
答案作成上のご注意

1　所持品
　受験票・鉛筆（HB）・消しゴム・電卓１台（ただし，金融計算・関数・メモ機
能付を除く）

2　解答用紙の記入方法
⑴　受験票の受験番号・氏名が解答用紙の受験番号・氏名と一致していることを
確認のうえ，解答用紙の氏名欄にカタカナ名を記入してください。

⑵　コンピューターの印字がない白地の解答用紙を使用する場合は，受験票記載
の受験番号・金融機関コード・漢字名・カタカナ名を記入してください。

⑶　解答用紙を折りまげたり，破ったりしないでください。また，解答用紙が著
しくよごれたときは，監督者に申し出て新しい（白地の）解答用紙と取りかえ
てください。その際は，受験番号・金融機関コード・漢字名・カタカナ名を記入
のうえ，受験番号も忘れずにマークしてください。

3　マークの記入方法
　　この試験は，マーク・シート方式です。
⑴　正しいマーク例　　　はみださないよう鉛筆で塗りつぶしてください。

⑵　誤ったマーク例

⑶　訂正方法
　消しゴムで跡が残らないようきれいに消してください。
　  消し方が不完全な場合には二重解答となり採点されません。

4　本試験の正解は2020年10月8日（木）を目途に次のインターネットサイトに掲
示いたします。https://www.nc-academy-answer.net/

　アクセスする際は，上記URLを直接入力するか，右記QRコー
ドを読み取りして，ダイレクトにアクセスしてください。

 ㈱農林中金アカデミーのトップページからアクセスすると，ア
クセス集中によって長時間待たされる，あるいは操作が停止する
ことになりますので控えてください。
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答案を作成する前に，この冊子の裏表紙に印刷してある「答案作成上の
ご注意」をよく読んでください。
解答用紙に記載されている受験番号・氏名が正しいかどうかを確認して
ください。誤りがある場合は監督者に申し出てください。
試験問題は，監督者の合図があってから開封してください。
試験問題は，連動する通信教育講座の内容に沿って作成しています。
試験問題に関しては，印刷不明瞭な点以外の質問は受け付けません。
不正な行為があったときは，解答はすべて無効になります。
退席の際には，解答用紙は必ず監督者に直接手渡してください。
新型コロナウイルス感染症対策のため，試験時間中を含め，マスクの着用
をお願いします。体調がすぐれない場合は，監督者に申し出てください。
そのほか，監督者の指示に従ってください。

本検定試験の優秀成績者については，当社機関誌等において所属団体・
氏名等を公表することとしておりますが，ご同意いただけない方は下欄
に記入の上，試験終了後，本紙をミシン目に沿って切り取り監督者にご

提出ください。

私は，優秀賞（最優秀賞含む）を受賞しても所属団体・氏名等の公表に

同意いたしません。

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

９.

※

こ
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を
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ご注意（試験開始前によく読んでください）

都道府県名
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ミシン目
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氏　名

所属団体名

ミシン目
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（ 1） 農林中金アカデミー

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］　住宅ローンの市場環境について，適切なものはいくつあるか。（１）～（３）
の中から１つ選びなさい。

ａ．金融機関全体の住宅ローン残高は，2002 年以降伸び悩んでいる。今後の人口
減少を考えれば，住宅ローンが増える余地は限られており，競争はますます激
化すると考えられる。

ｂ．ＪＡの住宅ローン残高（ 2019 年）は，住宅機構を除くと，国内銀行，信用金庫
に次いで多く，この１年間の伸び率は国内銀行，信用金庫を上回っている。

ｃ．住宅金融専門会社の住宅ローンの取扱いシェアは微々たるものだが，過去１年
間（ 2018 年～2019 年）の伸び率は国内銀行やＪＡを上回っている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問２］　個人ローン（狭義）の市場環境について，適切なものはいくつあるか。（１）
～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．長らく減少傾向にあった，国内銀行や信用金庫の消費者向け貸出残高がここ数
年増え続けているのは，住宅ローンの利幅が薄くなり，個人ローン（消費者金
融）が高利回り商品であることが金融機関に認識され出した結果といえる。

