別のライフステージなどに捉わ

れることなく，お客様全員に同じ商品を漏

れのないようにお勧めすることがポイント

である。

ｂ．電話の役割は，お客様に「もっと知りた

いな」と行動を取っていただくきっかけで

あると認識し，できるだけ電話ですべてを

伝え，来店時の時間を節約することがポイ

ントである。

ｃ．お客様のニーズが明確でない場合には，

担当者から具体的に質問をし，わかりやす

くまとめながら会話の中でニーズを浮き彫

りにしていくことが，「窓口担当者と話す」

ことの付加価値である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　100％

全員正解	

　解　説

ａ．担当者は，健康器具のセールスのよ

うに，お客様全員に同じ商品をお勧め

するのではなく，来店時のお客様の話

や口座の状況，年代別のライフステー

ジなどを加味したうえで，そのお客様

に最適と思われる商品をお勧めするこ

とがポイントである。よって適切でな

い。テキスト 3,P32，「⑶セールスのポ

イント」参照。

ｂ．電話の役割は，お客様に「もっと知

りたいな」と行動をしていただくきっ

かけであると認識し，電話ですべてを

伝えようとせず，来店誘致につなげる
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ことがポイントである。よって適切で

ない。テキスト 3,P33，「⑶セールスの

ポイント」参照。

ｃ．テキスト 3,P33，「⑶セールスのポイ

ント」にもとづき適切としておりまし

たが，c の「窓口担当者」は，本来は「渉

外担当者」とすべきであり，連動して

いる通信教育講座テキストにおいて誤

植があったことが判明いたしました。

　　本問は「適切なものはいくつあるか」

という問題であり，結果として全て 

不適切となるため，正解が選択肢の中

に存在せず，第 47 回信用事業業務検定 

試験では，全員正解といたしました。な 

お，通信教育講座テキストについても，

速やかに見直しを行ってまいります。

※今年度テキストは正誤表を挿入し，

次年度テキスト改訂時に該当箇所を 

修正する予定です。

定期貯金引出し時の情報収集

問　29　定期貯金引出し時の情報収集につい

て述べた次の文章のうち，適切なものはいく

つあるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．情報収集のポイントは，「その資金がどこ

からきたものか」「いくら必要なのか」「使

途は何か」の 3 つである。

ｂ．お客様が答えやすいように「何にお使い

ですか？」とはっきりと問いかけ，資金使

途や必要金額を確認する。

ｃ．資金使途・使用時期が明確な場合は，資

金トレースだけでなく，業者等の紹介など

情報を提供し，特に資金使途が教育資金の

場合には低利のローン利用の提案を検討す

る。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　29％

正解　⑴	

　解　説

ａ．定期貯金の引出し時の情報収集のポ

イントは，「その資金がいつ必要なのか」

「いくら必要なのか」「使途は何か」の

3 つである。よって適切でない。テキ

スト 3,P12-13，「④定期貯金引出し時

の情報収集」参照。

ｂ．「何にお使いですか？」というよう

な言葉は避けるように注意し，いまま

でのご利用に対して感謝の言葉を述べ

てから資金使途や必要金額を確認する。

よって適切でない。テキスト 3,P13，「④

定期貯金引出し時の情報収集」参照。

ｃ．適切である。テキスト 3,P13，「④定

期貯金引出し時の情報収集」参照。

　　以上のことより，適切なものは c. で

あり，⑴が本問の正解である。
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贈 与 税 の 計 算

問　30　18 歳の孫が，直系尊属から年間で 350 万円相当の贈与を受ける場合の贈与税額について，

以下の速算表を基に算出し，合致する金額を⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。なお，贈与税の基礎

控除額は 110 万円とする。

●贈与税の速算表

贈与額（A）
20 歳以上の者への

直系尊属からの贈与 左記以外の贈与

税率（B） 控除額（C） 税率（B） 控除額（C）
200 万円以下 10％ ― 10％ ―
300 万円以下 15％  10 万円 15％  10 万円
400 万円以下 20％  25 万円
600 万円以下 20％  30 万円 30％  65 万円
1,000 万円以下 30％  90 万円 40％ 125 万円
1,500 万円以下 40％ 190 万円 45％ 175 万円
3,000 万円以下 45％ 265 万円 50％ 250 万円
4,500 万円以下 50％ 415 万円 55％ 400 万円4,500 万円超 55％ 640 万円

