


−1−

ローン推進 ローン推進

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「ローン推進」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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住宅ローンの市場環境

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　18％

正解　⑶	

　解　説

a. は適切。テキスト No.1 P33「1. 他業

態をも含めた競争が激化している住宅

ローン市場⑴住宅ローン貸出残高の推

移」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P32「1. 他業

態をも含めた競争が激化している住宅

ローン市場⑴住宅ローン貸出残高の推

移 図表 2 − 2」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P32「1. 他業

態をも含めた競争が激化している住宅

ローン市場⑴住宅ローン貸出残高の推

移 図表 2 − 2」参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため，⑶が本問の正解である。

個人ローンの市場環境

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。⑴～⑶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
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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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　49％

正解　⑶	

　解　説

a. は適切。テキスト No.1 P40,41「1. 重

要な個人ローン開拓，図表 2 − 7」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P44「3. カード

ショッピングの進展」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P43「2. 改正貸

金業法について⑵貸金法改正の影響，

図表 2 − 8」参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため，⑶が本問の正解である。

個 人 ・ 家 計 メ イ ン 化

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　65％

正解　⑵	

　解　説

a. は適切。テキスト No.1 P56「1. 個人・

家計メイン化には個人向けローンが武

器になる⑴個人・家計メイン化とは」

参照。

b. は適切でない。担保割れしていても，

条件を満たす時には，借換えローンの

適用を検討することが必要である。テ

キスト No.1 P57「1. 個人・家計メイ

ン化には個人向けローンが武器になる

⑴個人・家計メイン化とは−①」，P76

「2. 推進の準備はこうする⑵借換え推進

のポイント」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P57「1. 個人・

家計メイン化には個人向けローンが武

器になる⑴個人・家計メイン化とは−

②」参照。

　　したがって，a,c が適切であるため，

⑵が本問の正解である。

ローン契約の特徴と法的性格

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。

⑴　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，
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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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　59％

正解　⑴	

　解　説

⑴は適切でない。ローン契約は，原則と

して，貸主が金銭を交付することによっ

て成立する民法の要物契約だが，書面

を交付する場合には合意のみによって

成立する（民法 587 条 2 項）。テキス

ト No.1 P29「2. ローン契約とは⑴ロー

ン契約の法的性格」参照。

⑵は適切。テキスト No.1 P28「2. ローン

契約とは⑴ローン契約の法的性格」参

照。

⑶は適切。テキスト No.1 P30「2. ローン

契約とは⑴ローン契約の法的性格，⑵

ローン契約の形式」参照。

ロ ー ン の 借 換 え

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　67％

正解　⑶	

　解　説

a. は適切。テキスト No.1 P75「1. 借換え

が最大の推進策である理由」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P76「1. 借換え

が最大の推進策である理由」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P78「3. 一本化

工作は職域単位で⑵職域単位で行うメ

リットとチェックポイント」参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため，⑶が本問の正解である。

取引先企業への職域セールス

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



−6− −7−

ローン推進 ローン推進

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）。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　60％

正解　⑶	

　解　説

a. は適切。テキスト No.1 P73「3. 取引先

企業の職域ルートの活用で大きな成果

を⑵長期的推進体制が必要」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P73「3. 取引先

企業の職域ルートの活用で大きな成果

を⑵長期的推進体制が必要」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P73「3. 取引先

企業の職域ルートの活用で大きな成果

を⑵長期的推進体制が必要」参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため，⑶が本問の正解である。

住宅ローンの借換えが起こる要因

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　62％

正解　⑵	

　解　説

a. は適切。テキスト No.1 P63「4. 他金融

機関への借換え防止策⑴なぜローンの

借換えが起こるのか」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P63「4. 他金融

機関への借換え防止策⑴なぜローンの

借換えが起こるのか」参照。

c. は適切でない。金利の上昇局面ではな

く，低下局面では金利負担軽減の効果

が出やすいため，借換えローンの比率

が大きく増加する。テキスト No.1 P64

「4. 他金融機関への借換え防止策⑵「借

換え」に注意が必要な状態とは」参照。

　　したがって，a,b が適切であるため，

⑵が本問の正解である。

ロ ー ン 延 滞 時 の 対 応

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。

⑴　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。

⑵　貸金業者から融資を受けて，返済するよ
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うアドバイスをする。