ｂ．クレジットカードにデビットカード，Ｅマネーを加えた「キャッシュレス取扱
高」を民間最終消費支出で割った日本の決済比率（ 2017 年）は，アメリカや韓
国に比べて低く，キャッシュレス化が遅れている。

ｃ．貸金業法の改正により減少していた貸金業者の消費者向け貸付残高は，ここ数
年増加に転じている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

ローン推進



（ 2）農林中金アカデミー

［問３］　個人・家計メイン化について，適切なものはいくつあるか。（１）～（３）の
中から１つ選びなさい。

ａ．リテール取引の最終目的は，個人・家計のメイン先を増加させることである。
ｂ．個人・家計メイン化を推進する際に中心となるローン商品は住宅ローンである

が，お客様が保有している住宅が担保割れしていた場合には，借換えの相談に
は応じられない。

ｃ．カードローンは利幅が大きく，手続きが簡単で気軽に利用できる特性を持ち，
カードの普及と相まって進展が見込まれる商品である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問４］　ローン契約の特徴と法的性格について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　ローン契約は民法の要物契約であるから，貸主が金銭を交付することによっ

て成立し，書面によって貸主と借主両者が合意したとしても成立しない。
（２）　ローンは，融資対象が個人であること，資金使途が消費財・消費サービスの

購入であること，個人所得を返済原資とした月賦返済方式が一般的であること，
などの特性がある。

（３）　ローン契約書は，一種の「付合契約」としての性格を持っており，金融機関
の定めた統一的・標準的な契約内容を，取引開始にあたり顧客が承認する形と
なっている。また，事務合理化および印紙税の節税という観点から，ほとんど
の金融機関で差入方式が採用されている。

［問５］　ローンの借換えについて，適切なものはいくつあるか。（１）～（３）の中か
ら１つ選びなさい。

ａ．住宅ローンのような決まったパイの中では，他金融機関・他業態をターゲット
とした「借換え戦略」が重要である。

ｂ．住宅ローン以外の狭義の個人ローンでは，融資金額も小さく，期間もそれほど
長くはないので，借換えによる金利負担の軽減にはつながりにくいが，取引一
本化により，全体としての月々の返済負担が軽減できる場合は，お客様にとっ
ても目に見えやすいメリットになる。

ｃ．借換え推進は，お客様に関する生の情報が収集できる職域単位で進めた方が，
与信判断上もメリットがある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 3） 農林中金アカデミー

［問６］　渉外担当者のＡ君は，社内融資制度を持つＹ社に，社内融資制度を持つ企
業において提携ローンを取り入れた場合の企業のメリットを示して，売り込
みを図っている。Ａ君が挙げた次の３つのメリットのうち，適切なものはい
くつあるか。

ａ．資金負担がなくなる。
ｂ．最初の申込受付だけの事務負担で済み，現金支払事務・回収事務など管理事務

負担がなくなる。
ｃ．従業員の提携ローン利用は，福利厚生に役立つ（高利借入を防ぐことができる）。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問７］　住宅ローンの他金融機関への借換えが起こる原因，借換えに注意が必要な
局面として，適切なものはいくつあるか。（１）～（３）の中から１つ選びなさ
い。

ａ．住宅ローンの実行後，お客様と疎遠になっている。
ｂ．現在のＪＡ・ＪＦのローン金利よりも，他金融機関のローン金利の方が安く，

借り換えた方が負担が軽くなる。
ｃ．金利の上昇局面となっている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問８］　新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先の業績が傾き収入が減り，住宅
ローンの返済猶予の申し出があったお客様への対応として，最も適切なもの
を１つ選びなさい。

（１）　事情は分かるが，住宅ローンは融資契約なので，返済猶予には応じられない
旨を回答する。

（２）　貸金業者から融資を受けて，返済するようアドバイスをする。
（３）　返済猶予等の条件変更について，迅速かつ柔軟に対応する。



（ 4）農林中金アカデミー

［問９］　住宅ローンの借換え推進について，適切なものはいくつあるか。（１）～
（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．借換え推進については，分譲地・マンション・建売住宅など自店のテリトリー
内で，比較的高級で，金利の低い時期に分譲された地域を狙うのがポイントで
ある。