⑴　23 万円

⑵　26 万円

⑶　45 万円

全員正解

　解　説

　　贈与税の計算税率および控除額は，2015 年 1 月 1 日以降の贈与から「20 歳以上の

子や孫などが直系尊属から贈与を受けた財産の場合」と「それ以外の場合」に区別さ

れているが，本問の場合は 18 歳であるため「それ以外の場合」に該当する。したがっ

て，350 万円の贈与の場合の税率は 20％，控除額は 25 万円となる。

　　次に贈与税の計算式は，以下のとおりである。

（その年分の課税価格−贈与税の配偶者控除額−贈与税の基礎控除額）×贈与税の税率−

控除額＝贈与税額

　　これに当てはめると，贈与税額は以下のとおりとなる。

　　（350 万円− 0 − 110 万円）× 20％− 25 万円＝ 23 万円

　　テキスト 3,P167，「⑵贈与税計算のあらまし」参照。

　　以上により，⑴が本問の正解としておりましたが，贈与税の速算表において，「贈与額（A）」の記

載が間違っており，正しくは「課税価格（A）」であり，以下の計算式であることが判明いたしました。

　　※課税価格（A）＝その年分の課税価格−贈与税の配偶者控除額−贈与税の基礎控除額

　　設問の前提となる「贈与税の速算表」に誤りがありましたので，問30は全員正解といたします。
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決断を促すクロージングの基本話法

問　31　決断を促すクロージングの基本話法

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，⑴～⑶の中から 1つ選

びなさい。

ａ．「……と分かってくださったと思います。

早速お申込みください。あとのお手続きは

簡単です」と，お客様の言葉をとらえて，

あくまでもやる気と決めてかかる方法を「事

態緊急法」という。

ｂ．「どのような点がご心配ですか」と，お客

様から疑問点を聞き出し，納得のいくよう

に，もう一度説明する方法を「疑問解消法」

という。

ｃ．「お得なキャンペーンは，今月いっぱいで

す」と，金利の上下・申込期限などを伝え，

決断を促す方法を「推定承諾法」という。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　81％

正解　⑵	

　解　説

ａ．「……と分かってくださったと思いま

す。早速お申込みください。あとのお

手続きは簡単です」と，お客様の言葉

をとらえて，あくまでもやる気と決め

てかかる方法を「推定承諾法」という。

よって適切でない。テキスト 3,P22，「③

クロージングの基本話法」参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P22，「③ク

ロージングの基本話法」参照。

ｃ．「お得なキャンペーンは，今月いっぱ

いです」と，金利の上下・申込期限な

どを伝え，決断を促す方法を「事態緊

急法」という。よって適切でない。テ

キスト 3,P22，「③クロージングの基本

話法」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

a. と c. であり，⑵が本問の正解である。

メモを取る際の留意点

問　32　雑談中のメモを取る際の留意点につ

いて述べた次の文章のうち，適切なものはい

くつあるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．お客様の属性情報をメモする際は，相槌

や質問によって担当者のペースで話をコン

トロールし，知りたい情報が出てきた場合

に内容のメモを取るようにするとよい。

ｂ．お客様の発言については，微妙な言い回

しも逃さず記録することが重要であり，お

客様が発言するごとにしっかりとメモを取

ることが望ましい。

ｃ．カレンダー式手帳の訪問した日の箇所に

メモを取ると，結果的に情報の蓄積がで

きないことにつながるケースが多いため， 

1 人のお客様に関する情報のメモは，訪問日

ごとでなく 1 ヵ所にまとめるとよい。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　33％

正解　⑴	

　解　説

ａ．お客様の属性情報については，きっ

かけを与えればお客様がご自分のペー

スで話してくれることが多く，名詞や

数字が出てきたときにそれをメモすれ
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ばよい。よって適切でない。テキスト