⑶　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。

	 正解率　98％

正解　⑶	

　解　説

　　新型コロナウイルス感染症の影響で

収入が減り，住宅ローンの支払いが難

しくなる利用者が増え始めた。日経新

聞（2020 年 4 月 22 日）によれば，こ

れに対応し「住宅金融支援機構も「フ

ラット 35」について，最長 15 年間の

延長に応じる。銀行も，返済条件の変

更にかかる手数料を無料にするなど，

家計支援に重点を置いている」との記

事がある。

　　また，住宅金融支援機構のホームペー

ジでも「新型コロナウイルス感染症の

影響によりご返済が困難になっている

お客様へ」と題し，対応策を表示して

いる。

⑴は適切でない。社会全体に影響を及ぼ

す大災害時の金融機関の対応としては

好ましくない。顧客の事情を十分考慮

したうえで，返済猶予等の相談に柔軟

に対応すべきである。応用問題。

⑵は適切でない。貸金業者から融資を受

ければ，金利負担が大きくなり，家計

にとってマイナスになる。応用問題。

⑶は適切。応用問題。

住宅ローンの借換え推進

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　71％

正解　⑵	

　解　説

a. は適切でない。金利の低い時期に分譲

された物件では，借換えメリットが出

ない可能性がある。金利が高い時期に

分譲された物件がメリットが出やすい。

テキスト No.1 P119「2. 借換えはマス

で不動産登記簿から⑵借換え商材はマ

スでとらえる」参照。

b. は適切。住宅ローンは，団信への加入

が条件になっている。融資金融機関が

変わる借換えローンの場合には，新し

く取引する金融機関で団信に加入する

必要が生じる。テキスト No.1 P84「3. 住

宅ローンの商品概要 図表 4 − 3 住宅

ローンの商品概要（例）」，P85～86「4.注

意すべき説明事項−②」参照。応用問題。
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c. は適切。借換え費用の中には抵当権を

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。借換前後の金利

差が小さい場合は，お客様にとってメ

リットが出にくい状態にある。テキス

ト No.1 P117 ～ 118「1. 住宅ローンの

借換えは金利差の訴求がポイント」。

　　したがって，b,c が適切であるため，

⑵が本問の正解である。

代 位 弁 済

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　85％

正解　⑵	

　解　説

⑴は適切。テキストNo.2 P122～123「6.親

兄弟・親戚などからの代位弁済・引受け」

参照。

⑵は適切でない。相続人が折衝相手とな

る。テキスト No.2 P116「1. 債務者の

死亡と相続のとき」参照。

⑶は適切。後順位担保権者は，保証人，

担保提供者，担保物の第三取得者とと

もに，弁済についての正当な権利を持っ

ている人であり，法定代位者から申し

出があった場合には，債権者としての

金融機関は弁済を拒むことはできない

（民法 413 条，500 条）。テキスト No.2 

P122 ～ 123「6. 親兄弟・親戚などから

の代位弁済・引受け」参照。

住宅ローンの金利タイプ

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　64％

正解　⑴	

　解　説

⑴は適切。他行からの借換えアプローチ

を受けている場合などは，状況により，

金利引下げの条件変更について検討・

実施することもある。テキスト No.1 

P65「4. 他金融機関への借換え防止策

⑶対応策−②」参照。

⑵は適切でない。5 年間毎月の返済額が

変わらないのは，適用金利は毎月また

は半年ごとに見直されるが，元利均等

方式の場合，返済額の元金と利息の割

合を調整するためである。テキスト
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No.1 P84「3. 住宅ローンの商品概要 図

表 4 − 3 住宅ローンの商品概要（例）【変

動金利型】」参照。

⑶は適切でない。短期プライムレートに

連動する長期貸出金利である。テキス

ト No.1 P84「3. 住宅ローンの商品概要 

図表 4 − 3【金利変動型】」参照。

マイカーローンとディーラーローン

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　93％

正解　⑵	

　解　説

⑴は適切。テキスト No.2 P9「3. ディー

ラーローンと比較した長所を売る」参

照。

⑵は適切でない。マイカーローンではな

く，ディーラーローンは車が担保にな

るので，審査は簡単である。テキスト

No.2 P9「3. ディーラーローンと比較

した長所を売る」参照。

⑶は適切。テキスト No.2 P9「3. ディー

ラーローンと比較した長所を売る」参

照。

勤労者世帯の借入状況

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　79％

正解　⑶	

　解　説

⑴は適切。テキスト No.1 P57 ～ 58「1. 個

人・家計メイン化には個人向けローン

が武器になる⑶個人・家計メイン化を

進めよう 図表 3 − 3」参照。

⑵は適切。テキスト No.1 P57 ～ 58「1. 個

人・家計メイン化には個人向けローン

が武器になる⑶個人・家計メイン化を

進めよう 図表 3 − 3」参照。

⑶は適切でない。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の比率

が高い。テキスト No.1 P57 ～ 58「1. 個

人・家計メイン化には個人向けローン

が武器になる⑶個人・家計メイン化を

進めよう 図表 3 − 3」参照。
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ローン申受書類の取扱い