ｂ．他金融機関の住宅ローンをＪＡの住宅ローンに借換えをする場合は，新たに団
体信用生命共済（保険）に加入してもらう必要がある。

ｃ．住宅ローンを借り換えるには，抵当権を設定し直す費用や保証料・保険料等の
新たな負担が生じる。したがって，借換前後の金利差が小さい場合，お客様に
とってメリットが出にくい状態にある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 10］　代位弁済について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　第三者から弁済の申し出があったので，債務者に賛成か反対かの意思を確認

した。
（２）　債務者が死亡したが，団体信用生命共済（保険）が無効とされたので，回収す

る手段はなくなった。
（３）　後順位担保権者から，債務者に代わって返済を行う旨の申し出があったので，

これに応じた。

［問 11］　住宅ローンの金利について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　住宅ローンの固定金利型は，ローン契約時の適用金利が借入期間を通じて変

わらない仕組みだが，お客様との相対交渉により返済途中で金利を引き下げる
扱いもある。

（２）　変動金利型住宅ローンの元利均等方式では，市中の金利がどんなに変動して
も，５年間は毎月の返済額が変わらないルールがあるが，これは新しい金利の
適用を５年後に繰り延べているためである。

（３）　住宅ローンの変動金利型の金利は，長期プライムレートに連動する変動金利
である。



（ 5） 農林中金アカデミー

［問 12］　ＪＡ・ＪＦマイカーローンとディーラーローンについて，一般的に適切
でないものを１つ選びなさい。

（１）　マイカーローンは，ディーラーローンに比べて金利が低い。
（２）　マイカーローンは，車が担保となるので審査が簡単である。
（３）　マイカーローンは，車の所有権をお客様自身が持てるが，ディーラーローン

は完済するまで所有権が持てない。

［問 13］　総務省が行っている家計調査から分かる勤労者（２人以上の世帯）の借入
れに関する情報で，適切でないものを１つ選びなさい。

（１）　全体の５割を超える世帯が借入れを行っており，家庭の多くは何らかの形で
ローンとかかわりを持っている。

（２）　一世帯平均の負債残高はここ数年増加しており，年収に占める負債比率も高
まっている。

（３）　負債の中で最も大きなものは，「住宅・土地のためのもの」であるが，借入
先は民間金融機関より公的金融機関の比率が高い。

［問 14］　ローンの申受書類の取扱いについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　運転免許証の提出を受ければ，持参した人が本人であることは確認できるが，

運転経歴証明書では確認できない。
（２）　健康保険被保険者証からは勤続年数の確認ができるが，国民健康保険の被保

険者証からは勤続年数（営業年数）の確認はできない。
（３）　本人以外の者が，本人の印鑑証明書とその印鑑を捺印した書類を持参してき

たが，それだけでは本人の行為であるとは言えない。

［問 15］　ＪＡ多目的ローンの受付・審査について，適切なものはいくつあるか。
（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．資金使途を証明する書類を必ず徴求した上で，融資の受付を行う。
ｂ．保証機関の保証を徴求するので，受付業務は経験が浅い職員に担当させること

が望ましい。
ｃ．短期間で返済が可能なものに長期の期間を設定する方法は，返済資金に余裕が

できるので好ましい。
（１）　０（なし）
（２）　１つ
（３）　２つ



（ 6）農林中金アカデミー

［問 16］　個人向けローンの現状について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　新型コロナウイルス感染症の流行は，小口ローン推進にとって大きなマイナ