2,P36-37，「お客様との雑談からこの情

報をメモしよう」参照。

ｂ．発言をするごとにメモを取る行為を

嫌がるお客様は少なからず存在し，キー

ワードや必要な情報のみを手早くメモ

することがより望ましい。なお，お客

様の微妙な言い回しは，そのまま記録

しておくことも重要である。よって適

切でない。テキスト 2,P41，「お客様の

微妙な言い回しはそのまま記録してお

こう」参照。

ｃ．適切である。テキスト 2,P41，「お客

様の微妙な言い回しはそのまま記録し

ておこう」参照。

　　以上のことより，適切なものは c. で

あり，⑴が本問の正解である。

訪問計画表を活用した業務の効率化

問　33　日々の訪問計画表を活用した業務の

効率化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，⑴～⑶の中から	

1 つ選びなさい。

ａ．1 日ごとの訪問計画表は，訪問目的や持

ち物・出発前に調べることなどを明記して

おくことで，訪問する際の準備の時間短縮

になるうえ，忘れ物や不備が減ることも期

待できるため，毎日ではなくとも時間に余

裕がある時に，当日の業前などの時間を利

用して作成するとよい。

ｂ．「細切れ時間」を活用するために，前もっ

てアポイントを入れるお客様やそれ以外に

も電話で連絡しなければいけないお客様を，

優先順位の高い順にリストアップしておく

ことが有効である。

ｃ．本部へ提出する報告書・上席者からの指

示事項・お客様のための書類や資料・稟議

書など，訪問計画とは直接関係のないこと

を記載すると，訪問管理という本来の目的

を見失いやすくなるため避けたほうが良

い。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　54％

正解　⑵	

　解　説

ａ．1 日ごとの訪問計画表は，訪問する

際の準備の時間短縮になるうえ，忘れ

物や不備が減ることも期待できるため，

前日の業後などの時間を利用して，日

課として作成する時間を取るとよい。

よって適切でない。テキスト 1,P78-81，

「訪問計画表を活用して業務の効率化を

図ろう」参照。

ｂ．適切である。テキスト 1,P80，「予定

外に空いた時間の活用方法についても

記載しておこう」参照。

ｃ．本部へ提出する報告書・上席者から

の指示事項・お客様のための書類や資

料・稟議書などは，訪問計画とは直接

関係はないが，記載しておくと 1 日の

予定すべてが把握できて仕事をスムー

ズに進めることができる。よって適切

でない。テキスト 1,P81，「予定外に空

いた時間の活用方法についても記載し

ておこう」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

a. と c. であり，⑵が本問の正解である。
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「家を建て替える」と発言した
お客様に対する会話の進め方

問　34　「家を建て替える」と発言したお客様

に対する会話の進め方について述べた次の文

章のうち，適切でないものを⑴～⑶の中から

1つ選びなさい。

⑴　建物がさほど老朽化していないにもかか

わらず建て替えを検討している場合は，何

か特別な理由がある可能性が高いので，建

替え理由について確認を行うとよい。

⑵　家の建替え費用を誰が負担するのかを確

認し，お客様本人でない場合でもローンに

よるサポートが提案できないか，費用負担

する家族の紹介をお願いするとよい。

⑶　お客様がお子様の 1 人と共同で二世帯住

宅を建てる場合，お客様とそのお子様で土

地・建物を共有することになり，将来はそ

のお子様がきっと相続するので，その他の

お子様については何も気にする点はない。

	 正解率　98％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 2,P61，「キー

ワード③『家を建て替える』」参照。

⑵　適切である。テキスト 2,P61，「キー

ワード③『家を建て替える』」参照。

⑶　遺言書により土地・建物の相続人を

あらかじめ定めていたとしても，他の

相続人には法定相続もしくは遺留分に

基づく権利があるため，少なくとも遺

留分相当の金融資産の準備，または土

地・建物を引き継ぐ相続人が代償金を

準備するなどの手当てを考えておかな

ければ，他の相続人から権利の主張が

あったときに，円滑な資産承継が実現

しない懸念がある。よって適切でない。

テキスト 2,P61-62，「キーワード③『家

を建て替える』」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑶であり，⑶が本問の正解である。

定年退職者と失業等給付（基本手当）

問　35　定年退職者と失業等給付（基本手当）

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，⑴～⑶の中から 1つ選

びなさい。

ａ．失業とは，被保険者が離職し，労働の意

思および能力の有無にかかわらず，職業に

就いていない状態をいう。

ｂ．失業の認定は，原則として 3 ヵ月に 1 回

行われる。

ｃ．賃金日額は，離職した日の直前 1 年間に

支払われた賃金の総額（賞与は除く）を

365 で除した額である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　12％

正解　⑶	

　解　説

ａ．失業とは，被保険者が離職し，労

働の意思および能力があるにもかかわ

らず，職業に就くことができない状態

をいう。よって適切でない。テキスト

3,P125，「⑴失業等給付（基本手当）と

は」参照。

ｂ．失業の認定は，原則として 4 週間に

1 回行われる。よって適切でない。テ
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キスト 3,P126，「⑵失業認定」参照。