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　81％

正解　⑴	

　解　説

⑴は適切でない。偽造であるかの注意は

必要だが，運転免許証も運転経歴証明

書（免許返上者に交付される）も写真

付きなので，本人確認は可能である。

テキストに記載はない。応用問題。

⑵は適切。テキスト No.2 P132「巻末

資料〔付表 2〕ローン申受書類一覧」

参照。

⑶は適切。印鑑の捺印だけでは本人の意

思は確認できない。本人の自署または

本人自らが目の前で記名・捺印した場

合以外は，本人の意思を確かめる必要

がある。テキスト No.2 P66「1. 最も重

要な本人確認と本人の意思確認⑶本人

の意思に基づくかの確認のポイント」

参照。

JA 多目的ローンの受付・審査

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。⑴～⑶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。

⑴　0（なし）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

	 正解率　49％

正解　⑵	

　解　説

a. は適切。JA 多目的ローンでは資金使途

証明が必要である。テキスト No.2 P21

「1. 資金使途を限定しないローン⑶商品

概要」参照。

b. は適切でない。保証会社の保証があっ

ても，多目的ローンの審査には人物を

判断する眼力が必要となるため，受付

業務はベテラン職員が担当することが

望ましい。基本的な常識問題。テキス

ト No.2　P23「1. 資金使途を限定しな

いローン⑸推進上の留意点」，P23 ～

24「1. 資金使途を限定しないローン（6）

人に対する信用が最後の担保−②」参

照。

c. は適切でない。他の使途への資金流用

や再度の借入れの発生につながること
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もあるため，好ましくない。テキスト

No.2 P23「1.資金使途を限定しないロー

ン（6）人に対する信用が最後の担保−

②」参照。

　　したがって，a が適切なため，⑵が

本問の正解である。

個人向けローンの現状

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　80％

正解　⑵	

　解　説

⑴は適切。新型コロナウイルス感染症の

流行は，経済にとって大きなマイナス

要因であり，マイカー需要や不要不急

の消費が落ち込むほか，失業者の増加

や収入の減少によりローンの延滞が増

えるおそれもある。一般常識。

⑵は適切でない。住宅ローンは，競争激

化で高収益性は期待できなくなってい

るが，個人取引メイン化の入口であり

「主要且つ戦略的な業務」であることに

変わりはない。テキスト No.1 P10 ～

11「2. 近年伸びはじめている個人ロー

ン（狭義）」，P33「1. 他業態をも含め

た競争が激化している住宅ローン市場

⑵それでも魅力がある住宅ローン」参

照。

⑶は適切。テキスト No.1「開講にあたっ

て」参照。

延滞発生時の初期対応

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。

⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　47％

正解　⑶	

　解　説

a. は適切。テキスト No.2 P94「1. 延滞督

促とその際の注意点⑴電話による督促

はプライバシーに配慮」参照。

b. は適切。テキスト No.2 P94「1. 延滞督

促とその際の注意点⑴電話による督促

はプライバシーに配慮」参照。

c. は適切。テキスト No.2 P116「2. 債務
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者の行方不明・失踪したとき」参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため，⑶が本問の正解である。

買 換 え の 特 例

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　27％

正解　⑶	

　解　説

a. は適切。テキスト No.1 P94「3. 住み替

えには税務相談が大切⑵居住用財産の

買換え特例」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P94「3. 住み替

えには税務相談が大切⑵居住用財産の

買換え特例」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P94「3. 住み替

えには税務相談が大切⑵居住用財産の

買換え特例」参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため，⑶が本問の正解である

住宅ローンの提案方法

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　79％

正解　⑵	

　解　説

a. は適切。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

との金利面などの競争をするべきでな

い。テキスト No.1 P82 ～ 83「1. 住宅

購入時は自己資金 2 割，残りの 8 割は

借入れ⑵金融機関における住宅ローン

の位置づけ−②」参照。

b. は適切でない。物件価格に重点を置く

のではなく，無理なく返済できるプラ

ンが重要。ボーナス返済に大きく依存



−14−

ローン推進

するのは危険である。テキスト No.2 

P52「3. 住宅ローン審査のポイント⑴

返済が可能か−⑤」参照。

c. は適切。テキスト No.2 P52「3. 住宅ロー

ン審査のポイント⑴返済が可能か−⑤」

参照。

　　したがって，a,c が適切であるため，

⑵が本問の正解である。

個人信用情報機関の概要

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　 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。