スの要因である。
（２）　住宅ローンは金利競争が激しくなり，高収益が期待できなくなったので，

ＪＡ・ＪＦにとってもはや「主要且つ戦略的な業務」とはいえなくなった。
（３）　多くのＪＡ・ＪＦでは，銀行や信用金庫などが合理化した，個人顧客向け渉

外サービスを行っているので，セールスチャンスが他の金融機関より多いとい
える。

［問 17］　ローンの貸出先に延滞が発生した時の対応として，適切なものはいくつ
あるか。（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．あらためて債権書類の点検を行い，書類に不備があれば早急にその補正を行う。
ｂ．延滞が生じた借主に直ちに連絡を取り，入金の督促を行い，必ず入金約束を得

るようにする。
ｃ．借主が行方不明になっている時は，まずはその探索をする。その方法としては，

住民票の移動を追っていくのが効率的である。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 18］　買換えの特例に関する記述のうち，適切なものはいくつあるか。（１）～
（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．居住用財産の買換え特例とは，もとの居住用財産を売却した時にかかる譲渡益
に対する課税を，将来に繰り延べることができる制度である。

ｂ．売却した人の居住期間が 10 年以上でないと，買替え資産の特例を受けること
はできない。

ｃ．売却した住居は，居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除など，他
の特例を受けていないことが条件である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［問 19］　住宅ローンの提案方法について，適切なものはいくつあるか。（１）～
（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．提案にあたっては，ＪＡ・ＪＦの商品内容に精通しておくことが大切であり，
いたずらに他金融機関と競争するよりも，自ＪＡ・ＪＦの住宅ローンの長所を
強調することが重要である。

ｂ．提案にあたっては，お客様サイドに立つことが基本で，希望する物件価格が高
めと思われる場合でも，ボーナス返済を多めに設定するなどのアドバイスで，
プランの実現をサポートする。

ｃ．ボーナス返済を併用する場合には，ボーナス返済に偏りすぎないようにする。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 20］　個人信用情報機関について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　個人信用情報機関は業態別に設立されており，全国銀行個人信用情報セン

ターは，預貯金を扱う金融機関が会員となっている。他に信販，クレジット系
の㈱日本信用情報機構，消費者金融会社系の㈱シー・アイ・シーの２つがある。

（２）　全国銀行個人信用情報センターでは，どんな資金を，いつ，いくら借りたか，
事故になっていれば，いつ，どこの手形交換所で，どんな区分の事故となって
いるかの情報が提供される。

（３）　各機関の会員は，ＣＲＩＮ（Credit Information Network）のネットワークシ
ステムにより，加盟する個人信用情報機関を通じて，他業界の信用情報のうち
不払いや延滞等の事実がないという情報（ホワイト情報）を照会することができ
る。



（ 8）農林中金アカデミー

［問 21］　Ａ群に示された公的な土地評価基準の内容をＢ群から選び，その組合せ
として正しいものを，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

＜Ａ群＞
ａ．地価公示価格
ｂ．基準地標準価格
ｃ．路線価
＜Ｂ群＞
イ．相続税や贈与税の税額算定基準になる
ロ．固定資産税の算定基準になる
ハ．一般の土地取引に指標を提供するだけでなく，公共事業用地を取得する際の算

定基準にもなる
ニ．都道府県が不動産鑑定士の評価を参考に，７月１日時点で調査する地価

（１）　a. ＝ロ　b. ＝イ　c. ＝ニ
（２）　a. ＝ハ　b. ＝ニ　c. ＝イ
（３）　a. ＝イ　b. ＝ロ　c. ＝ハ

［問 22］　自店で取引がある住宅関連会社とのパイプ作りのために，ローン推進担
当者が当該会社に対して直接行うべき営業活動として，適切でないものを
１つ選びなさい。

（１）　当該住宅関連会社から収集した不動産関連情報を，不動産情報管理カードを
作成し提供する。

（２）　自ＪＡ・ＪＦで新しい住宅ローンが開発されたら，かねてからリストアップ
しておいた住宅関連会社に対し，住宅ローン説明会を行う。

（３）　親交のある住宅関連会社からの求めに応じ，不動産購入に関連して顧客ニー
ズがある様々な情報（引越し業者やリフォーム業者の情報など）を提供する。
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［問 23］　カードローンは，それぞれの顧客に対して貸付限度額が決まっているが，
同じ借入者に複数のローンを貸し付ける場合にも，トータルで貸付限度額を
決めている金融機関もある。仮にＪＡの個人向けローン（狭義）のトータルの
貸付限度額を 1,000万円とした時，JＡと取引のあるＡさんの場合，あとい
くらまでカードローンの枠を増やせるか。（１）～（３）の中から正しいものを
１つ選びなさい。