ｃ．賃金日額は，離職した日の直前の 6 ヵ

月間に支払われた賃金の総額（賞与は

除く）を，180 で除した額である。よっ

て適切でない。テキスト 3,P126，「⑶

賃金日額とは」参照。

　　以上のことより，すべて適切でなく，

⑶が本問の正解である。

期 日 指 定 定 期 貯 金

問　36　期日指定定期貯金について述べた次

の文章のうち，適切でないものはいくつある

か，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．期日指定定期貯金は最長 3 年間の預入期

間で，据置期間の設定がなく，1 ヵ月以上

前に申し出ることで，3 年までの間で自由

に満期日を決めることができるという商品

である。

ｂ．一部の資金を何回かに分けて引き出すこ

とはできず，満期日に全額を引き出すもの

であるため，ライフプランに合わせて預入

するものである。

ｃ．使う時期・金額が確定している資金に対し，

普通貯金に預けておくことにより知らずに

使ってしまう危険性を回避するには，期日

指定定期貯金がマッチする。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　3％

正解　⑶	

　解　説

ａ．期日指定定期貯金は，最長 3 年間の

預入期間だが，1 年間の据置期間経過

後は，1 ヵ月以上前に申し出ることで，

3 年までの間で自由に満期日を決める

ことができる商品である。よって適切

でない。テキスト 3,P47，「期日指定定

期貯金」参照。

ｂ．満期日に全額を引き出す必要はなく，

一部の資金を何回かに分けて引き出す

ことも可能であり，ライフプランに合

わせて設定できる。よって適切でない。

テキスト 3,P47，「期日指定定期貯金」

参照。

ｃ．使うことは確実なものの，使う時期・

金額が確定していないといった資金に

対し，普通貯金に預けておくことによ

り知らずに使ってしまう危険性を回避

するには，期日指定定期貯金がマッチ

する。よって適切でない。テキスト

3,P47-48，「期日指定定期貯金」参照。

　　以上のことより，すべて適切でなく，

⑶が本問の正解である。

教 育 ロ ー ン

問　37　教育ローン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，⑴

～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．子どもの大学進学に伴う費用については，

十分な準備期間があることから，定期貯金

などで対応すればよく，教育ローンを利用

することがお客様にとって良い選択となる

ことは考えにくい。

ｂ．進学する大学が決まり，下宿するアパー

トが決まった段階では，平均値を使った教

育資金について相談に乗るとよい。

ｃ．最近は奨学金よりも教育ローンを利用す

るお客様が増えており，ニーズの取込みが
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重要となっている。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　34％

正解　⑶	

　解　説

ａ．定期貯金があったとしても，何か想

定外の出費があった場合に対応できな

くなるリスクもあり，「無理せず，上手

に教育ローンを利用する」ことが，お

客様にとってより良い選択になる場合

もある。よって適切でない。テキスト

3,P86，「教育ローン」参照。

ｂ．進学する大学が決まり，下宿するア

パートが決まった段階になったら，平

均値ではなくお客様のお子さん固有の

金額での相談に乗ることとなる。よっ

て適切でない。テキスト 3,P86，「教育

ローン」参照。

ｃ．最近は，教育ローンより奨学金を利

用するお客様が増加している傾向にあ

る。よって適切でない。テキスト3,P87，

「教育ローン」参照。

　　以上のことより，すべて適切でなく，

⑶が本問の正解である。

確 定 拠 出 年 金

問　38　確定拠出年金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，⑴～

⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．確定拠出年金とは，あらかじめ給付額あ

るいは給付水準が決まっている，確定給付

型の年金である。

ｂ．個人型年金（iDeCo）は国民年金基金連

合会が実施し，原則としてすべての国民年

金に加入している 60 歳未満の人が加入で

きる。

ｃ．企業の従業員が加入する確定拠出年金は

企業型年金と呼ばれ，掛け金は企業が拠出

限度額の範囲内で拠出し，運用方法は企業

が決定する。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　38％

正解　⑴	

　解　説

ａ．確定拠出年金の給付額は，拠出金の

運用成果によって異なる。よって適切

でない。テキスト 3,P136，「⑴確定拠

出年金は不確定給付型年金」参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P136-137，

「⑵個人型年金と企業型年金」参照。

ｃ．企業型年金の運用方法は従業員が決

定する。よって適切でない。テキスト

3,P137，「⑵個人型年金と企業型年金」

参照。

　　以上のことより，適切なものは b. で

あり，⑴が本問の正解である。

外部情報を活用した訪問先の選定方法

問　39　訪問先の選定において，利用する外

部の情報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，⑴～⑶の中か

ら 1つ選びなさい。

ａ．JA・JF 内部の情報が，データや数字中

心の「アナログ」情報であるのに対して，
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外部から入る情報は，お客様から聞いた話