	 正解率　62％

正解　⑵	

　解　説

⑴は適切でない。信販・クレジット系は

㈱シー・アイ・シー，消費者金融会社

系は㈱日本信用情報機構である。テキ

スト No.2 P78「2. 多重債務者の場合の

留意点⑵多重債務者の排除と信用照会」

参照。

⑵は適切。テキスト No.2 P78「2. 多重債

務者の場合の留意点⑵多重債務者の排

除と信用照会」参照。

⑶は適切でない。ホワイト情報の交流は

ない。これは，金融業界全体の大きな

課題の 1 つとなっている。応用問題。

公 的 な 土 地 評 価 基 準

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，⑴～⑶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

⑴　a. ＝ロ　b. ＝イ　c. ＝ニ

⑵　a. ＝ハ　b. ＝ニ　c. ＝イ

⑶　a. ＝イ　b. ＝ロ　c. ＝ハ

	 正解率　77％

正解　⑵	

　解　説

　　公的な土地評価について，固定資
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産税の課税標準価格を含め , 一物四価

あることを押さえておこう。テキスト

No.2 P131「巻末資料〔付表 1〕土地評

価参考資料」参照。

住宅関連会社との関係強化

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　52％

正解　⑴	

　解　説

⑴は適切でない。管理カードの作成は，

支店内の情報共有のための活動である。

当該住宅関連会社に対して直接行う営

業活動ではない。テキスト No.1 P115

「2. 具体的な活動手法はこうする」。

⑵は適切。テキスト No.1 P114「2. 具体

的な活動手法はこうする⑶住宅関連会

社への説明会の開催」参照。

⑶は適切。テキスト No.1 P114「2. 具体

的な活動手法はこうする⑵当方からの

情報提供」参照。

JA 個人向けローンの融資限度額

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。

⑴～⑶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

⑴　 80 万円

⑵　200 万円

⑶　270 万円

	 正解率　33％

正解　⑵	

　解　説

　　カードローンは残高でなく融資極度

額でカウントし，それ以外は残高とす

る。

1,000万円−（100万円＋250万円＋200万円

＋180万円）＝270万円
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　　枠としては 270 万円あるが，JA カー

ド ロ ー ン の 上 限 は 300 万 円 な の で， 

あと 200 万円が A さんの上限となる。

テキスト No.2 P35「1. カードローンは

重要な商品⑸カードローンの商品概要

−①②」参照。

　　したがって，⑵が本問の正解である。

フ ラ ッ ト 3 5 の 概 要

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　58％

正解　⑶	

　解　説

⑴は適切。テキスト No.1 P104「1. 住宅

金融支援機構のフラット 35」参照。

⑵は適切。テキスト No.1 P105「1. 住宅

金融支援機構のフラット 35 ⑴スキーム

−②」参照。

⑶は適切でない。新築住宅の建設・購入

資金のみならず , 中古住宅の購入資金

も利用可能である。投資用不動産の購

入には利用できない。テキスト No.1 

P106「1. 住宅金融支援機構のフラット

35 ⑵利用条件」参照。

住宅ローンに対する取組姿勢

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。⑴～⑶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

⑴　c と e

⑵　a と b

⑶　c と d

	 正解率　84％

正解　⑴	

　解　説

　　同調査によれば，その理由を家計

取 引 の 向 上（72.7 ％）， 貸 出 残 高 増

強（71.3％），住宅以外の貸出伸び悩

み（29.6％），中長期的な収益が魅力

（28.7％）の順に挙げている。したがっ

て，c,e が正しく⑴が本問の正解である。

テキスト No.1 P33 ～ 34「1. 他業態を

も含めた競争が激化している住宅ロー
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ン市場⑵それでも魅力がある住宅ロー