＜Ａさんの借入状況＞
カードローンを極度額 100 万円で設定利用中。現在の借入残高　40 万円。
商品概要上のカードローン上限は 300 万円以内。
マイカーローン　 当初借入 　300 万円　 現在の借入残高　250 万円
教育ローン　　　 当初借入 　250 万円　 現在の借入残高　200 万円
多目的ローン　　 当初借入 　150 万円　 現在の借入残高　180 万円

（１）　 80 万円
（２）　200 万円
（３）　270 万円

［問 24］　住宅金融支援機構のフラット 35について，適切でないものを１つ選びな
さい。

（１）　フラット 35 は，住宅金融支援機構が買取りを行う条件を備えた，民間金融
機関の長期固定金利の住宅ローンである。

（２）　住宅金融支援機構は，金融機関から買い受けた住宅ローン債権に係る管理・
回収業務については，当該金融機関に手数料を支払い委託する。

（３）　フラット 35 は，本人または親族が住むための新築住宅の建設・購入資金の
みに限られ，中古住宅，投資用不動産の購入には利用できない。
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［問 25］　住宅金融支援機構が 2019年に発表した「民間住宅ローンの貸出動向調
査」によれば，民間金融機関の住宅ローンの取組姿勢は，現状・今後とも
「積極的」が最も多いもののやや減少し，「自然体（現状維持）」の割合が若干
増加している。これは，競争激化により採算が悪化しているためと思われる。
それにもかかわらず，多くの金融機関が今後も積極的に取り組む理由のうち，
上位の２つはどれか。（１）～（３）の中から正しい組合せを１つ選びなさい。

ａ．住宅以外の貸出伸び悩み
ｂ．中長期的な収益が魅力
ｃ．家計取引の向上
ｄ．市場シェア拡充
ｅ．貸出残高増強

（１）　c と e
（２）　a と b
（３）　c と d

［問 26］　住宅ローン相談会の開催方法について，適切なものはいくつあるか。（１）
～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．住宅購入者が多い 30 歳代，40 歳代に焦点を当てた開催が有効である。
ｂ．住宅ローン相談会は，各店舗月１回程度の頻度で，継続的に行うことが大切で

ある。
ｃ．住宅展示場や分譲地の現場説明会は，開催場所や日取りもまちまちなので，

ＪＡ・ＪＦ独自での相談会をメインとし，住宅関連会社との共催は補完的な位
置づけとした方がよい。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 27］　個人向けローンは，事業性貸出に比べて顧客の信用力を調査して裏を取
ることが難しい。この弱点を補うために適切でない方法を１つ選びなさい。

（１）　保証機関の保証を徴求する。
（２）　自動車資金融資にはマイカーローン，教育資金融資には教育ローンというよ

うに，商品を定型化する。
（３）　個人信用情報機関を活用する。
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［問 28］　住宅金融支援機構が，民間住宅ローンを取り扱う金融機関に対して実施
した「住宅ローンの販売で重視するチャネル」（ 2019年）のアンケート結果
について，適切でないものを１つ選びなさい。

（１）　「住宅事業者ルート」「取引企業等の職域ルート」「窓口等での個別対応」の
３つを重視する比率は，いずれも 70％を超えており，2018 年と変わらずかな
り高い。

（２）　「口コミや顧客紹介」「折込チラシ等によるエリア戦略」を重視する比率は，
いずれも 30％を超えている。

（３）　「インターネットの活用」を重視する比率は 20％程度である。

［問 29］　ＪＡバンクの教育ローンの商品概要について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　教育ローンは，子供の進学資金や教育費に利用できるローンで，融資対象者
の年齢は高校卒業時に合わせて 18 歳以上，最終償還時の年齢が 71 歳未満と
なっている。