や町の中の情報など「デジタル」なものと

いうイメージでとらえると分かりやすい。

ｂ．人に良くしてもらったら，お返しをせず

にはいられないという「一貫性」の性質に

より，お客様のニーズにしっかり応えると，

お客様の友人や知人の紹介といった形で新

規のお客様の情報を得ることができる。

ｃ．地図の情報の活用において，担当する地

区に幼稚園や保育園がある場合，その施設

の実権者よりも，子供を通わせる親たちと

アポイントを取り親しくなることが，口座

作成の可能性を高める有効な手段である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　14％

正解　⑶	

　解　説

ａ．JA・JF 内部の情報が，データや数

字中心の「デジタル」情報であるのに

対して，外部から入る情報は，お客様

から聞いた話や町の中の情報など「ア

ナログ」なものというイメージでとら

えると分かりやすい。よって適切でな

い。テキスト 1,P34，「外部の情報を利

用した訪問先の選定方法」参照。

ｂ．人に良くしてもらったら，お返しを

せずにはいられないという「返報性」

の性質により，お客様のニーズにしっ

かり応えることで，お客様の友人や知

人の紹介といった形で，新規のお客様

の情報を得ることができる。よって適

切でない。テキスト 1,P34-35，「お客

様のニーズに応えると別のお客様を紹

介してもらえることも」参照。

ｃ．地図の情報の活用において，担当す

る地区に幼稚園や保育園がある場合，

学費の振込指定元請先金融機関にして

もらうことは，子供を通わせる親たち

による口座作成の可能性を高める有効

な手段であるため，まずは実権者と会

い，親しくなることが重要である。よっ

て適切でない。テキスト 1,P35-36，「幼

稚園や保育園に通う子供たちの親に着

目」参照。

　　以上のことより，すべて適切でなく，

⑶が本問の正解である。

自身で対応できるか判断できない場合の対応

問　40　自身で対応できるか判断できない場

合の対応について述べた次の文章のうち，適

切なものを⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　渉外活動において自身で意思決定できな

いことがあった時に，すぐに営業店の上席

者や本部の専門家に相談してしまうと，責

任感が醸成されず成長につながらない。

⑵　自信のない渉外担当者ほど，お客様の前

で「私には分かりません」とはっきり言っ

てしまい，信頼を損ねてしまう傾向が強い。

⑶　上席者に相談した後でも，あくまで自分

が当事者であることを忘れずに，案件を投

げっぱなしにしないことが重要である。

	 正解率　99％

正解　⑶	

　解　説

⑴　「何でも自分で判断して解決策を見出

さなくてはならない」と考えて問題を

抱え込むよりも，「迷ったときは営業店
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の上席者や本部の各分野の専門家に相

談すればよい」と考え，適切なサポー

トを受けて対応したほうが自身の成長

につながる。よって適切でない。テキ

スト 2,P96-98，「自身で判断できなけ

れば持ち帰って相談しよう」参照。

⑵　自信のない渉外担当者ほど，お客様

の前で恥をかくことや，嫌われること

を避けたいという心理から「私には分

かりません」とはっきり言えない傾向

が強い。よって適切でない。テキスト

2,P97，「自身で判断できなければ持ち

帰って相談しよう」参照。

⑶　適切である。テキスト 2,P98，「自身

で判断できなければ持ち帰って相談し

よう」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑶で

あり，⑶が本問の正解である。

セールスを行う際の留意点

問　41　セールスを行う際の留意点について

述べた次の文章のうち，適切なものはいくつ

あるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．高齢のお客様に対応する際には，先任者

からの「引継ぎ情報」をきちんと確認する・

ゆっくりはっきり丁寧な口調で話す・お客

様の話をしっかり聞く・代払等に備えて家

族構成を把握する・契約等の際には最後に

もう一度内容を確認するといった対応が必

要である。

ｂ．ローン商品で必要となる所定の審査では，

お客様の年収などの個人情報を行政機関に

提供するため，必ず書面などで同意を得な

ければならない。

ｃ．ローン商品の申込受付前は商品性につい

て説明し，融資実行時には融資額や金利・

返済期間・万一返済できなかった場合の対

応はどうなるのかなど，具体的な融資条件

について説明するという違いがある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　45％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 1,P101，「年