ン 図表 2-3」参照。

住宅ローン相談会の開催方法

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　52％

正解　⑶	

　解　説

a.は適切。テキストNo.1 P127～128「1.住

宅ローン相談会の概要⑴ターゲットは

30 歳～ 40 歳」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P128「1. 住宅

ローン相談会の概要⑶開催日時」参照。

c.は適切。テキストNo.1 P128～129「1.住

宅ローン相談会の概要⑷開催場所−③」

参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため，⑶が本問の正解である。

個人向けローンの弱点の補強策

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。

⑴　保証機関の保証を徴求する。

⑵　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。

⑶　個人信用情報機関を活用する。

	 正解率　44％

正解　⑵	

　解　説

⑴は適切。テキスト No.1 P12「Point ①」

参照。

⑵は適切でない。商品の定型化は，管理

コストの軽減に役立つものであり，顧

客の信用力を調査する機能はない。テ

キスト No.1 P14 ～ 15「3. 管理コスト

軽減の対応」参照。

⑶は適切。個人信用情報機関には，各

金融機関が実行したローンやクレジッ

トなどの取引情報・返済履歴等が登録

されており，顧客の信用力を調査して

裏を取る機能を持っている。テキスト

No.1 P13「2. 信用力強化のための金融

機関の対応⑵個人信用情報機関の設置」

参照。

住宅ローンの販売チャネル

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



−18−

ローン推進

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。

⑴　「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。

⑵　「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。

⑶　「インターネットの活用」を重視する比率

は 20％程度である。

	 正解率　63％

正解　⑵	

　解　説

⑴は適切。テキスト No.1 P47「1. 窓口等

で行う個別対応の重要性 図表 3 − 1」

参照。

⑵は適切でない。「口コミや顧客紹介」は

12.8％，「折り込みチラシ等によるエ

リア戦略」は 9.1％である。テキスト

No.1 P47「1. 窓口等で行う個別対応の

重要性 図表 3 − 1」参照。

⑶は適切。テキスト No.1 P47「1. 窓口等

で行う個別対応の重要性 図表 3 − 1」

参照。

教育ローンの商品概要

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　86％

正解　⑴	

　解　説

⑴は適切でない。融資対象者の年齢は満

20 歳以上である。テキスト No.2 P18

「2. 費用を数字で訴える⑷教育ローン商

品の概要 図表 1 − 8 − 2」参照。

⑵は適切。テキスト No.2 P18「2. 費用を

数字で訴える⑷教育ローン商品の概要 

図表 1 − 8 − 2」参照。

⑶は適切。テキスト No.2 P18「2. 費用を

数字で訴える⑷教育ローン商品の概要 

図表 1 − 8 − 2」参照。

ローン書類のチェックポイント

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。
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	 正解率　53％

正解　⑶	

　解　説

⑴は適切。テキスト No.2 P62「1. 最も重

要な本人確認と本人の意思確認⑴ロー

ン契約が有効に成立するには」参照。

⑵は適切。ローン取引の基本である。

⑶は適切でない。本人自らが目の前で

自署，または本人が記名捺印した場合

には，本人の意思といえる。テキスト

No.2 P66「1. 最も重要な本人確認と本

人の意思確認⑶本人の意思に基づくか

の確認のポイント」参照。

個人ローン販売における窓口対応

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　81％

正解　⑵	

　解　説

⑴は適切でない。お客様のことをよく知

るためには ,「話し上手」になろうとせ

ず「聞き上手」になり，お客様から聞

かれたことには労を惜しまず協力する

姿勢が大切である。テキスト No.1 P47

「2. 望まれる窓口の対応とは⑴聞き上手

になる」参照。

⑵は適切。商品メニューの中から，A 案，

B 案，C 案と複数の提案をし，それぞ

れの長所，短所を比較・説明すること

によって，お客様に選択させるような

セールスをすることが大切。テキスト

No.1 P48「3. ニーズをつかんだら良き

相談相手になる」参照。

⑶は適切でない。ニーズをつかんだら，

積極的に提案することが重要である。

お客様からの相談や照会を待って「こ

うしたらどうですか」と回答・提案

していては，他の金融機関に取引を奪

取されてしまう。テキスト No.1 P48

「3. ニーズをつかんだら良き相談相手に

なる」参照。

アパートローンの環境

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ
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⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　50％