（２）　就学する子弟の教育に関する資金であれば，アパートの家賃でも融資の対象
になる。

（３）　担保や保証人は不要だが，ＪＡが指定する保証機関の保証を必要とする。

［問 30］　ローン書類の受付について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　ローン契約を交わした人がその人本人であること，および本人の意思に基づ

いて行われていることの２つを確認すれば，契約は有効に成立する。
（２）　ローンの受付にあたり見積書の写しを徴求する場合，資金使途や所要金額の

確認をすると同時に，見積書が有効期限内であるか，書類作成者の印が押印さ
れているかの確認も忘れてはならない。

（３）　ローン契約を締結する場合には，たとえ本人自らが目の前で自署，または本
人が記名捺印しても，本人の意思を確認したとはいえない。 

［問 31］　個人ローン販売においては，窓口での顧客対応が非常に重要である。望
まれる対応として最も適切なものを１つ選びなさい。

（１）　お客様のことをよく知るためには，「聞き上手」になるより「話し上手」に
なる方が重要である。

（２）　複数の商品を提案し，その中からお客様に選択してもらう。
（３）　お客様のニーズをつかんだとしても，積極的に提案をするのではなく，お客

様からの相談や照会を待ってから提案をする。
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［問 32］　アパートローンの市場環境について，適切なものはいくつあるか。（１）
～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．人口の減少に伴い，貸室の需要の伸びは期待しにくいので，アパートの事業計
画の相談には慎重に臨むことが必要である。

ｂ．アパートローンは，個人ローンの中でも金額が大きいので，獲得に成功すれば
貸出残高を一気に伸ばせるメリットがあり，金融機関にとって魅力ある商品と
いえる。

ｃ．2020 年４月の改正民法の施行を機に，一部の金融機関では，アパートローン
で法定相続人を連帯保証人とすることを原則廃止した。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 33］　内容証明郵便の効果について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　内容証明による督促は，金融機関の強い意思表示にはなるが，債務者に対し

て法的な支払いを強制するような効力は持っていない。
（２）　内容証明による督促は時効中断の効果があるので，新たにその時点から時効

が進行する。
（３）　内容証明による督促は，時効の完成が猶予されるだけであり，そのまま再び

放置して６ヵ月が経過すると，時効が完成してしまう。

［問 34］　外国人とのローン取引について，適切なものはいくつあるか。（１）～
（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．外国人も団体信用生命共済（保険）に加入できる。
ｂ．帰化している場合には，日本国籍を有するので日本人に対する対応と同様に考

えてよい。
ｃ．長期滞在しているケースでも，債務をそのままにして帰国してしまった場合に

は，督促状を送付する等の限定的な措置しかできないので，消極的な対応と
なってもやむを得ない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 35］　ローン取引に関し，最も延滞率が低いと考えられる人物を１つ選びなさい。
（１）　一部上場企業に勤めている
（２）　安定した取引実績があり取引歴が長い
（３）　自家を保有しており，家庭を持っている
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［問 36］　ローンの延滞について，適切なものはいくつあるか。（１）～（３）の中か
ら１つ選びなさい。

ａ．減少してきた自己破産の申立件数は，2017 年から 2018 年にかけて連続して増
加している。

ｂ．消滅時効が完成した場合には，個人向けローンにおいては，保証機関に請求を
するしかなく，保証機関の保証が最後の拠り所となる。

ｃ．金融機関のローン債権の消滅時効は，従来は商法により５年と定められていた
が，2020 年４月１日の民法改正施行後も５年である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 37］　住宅ローンの販売について，適切なものはいくつあるか。（１）～（３）の
中から１つ選びなさい。

ａ．多くの金融機関は，厳しい金利競争にもかかわらず，住宅ローンの積極方針を
変えていない。住宅金融支援機構の調査（ 2018 年～2019 年）によると，積極化
の方策としては，「借換案件の増強」「金利優遇拡充」などが順位を下げ，いた
ずらに他金融機関との競争を追わない方針に変わってきている。