金セールス編」参照。

ｂ．ローン商品で必要となる所定の審査

では，お客様の年収などの個人情報を

第三者である個人信用情報機関に提供

するため，必ず書面などで同意を得な

ければならない。よって適切でない。

テキスト 1,P105，「ローン商品セール

ス編」参照。

ｃ．適切である。テキスト 1,P107，「ロー

ン商品セールス編」参照。

　　以上のことより，適切なものは a. と

c. であり，⑵が本問の正解である。

渉外活動時のビジネスマナー

問　42　渉外活動時に留意すべきビジネスマ

ナー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，⑴～⑶の中から	

1 つ選びなさい。

ａ．ビジネスの場における身だしなみのポイ

ントは，「相手にいかにプラスの印象を与え

られるか」である。

ｂ．謙譲語は，自分より目上の人や年配者・

お客様などに対して敬意を表す言葉であり，
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尊敬語は，自分もしくは自分の身内のこと

をへりくだって表現する言葉で，相手を間

接的に高める効果がある。

ｃ．紹介されたお客様とのアポイントが取れ

た時には，紹介者にその旨を報告し，訪問

先から帰った時にはお礼を伝えることと併

せて簡単に結果報告をするが，詳細につい

ては個人情報保護の観点から配慮が必要で

ある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　33％

正解　⑵	

　解　説

ａ．ビジネスの場における身だしなみの

ポイントは「相手にマイナスの印象を

与えないこと」である。よって適切で

ない。テキスト 1,P85，「①身だしなみ」

参照。

ｂ．尊敬語は，自分より目上の人や年配者，

お客様などに対して敬意を表す言葉で

あり，謙譲語は，自分もしくは自分の

身内のことをへりくだって表現する言

葉で，相手を間接的に高める効果があ

る。よって適切でない。テキスト1,P87，

「②言葉遣い」参照。

ｃ．適切である。テキスト 1,P97，「⑩お

客様を紹介されたときの対応」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

a. と b. であり，⑵が本問の正解である。

相 続

問　43　相続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，⑴～⑶の中から

1つ選びなさい。

ａ．失踪宣告がなされると，普通失踪の場合

は 7 年を経過した日，特別失踪の場合は危

難が去った日に死亡したものとみなされ，

相続の発生原因となる。

ｂ．相続放棄は，共同相続人全員で行う必

要があるため，1 人でも反対する者がい

れば，単純承認か限定承認しか方法がな

くなる。

ｃ．配偶者が相続開始時に被相続人所有の建

物に居住していた場合，配偶者は，遺産分

割において配偶者居住権を取得することに

より，終身または一定期間，その建物に無

償で居住することができる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　52％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 3,P146，「⑴

相続の発生原因」参照。

ｂ．相続放棄は申立人（相続人）単独で

可能だが，限定承認は，共同相続人全

員で行う必要があるため，1 人でも反

対する者がいれば，相続放棄か単純承

認しか方法がなくなる。よって適切で

ない。テキスト 3,P147，「⑶相続の承

認と放棄」参照。

ｃ．適切である。テキスト 3,P149，「①

配偶者居住権の創設」参照。

　　以上のことより，適切なものは a. と

c. であり，⑵が本問の正解である。
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職域セールスを行う際の留意点

問　44　職域セールスを行う際の留意点につ

いて述べた次の文章のうち，適切なものはい

くつあるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．職域セールスの了解を得る際や実際の営

業活動の準備を進める際に，相手先企業の

総務部長と連絡を取り合う必要があるとき

は，本業の邪魔をしないように，メールも

適宜活用して効率良い動きをするよう心が

けることが大切である。

ｂ．職域セールスでは，労務管理及び情報管

理・機密保持などの観点から，就業時間中

に各従業員の席の付近で営業活動を行うこ

とが一般的である。

ｃ．融資先への職域セールスにおいて，融資

先の会社から従業員個人に対し「取引を行

うように」と指示を出してくれた場合には，

従業員からも了承を得られているものとし，

滞りなくスピーディーに手続きを進めるこ

とが大切である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　74％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 1,P59，「⑤企