正解　⑶	

　解　説

a. は適切。テキスト No.1 P98「2. 事業計

画と収支計画の重要性⑴事業計画」参

照。

b. は適切。テキスト No.1 P97 ～ 98「1. ア

パートローン獲得で一気に貸出を伸ば

す」，P98「2. 事業計画と収支計画の重

要性⑵収支計画」参照。

c. は適切。民法改正のポイントは，「第三

者が安易に保証人になってしまうとい

う被害を防ぐため，個人が事業用融資

の保証人になろうとする場合について，

公証人による保証意思確認の手続きを

新設し，一定の例外を除き，この手続

きを経ないでした連帯保証を無効」と

している。応用問題。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため，⑶が本問の正解である。

内 容 証 明 郵 便 の 効 果

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　78％

正解　⑵	

　解　説

⑴は適切。内容証明郵便の効果の限界に

ついて，しっかり理解しておこう。テ

キスト No.2 P106 ～ 107「4. 内容証明

の効力と限界」参照。

⑵は適切でない。内容証明による催告は，

時効の完成が猶予されるだけであって，

訴訟など法律上の請求をした時のよう

に完全に時効が中断され，新たにその

時点から時効が進行するのではない。

テキスト No.2 P107「4. 内容証明の効

力と限界」参照。

⑶は適切。内容証明郵便の効果の限界に

ついて，しっかり理解しておこう。テ

キスト No.2 P106 ～ 107「4. 内容証明

の効力と限界」参照。

外国人とのローン取引

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。⑴～⑶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
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きないので，消極的な対応となってもやむ

を得ない。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　30％

正解　⑶	

　解　説

a. は適切。テキスト No.2 P81「3. 外国国

籍の人の取扱い⑵外国人とのローン取

引−③」参照。

b. は適切。テキスト No.2 P82「3. 外国国

籍の人の取扱い⑵外国人とのローン取

引−⑤」参照。

c. は適切。テキスト No.2 P80「3. 外国国

籍の人の取扱い⑵外国人とのローン取

引−③」参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため，⑶が本問の正解である。

ローンの顧客ターゲット

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。

⑴　一部上場企業に勤めている

⑵　安定した取引実績があり取引歴が長い

⑶　自家を保有しており，家庭を持っている

	 正解率　96％

正解　⑵	

　解　説

⑴ , ⑶は勤務先企業，役職位，自家保有

の有無，結婚しているか否か，などの

画一的な顧客属性を過剰に信用しては

ならない。テキスト No.1 P67「1.CIF

情報は常に新しく⑴ CIF 情報（属性情

報）がスタート地点」参照。

⑵は最も適切と言える。JA・JF との取

引の歴史や取引実績は，ローンターゲッ

トとして信頼のおける基準である。取

引歴の長い人は延滞率も低い。テキス

ト No.1 P67「1.CIF 情報は常に新しく

⑵取引歴の長い人は延滞率が低い」参

照。

延滞発生時の対応のポイントと対策

問　36　ローンの延滞について，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．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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　33％

正解　⑵	

　解　説

a. は適切。テキスト No.2 P93「3. 個人ロー

ンの延滞原因は 2 つある⑶その他 図表

3-1」参照。

b. は適切でない。時効が完成した場合に
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は，保証会社にも請求できなくなる。