ｂ．フラット 35 は，借主本人または親族が住む目的で住宅を購入する場合のほか，
他人への貸家を目的とした資金の貸出にも利用される。

ｃ．住宅ローン商品を販売する際に特に注意すべき説明事項は，今後の情勢の変化
によってお客様の負担が増える事態が想定される，変動金利型の仕組みについ
てのみである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 38］　ＪＡカードローンとＪＡフリーローンについて，適切でないものを１つ
選びなさい。

（１）　カードローンの融資金額の上限は 300 万円だが，フリーローンでは 100 万円
である。

（２）　カードローン，フリーローンともに，資金使途証明は不要である。
（３）　カードローンは変動金利型だが，フリーローンは固定金利型である。
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［問 39］　居住用財産を譲渡した場合の「 3,000万円の特別控除」について，適切
なものを１つ選びなさい。

（１）　１年以内に取得した，居住用の建物を売却した場合には適用されない。
（２）　売却した相手が，同人が創業し社長を務める株式会社である場合にも適用さ

れる。
（３）　居住用の住宅を取り壊してその敷地を譲渡した場合にも，一定の条件を満た

した場合には適用される。

［問 40］　代理人による手続きについて，窓口担当者の対応として適切なものを
１つ選びなさい。

（１）　高校生の息子が，父親名義の通帳と印鑑を持ってローンの手続きをしに来た
ので，手続きを行った。

（２）　ローン借入の申込手続きに，申込人と違う名前の人が申込人の実印を持参し
て来店したので，手続きに応じた。

（３）　ローン借入時に，借入名義人以外の家族が，借入名義人が自署した金銭消費
貸借証書を届けに来たので，そのまま受け取った。

［問 41］　アパート経営の税制上のメリット等について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　アパート経営での赤字は，給与所得や事業所得など他の所得から差し引くこ
と（損益通算）ができるため，節税になる。アパート用の土地の取得のための借
入金の支払利子も，損益通算の対象になる。

（２）　アパートの建物の減価償却費は「定額法」である。その他一定の要件を満た
すと，割増償却が認められる。

（３）　アパートの取得や建築のための資金は，たとえ自己資金があっても，借入れ
で賄う方が節税効果が大きくなることもある。
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［問 42］　不動産登記簿について，適切なものはいくつあるか。（１）～（３）の中か
ら１つ選びなさい。

ａ．不動産登記簿は，土地と建物ごとに別々の帳簿で作成され，この表題部には不
動産の種類，所在地など物理的な条件のほか，売買，相続など不動産が登記さ
れた原因も記載されている。

ｂ．不動産登記簿の権利部（甲区）には，抵当権，賃借権，地上権など所有権以外の
権利関係が記載される。

ｃ．不動産登記簿の権利部（乙区）には，所有権に関する事項が記載されているが，
売買により取得した不動産は所有権移転登記となる。

（１）　０（なし）
（２）　１つ
（３）　２つ

［問 43］　住宅ローンの金利タイプについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　2018 年度の新規貸出額では，変動金利型の割合が２年連続して増加した。
（２）　住宅ローンの金利タイプで，利用者にとって一番有利な選択（変動金利型，

固定金利型，一定期間固定金利型等）については，金利水準によって考え方を
示すことはできない。

（３）　変動金利型では，短期プライムレートに連動して適用金利を見直すが，市場
金利が低下局面ではメリットがある。

［問 44］　住宅を取得した時や保有している期間中には，税金がかかる。以下のう
ち適切なものはいくつあるか。（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．固定資産税は，毎年１月１日現在，区市町村の固定資産税台帳に記載されてい
る土地・建物にかかる税金で，所有者が納める。

ｂ．抵当権を設定する際には，登録免許税がかかる。
ｃ．住宅用地は，一定の要件を満たすと都市計画税が軽減される。
ｄ．マイホームを購入した時に不動産業者と取り交わす売買契約書には，印紙税が