業」参照。

ｂ．職域セールスを行う際には，営業活

動は昼休憩前後や就業時間の終了間近

もしくは終了後に行う場合が多く，情

報管理や機密保持などの観点から活動

場所に制限が設けられていることが普

通であり，相手先企業の社内ルールを

守らなければならない。よって適切で

ない。テキスト 1,P59，「営業活動を行

う時間や場所に制限があるところが多

い」参照。

ｃ．融資先への職域セールスにおいて，

融資先の会社から従業員個人に対し「取

引を行うように」と指示があった場合

には，圧力販売など「不適切な営業」

とみなされる可能性があるため注意が

必要である。よって適切でない。テキ

スト 1,P59，「営業活動を行う時間や場

所に制限があるところが多い」参照。

　　以上のことより，適切なものは a. で

あり，⑴が本問の正解である。

セールスの一般的な流れ

問　45　一般的なセールスの流れにおける各

段階とその説明について，A群と B群の組み

合わせとして適切なものの組み合わせを，⑴

～⑶の中から 1つ選びなさい。

A　群
①「アプローチ」
②「営業店を出発」
③「訪問先に到着」

B　群
イ．訪問先の近くにある掲示板を見るなど，

移動中にもあらゆる場所を観察するこ
とで，お客様との雑談に役立つ情報を
収集する。

ロ．訪問先がお客様の自宅であれば，玄関
や所有している車に着目するなど，あ
らゆる場所を観察してニーズを発掘す
る。

ハ．ここまでの過程で，お客様に何らかの
ニーズがありそうだと判断した場合に
は商品の提案を行い，お客様が関心を
示した場合には具体的な商品の説明に
移る。
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⑴　 ①−イ　 ②−ロ　 ③−ハ

⑵　 ①−ロ　 ②−ハ　 ③−イ

⑶　 ①−ハ　 ②−イ　 ③−ロ

	 正解率　96％

正解　⑶	

　解　説

①　「アプローチ」では，ここまでの過程

で，お客様に何らかのニーズがありそ

うだと判断した場合には商品の提案を

行い，お客様が関心を示した場合には

具体的な商品の説明に移る。テキスト

1,P20-21，「フローチャートで学ぶセー

ルスの流れ」参照。

②　「営業店を出発」では，訪問先の近

くにある掲示板を見るなど，移動中

にもあらゆる場所を観察することで，

お客様との雑談に役立つ情報を収集

する。テキスト 1,P20-21，「フロー

チャートで学ぶセールスの流れ」参

照。

③　「訪問先に到着」では，訪問先がお

客様の自宅であれば玄関や所有してい

る車に着目するなど，あらゆる場所を

観察してニーズを発掘する。テキスト

1,P20-21，「フローチャートで学ぶセー

ルスの流れ」参照。

　　以上のことより，適切なものの組み

合わせは①−ハ・②−イ・③−ロであり，

⑶が本問の正解である。

セールスにつながるキーワードの見つけ方

問　46　セールスにつながるキーワードの見

つけ方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，⑴～⑶の中から 1つ

選びなさい。

ａ．お客様との会話の中からニーズにつなが

りそうな発言を引き出すには，お客様にた

くさん話してもらうことが必要である。

ｂ．趣味趣向が強く反映される雑談の中で，お

客様の好みや投資スタンスを測るうえで参

考になるキーワードが出てくる場合が多い。

ｃ．お客様とのリレーションが取りきれてい

ない段階でお客様の考え方を探り出すには，

「当てずっぽう」で会話を作り出していく方

法も有効である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　15％

正解　⑶	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 2,P50，「キー

ワードに着目してセールスにつなげよ

う」参照。

ｂ．適切である。テキスト 2,P51，「セー

ルスにつながるキーワードの見つけ方」

参照。

ｃ．適切である。テキスト 2,P54，「お客

様の考えを引き出すのに鎌をかけるこ

とも有効」参照。

　　以上のことより，すべて適切であり，

⑶が本問の正解である。

上席者に報告する際の留意点

問　47　上席者に報告する際の留意点につい

て述べた次の文章のうち，適切なものはいく

つあるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．上席者への報告が多段階になればなるほ
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ど，報告内容の歪みの度合いが大きくなる