テキスト No.2 P107「4. 内容証明の効

力と限界」参照。

c.は適切。テキストNo.2 P107～108「5.民

法の改正について」参照。

　　したがって，a,c が適切であるため，

⑵が本問の正解である。

住 宅 ロ ー ン の 販 売

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　84％

正解　⑴	

　解　説

a. は適切。テキスト No.1 P82「1. 住宅購

入時は自己資金 2 割，残りの 8 割は借

入れ⑵金融機関における住宅ローンの

位置づけ−②」参照。

b. は適切でない。借主本人または親族が

住む目的で住宅を購入する場合に限定

されている。昨今は，フラット 35 が不

動産投資に不正に利用された例が数多

く発見され，問題になっている（2020

年 2 月 5 日 日経新聞「フラット 35 の

投資悪用問題」）。テキスト No.1 P106

「1. 住宅金融支援機構のフラット 35 ⑵

利用条件」参照。

c. は適切でない。契約時に発生する費用

の内容についても，特に注意した説明

が必要である。テキスト No.1 P85「4. 注

意すべき説明事項」参照。

　　したがって，a. が適切であるため，

⑴が本問の正解である。

JA カードローンと JA フリーローン

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　42％

正解　⑶	

　解　説

⑴は適切。テキスト No.2　P22「1. 資金

使途を限定しないローン⑶商品の概要

- ②」,P35「1. カードローンは重要な

商品⑸−②」参照。



−22− −23−

ローン推進 ローン推進

⑵は適切。テキスト No.2　P21「1. 資金

使途を限定しないローン⑶商品の概要

- ②」,P35「1. カードローンは重要な

商品⑸−②」参照。

⑶は適切でない。フリーローンは，固定

金利型か変動金利型がいずれか選択で

きる。テキスト No.2　P22「1. 資金使

途を限定しないローン⑶商品の概要 -

②」,P35「1. カードローンは重要な商

品⑸−②」参照。

居住用財産を譲渡した場合の課税の特例措置

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　63％

正解　⑶	

　解　説

⑴は適切でない。譲渡した不動産の所有

期間の長短に関係なく認められる。テ

キスト No.1 P92「3. 住み替えには税務

相談が大切⑴居住用財産を譲渡した場

合の 3,000 万円特別控除」参照。

⑵は適切でない。売却した相手が親子，

夫婦など，本人と特別な関係にある時

には適用されない。これには，特殊な

関係にある法人も含まれている。テキ

スト No.1 P93「3. 住み替えには税務相

談が大切⑴居住用財産を譲渡した場合

の 3,000 万円特別控除」参照。

⑶は適切。テキストNo.1 P93「3. 住み替え

には税務相談が大切⑴居住用財産を譲

渡した場合の 3,000万円特別控除」参照。

代 理 人 取 引

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　97％

正解　⑶	

　解　説

⑴は適切でない。高校生の息子は未成年で

あり，完全な法律行為をするには，法定

代理人である両親の同意が必要である。

両親の同意を得ないでした行為は，民法

で同意を要しないとしている行為の他

は，本人または法定代理人が取り消すこ

とができるので注意が必要である。テ

キスト No.2 P83「4. 代理人による手続

き⑴使者か代理人かを確認する」参照。

⑵ は 適 切 で な い。最 高 裁 判 例 昭 和

41.10.11 によると，「その代理行為に

よって利益を受ける者が代理人になっ
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ている時で，代理権の有無の調査がそれ

ほど困難でない時は，たとえ代理人が本

人の実印を持参したとしても，取引の

相手方は本人について代理権授与の真

偽を調査する義務がある」としている。

テキスト No.2 P84 ～ 85「4. 代理人に

よる手続き⑶表見代理の場合」参照。

⑶は適切。単なる使者と認定できる行為

なので，借入名義人が自署した金銭消

費貸借証書をそのまま受け取ることは

適切である。テキスト No.2 P83「4. 代

理人による手続き⑴使者か代理人かを

確認する」参照。

アパート経営の税制上のメリット

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　35％

正解　⑴	

　解　説

⑴は適切でない。土地取得のための借入

金利子は損益通算の対象にならない。

テキスト No.1 P102「4. 税制上のメリッ

トと相続税対策としての有効性をア

ピール⑴税制面でのメリット」参照。

⑵は適切。テキストNo.1 P102～103「4.税

制上のメリットと相続税対策としての

有効性をアピール⑴税制面でのメリッ

ト」参照。

⑶は適切。テキスト No.1 P103「4. 税制

上のメリットと相続税対策としての有

効性をアピール⑴税制面でのメリット」

参照。

不 動 産 登 記 簿

問　42　不動産登記簿について，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．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。

⑴　0（なし）

⑵　1 つ

⑶　2 つ

	 正解率　53％

正解　⑴	

　解　説

a. は適切でない。売買，相続など不動産
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が登記された原因は，表題部ではなく

権利部（甲区）に記載されている。テ

キスト No.2 P55 ～ 56「3. 住宅ローン

審査のポイント⑵担保物件の検討−②」

参照。

b. は適切でない。所有権以外の権利関係

が記載されているのは，権利部（乙区）

である。テキスト No.2 P55 ～ 56「3. 住

宅ローン審査のポイント⑵担保物件の

検討−②」参照。

c. は適切でない。所有権に関する事項が

記載されているのは，権利部（甲区）

である。テキスト No.2 P55 ～ 56「3. 住

宅ローン審査のポイント⑵担保物件の

検討−②」参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切でない

ため，⑴が本問の正解である。

住宅ローンの金利タイプ

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　73％

正解　⑵	

　解　説

⑴は適切。テキスト No.1 P37「3. 住宅ロー

ンの種類（固定金利型と変動金利型）

⑵有利な金利タイプと近年の傾向−②」

参照。

⑵は適切でない。理論上は，金利が低い

時には変動金利型を適用し，金利が上

昇し始めたら固定金利型に変えるのが

よいといえる。テキスト No.1 P36 ～

37「3. 住宅ローンの種類（固定金利型

と変動金利型）⑵有利な金利タイプと

近年の傾向−①」参照。

⑶は適切。テキスト No.1 P36「3. 住宅ロー

ンの種類（固定金利型と変動金利型）

⑴金利による分類−②」参照。

住宅取得時・保有時にかかる税金

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。⑴～⑶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。