必要である。
ｅ．消費税は，2019 年 10 月１日から 10％に引き上げられたので，それ以降に新た

に契約して購入した家屋や土地に対しても，10％の消費税がかかることになっ
た。

（１）　５つ
（２）　４つ
（３）　３つ



（ 16）農林中金アカデミー

［問 45］　個人ローンの審査について，適切なものはいくつあるか。（１）～（３）の
中から１つ選びなさい。

ａ．定量分析のポイントは，ボーナス時の返済額を含めた年間総返済額を，年間の
可処分所得で割った返済比率である。

ｂ．定性分析のポイントは，現在を含む過去の歴史，未来の経済的可能性，資金使
途の健全性の３つである。

ｃ．現在を含む過去の歴史の中で最も重要な評価基準は，クレジットヒストリーで
あり，次に勤続年数・職種などである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 46］　内部取引情報を参考にして，お客様にローンを勧誘する以下のケースの
うち，最も適切なものを１つ選びなさい。

（１）　総合口座の利用者で，頻繁に当座貸越が発生しているお客様に，カードロー
ンを勧める。

（２）　住宅ローンの返済が進み，完済に近づいているお客様に，リフォームローン
を勧める。

（３）　クレジットカードの引落しが頻繁に発生しているお客様に，フリーローンの
メリットを伝えて勧める。

［問 47］　不動産の登記について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　不動産登記簿の閲覧は，当該物件を管轄している法務局（登記所）に出向き，

「申請書」で所定の手続きを行えば誰でも閲覧できるが，登記簿謄本または抄
本の交付を受けるのは，所有者またはその代理人だけしか行えない。

（２）　不動産登記簿の乙区には，所有権移転請求権保全の仮登記の資産がある場合
もある。この場合には，後で本登記が申請されると，仮登記をした日に遡って
本登記がなされたのと同様の効果が生じるため，仮登記以降にされた登記はす
べて無効になる。

（３）　不動産登記簿の記載を信頼して，登記簿に記載された所有者から当該不動産
を買い受け，あるいは当該不動産を担保として抵当権の設定を受けた場合でも，
真の所有者が別に存在している場合には保護されない。



（ 17） 農林中金アカデミー

［問 48］　ＩＴの発達とともに非対面取引が拡大しているが，以下のうち適切なも
のはいくつあるか。（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．ＩＴの発達により，金融機関と他の業態との垣根が崩れつつある。
ｂ．金融機関の強みは，実店舗に集客できることである。お客様との接点が極めて

大切であることに変わりはない。
ｃ．ローン取引の非対面化は，今後も進展する。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 49］　業務遂行上の義務について，適切なものはいくつあるか。（１）～（３）の
中から１つ選びなさい。

ａ．固定金利適用の特約期間は３年，５年など選択することができるが，いったん
選択した場合，特約期間の途中で他の金利タイプへの変更はできない旨をお客
様に口頭で説明した上で，書面を交付する必要がある。

ｂ．住宅ローンの勧誘は，いったん断られても成功するまで何回も継続しなければ，
優秀なセールスマンだとはいえない。

ｃ．顧客の契約意思確認には，契約の内容を説明した上で，職員の面前で契約者本
人から契約書に自署，または本人から記名捺印を受けることを原則としている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 50］　住宅ローンの基本的な商品概要について，適切でないものを１つ選びな
さい。

（１）　ＪＡ・ＪＦ住宅ローンを組む場合には，団体信用生命共済（保険）への加入を
義務付けているので，住宅ローンの利用者が亡くなった場合には，保険会社は
ただちに遺族に対し保険金を支払ってくれる。

（２）　疾病保障付損害保険は，住宅ローンに付帯する任意の保険である。９大疾病
保障付保険は，がん，急性心筋梗塞，脳卒中，高血圧症，慢性腎不全，慢性膵
炎，肝硬変，糖尿病，ウイルス肝炎といった９つの病気を対象とする。

（３）　金融機関は，融資した物件に対して第１順位の抵当権を設定するが，最近は
保証会社の保証のみで，抵当権は保証会社が設定する形もある。