危険性があるため，個人的な主観を入れな

がら話すことが大切である。

ｂ．簡易な言葉だけで報告すると，上席者に

幼稚な印象を与えてしまうため，より抽象

的な言葉に置き換えて報告することが大切

である。

ｃ．上席者への報告においては，ただ一方的

に物事を伝えるのではなく，タイミング良

く質問をすることで双方向のコミュニケー

ションを図ることが大切である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　81％

正解　⑴	

　解　説

ａ．報告内容の歪みの度合いが大きく

なる危険性を防止するには，個人的

な主観は入れずに，事実やデータに

ついて正確に話すことが大切である。

よって適切でない。テキスト 2,P90，

「②事実やデータを正確に報告する」

参照。

ｂ．難しい言葉や抽象的な言葉はなるべ

く使わず，例えば「理念」なら「考え

方」など，やさしい言葉に置き換える

ことが大切である。よって適切でない。

テキスト 2,P90，「⑤難しい言葉は使わ

ない」参照。

ｃ．適切である。テキスト 2,P91，「⑦と

きには質問を投げかけてみる」参照。

　　以上のことより，適切なものは c. で

あり，⑴が本問の正解である。

お客様情報のまとめ方

問　48　お客様情報のまとめ方について述べ

た次の文章のうち，適切なものはいくつある

か，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．お客様情報は，システム手帳などを用い

て種類ごとやお客様ごとに分けて記載し，

後で必要な時に効率よく取り出せるように

記録することが望ましい。

ｂ．後で情報をチェックした時に，いつごろ

の話なのかがポイントになることが多いた

め，お客様情報を書き始める際にまず日付

を記入する習慣をつけるとよい。

ｃ．お客様情報をまとめる際は，顧客番号・

顧客名・郵便番号・住所・電話番号などを

漏れなく記載し，誰が見ても一目で分かる

ものを作成することが重要である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　53％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 2,P43，「大切

な情報は一括で管理できる状態にして

おこう」参照。

ｂ．適切である。テキスト 2,P47，「情報

は必要に応じて増やしていけばよい」

参照。

ｃ．お客様の情報のメモは，担当者があ

くまでお客様と親しくなるための雑談

に使うメモであり，誰が見ても一目で

分かるものを作成する必要はない。よっ

て適切でない。テキスト 2,P46，「情報

は必要に応じて増やしていけばよい」
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参照。

　　以上のことより，適切なものは a. と

b. であり，⑵が本問の正解である。

訪 問 先 の 選 定

問　49　訪問先の選定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，⑴～

⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．前の担当者からの引継書を見返して，見

込先となっている既存のお客様だけを

チェックし，効果的にセールスを行うため

の訪問先を選定する。

ｂ．既存のお客様の中には亡くなる人や引っ

越してしまう人がいるため，新たなお客様

を増やす活動を優先し，訪問先を選定する。

ｃ．JA・JF と取引のない新たなお客様を増

やすために，JA・JF にある情報，町の中

にあるヒントなど広い視野で多くの情報を

活用し，訪問先を選定する。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　89％

正解　⑴	

　解　説

ａ．担当地区のすでに取引のあるお客様，

および口座がなくても自分が担当する

地区に住んでいるまたは働いている法

人・個人すべての先の中から，見込先

を選定する。前の担当者からの引継書

を見返して見込先となっている先を

チェックする方法は，特定のお客様し

か見えず視野を狭くしてしまう可能性

がある。よって適切でない。テキスト

1,P25，「広い視野で見込先を選んだう

えで訪問先を決める」参照。

ｂ．定期貯金の満期が近づいているお

客様など，JA・JF を選んで貯金を預

けてくださっているお客様をきちんと

フォローするために，現在取引のある

お客様の中から訪問先を選定する。よっ

て適切でない。テキスト 1,P26，「まず

は取引のあるお客様から訪問していこ

う」参照。

ｃ．適切である。テキスト 1,P27，「営業

店にある情報をフル活用して訪問先を

選定」参照。

　　以上のことより，適切なものは c. で

あり，⑴が本問の正解である。

トラブルが発生した場合の対応

問　50　トラブルが発生した場合の対応につ

いて述べた次の文章のうち，適切でないもの

を⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　悪い情報は上席者へ早く報告をすること

で適切な対応を取り，さらなるトラブルを

未然に防止することが可能となる。

⑵　トラブルを発生させてしまった場合は，

上席者に対して自分の立場や見解を中心に

沈着冷静に報告することが重要である。

⑶　トラブル発生後はその失敗を糧として，

卑屈にならないように二度とトラブルを起

こさないと決心することが大切である。

	 正解率　91％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 2,P94，「①悪

い情報ほど早く報告する」参照。



−34− −35−

渉外基礎 渉外基礎

⑵　トラブルを発生させてしまった場合

は，事実をありのままに沈着冷静に報

告することが望まれます。よって適切

でない。テキスト 2,P95，「②事実を冷

静かつありのままに報告する」参照。

⑶　適切である。テキスト 2,P95，「失敗

を糧にして二度とトラブルを起こさな

いように決心しよう」参照。

　　以上のことより，適切でないものは

⑵であり，⑵が本問の正解である。
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