⑴　5 つ

⑵　4 つ
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⑶　3 つ

	 正解率　35％

正解　⑵	

　解　説

a,b,c,d は す べ て 適 切。 テ キ ス ト No.1 

P137 ～ 138「5. 住宅にかかる税金」参

照。

e. は適切でない。土地の売買には消費税

はかからない。

　　したがって，⑵が本問の正解である。

個 人 ロ ー ン の 審 査

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　37％

正解　⑶	

　解　説

a. は適切。テキスト No.2 P44「3. 定量分

析で重要な返済比率」参照。

b. は適切。テキスト No.2 P43「2. 定性分

析の 3 つのポイント」参照。

c. は適切。テキスト No.2 P43「2. 定性分

析の 3 つのポイント」参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため , ⑶が本問の正解である。

内部取引情報から読み解くローンニーズ

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　72％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切でない。当座貸越が頻繁に発生

しているお客様は，経常的に借入れの

ニーズがある。したがって，カードロー

ンに比べて利息が安いフリーローンが

最適な商品であり，これを勧めるべき

である。応用問題。

⑵　適切。住宅ローンの完済が近づいた

お客様は，完済を機に取引金融機関離

れを起こすこともあるので，早めのア

プローチが必要である。お客様のニー

ズははっきりしないので，きっかけを

つかむためにも，とりあえずリフォー
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ムローンを勧めるのは正しい対応であ

る。テキスト No.1 P71「2. 自 JA・JF

内の取引情報の有効活用⑵融資関係情

報の活用−②」参照。

⑶　適切でない。クレジットカードの引

落しが頻繁にあるお客様は，ローンニー

ズがあるわけではないので，フリーロー

ンよりもカードローンを勧めるべきで

ある。応用問題。

不 動 産 の 登 記

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

	 正解率　48％

正解　⑶	

　解　説

⑴は適切でない。登記簿の謄本または

抄本の交付についても，誰でも請求す

ることができる。テキスト No.1 P119

「2. 借換えはマスで不動産登記簿から⑶

不動産登記簿乙区欄から借換えのデー

タを収集する」参照。

⑵は適切でない。所有権移転の仮登記

は甲区に記入される。テキスト No.1  

P125「2. 借換えはマスで不動産登記簿

から⑸注意すべきポイント−①」参照。

⑶は適切。わが国では登記に公信力が

認められていないので，登記簿に記載

されている所有者が真実の所有者であ

るとは限らない。テキスト No.1 P125

「2. 借換えはマスで不動産登記簿から⑸

注意すべきポイント−②」参照。

非 対 面 取 引 の 進 展

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　68％

正解　⑶	

　解　説

a. は適切。応用問題。

b. は適切。テキスト No.1 P55「3. 非対面
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チャンネルを活用した取引のメリット」

参照。

c. は適切。テキスト No.1 P55「3. 非対面

チャンネルを活用した取引のメリット」

参照。

　　したがって，a,b,c すべて適切である

ため，⑶が本問の正解である。

業 務 遂 行 上 の 義 務

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。⑴～⑶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。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　68％

正解　⑵	

　解　説

a. は適切。テキスト No.1 P22 ～ 23　全

銀協の申合せ全文「住宅ローン利用者

に対する金利変動リスク等に関する説

明について（H16.12.21 付）」参照。

b. は適切でない。金融商品取引法では，

禁止行為として「顧客が契約を締結し

ない旨の意思表示をしたにも関わらず，

勧誘を継続してはならない」としてい

る。テキスト No.1 P21「1. 金融商品取

引法のポイント−④」参照。

c. は適切。職員の面前で，契約者本人か

ら自署，または本人から記名捺印を

受けることが必要である。テキスト

No.1 P24「3. 農林水産省と金融庁の

監督指針：系統組織金融機関向けの総

合的な監督指針⑴与信取引等に関する

契約時点における顧客への説明−③」

参照。

　　したがって，a,c が適切であるため，

⑵が本問の正解である。

住宅ローンの商品概要

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。

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。
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	 正解率　81％

正解　⑴	

　解　説

⑴は適切でない。保険金の受取人は，遺

族ではなく金融機関である。常識問題。

テキスト No.1 P85「4. 注意すべき説明

事項−②」参照。応用問題。

⑵は適切。テキスト No.1 P87「4. 注意す

べき説明事項−⑥」参照。

⑶は適切。テキスト No.1 P86「4. 注意す

べき説明事項−④」参照。
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