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解説編の利用にあたって

1 ．本書は，2021年２月６日実施の第48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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面談でお客様の情報を得る際の考え方

問　1　面談でお客様の情報を得る際の考え方

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．事前情報は，これまで少しずつ JA・JF

に蓄積されてきた重要な情報だが，面談で

得られた情報は，その時々のお客様の気分

に左右された一時的なものの可能性がある

ため，参考にとどめるほうがよい。

ｂ．普通貯金に資金（多くの残高）があると

いう事前情報を得たお客様に対しては，面

談の際に，事前情報をきっかけとした「こ

の資金は何らかの目的に利用するのか？」

「余裕資金なのか？」といった切り口でさら

なる情報収集をすると，資産運用等のニー

ズ発掘につなげることができる。

ｃ．子供がいるという事前情報を得たお客様

に対しては，面談の際に，「大学受験の予定

はあるのか？」「子供の教育計画はどのよう

に考えているのか？」といった切り口でさ

らなる情報収集をすると，教育ローン等の

ニーズ発掘につなげることができる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　75％

正解　⑵	

　解　説

ａ．事前に入手した情報はあくまでも参

考にとどめ，面談で得られるお客様の

生の声こそ重要なデータであり，その

後のニーズ発掘の大きなカギとなる。

よって適切でない。テキスト 1,P9，「①

さらなるお客様の情報を得る」参照。

ｂ．適切である。テキスト 1,P9-11，「①

さらなるお客様の情報を得る，②お客

様のニーズを発掘する」参照。

ｃ．適切である。テキスト 1,P9-11，「①

さらなるお客様の情報を得る，②お客

様のニーズを発掘する」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。

セールスを進める際にありがちな誤解

問　2　セールスを進める際の留意点について

述べた次の文章のうち，適切なものを⑴～⑶

の中から 1つ選びなさい。

⑴　特定の商品のニーズを発掘すべくセール

スする場合，お客様にそのニーズがないこ
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とが分かったら，すぐに商談を切り上げて

次のお客様に移ることがポイントである。

⑵　セールスの際には，お客様が他の金融機

関に保有する資産について，はっきりと直

接的に質問し，現在の資産状況を確認させ

ていただくことが大切なポイントである。

⑶　お客様との会話で両親や子供・孫の話が

出てきたときには，話題を掘り下げて会話

を進めることで，お客様だけでなく家族等

の様々なニーズを発掘できる可能性がある。

	 正解率　99％

正解　⑶	

　解　説

⑴　特定の商品についてニーズを発掘す

べくセールスしている場合，そのお客

様にニーズがないことが分かったとし

ても，あらゆる商品について潜在ニー

ズがないか考え，会話を進めることが

ポイントである。よって適切でない。

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。

⑵　他の金融機関に保有する資産につい

てうかがう際は，雑談の中に質問を盛

り込むなど，不快な思いをさせないよ

うに聞き，そのうえで，お客様の現状

に即した商品提案を行うことがポイン

トである。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。

⑶　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⑶で

あり，⑶が本問の正解である。

一般的なセールスの流れ

問　3　一般的なセールスの流れと各段階の説

明について，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．「訪問先の選定」においては，JA・JF で

保有している情報はもちろん，外部の情報

についても積極的に活用し，すべてのお客

様を分け隔てなく一律に訪問することが大

前提である。

ｂ．「訪問計画の立案」においては，セールス

を効率的に進めるために計画を立て，また，

事前に作成した計画表をもとに持参する資

料を選定する。

ｃ．「アプローチ」においては，アプローチを

行うまでのセールスの過程で，お客様があ

まり関心を示さなかったとしても，具体的

な商品の説明に移る。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　50％

正解　⑵	

　解　説

ａ．「訪問先の選定」においては，全てのお

客様を分け隔てなく一律に訪問するので

はなく，潜在ニーズのありそうなお客様

を選定することが大前提である。よって

適切でない。テキスト1,P20-21，「3．フロー

チャートで学ぶセールスの流れ」参照。

ｂ．適切である。テキスト 1,P20-21，「3．

フローチャートで学ぶセールスの流れ」

参照。

ｃ．「アプローチ」においては，アプロー

チを行うまでの過程で，お客様に何ら
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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商品の説明に移る。

よって適切でない。テキスト 1,P20-21，

「3．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，適切でないものは

a. と c. であり，⑵が本問の正解である。

訪 問 先 の 選 定

問　4　訪問先の選定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．定期貯金の満期が近づいているお客様や，

預かり資産を保有するお客様への定期訪問

は，セールスに結びつくことが見込めない

ため優先順位は低い。

ｂ．前任担当者の引継書に見込先が記載され

ている場合，これらは地道な営業活動によっ

て蓄積された貴重な情報であるため，引継

書の見込先に絞って訪問先を決めることが

大切である。

ｃ．自 JA・JF と取引のない新規のお客様を

獲得することが最も大切であるため，まず

は新規先を優先して選定し，その次に，す

でに取引しているお客様を選定して，満足

してもらえる活動を行う。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　78％

正解　⑶	

　解　説

ａ．定期貯金の満期が近づいているお客

様や預かり資産を保有するお客様への

定期訪問は，新規開拓ではないが，さ

らなるセールスに結びつくこともある

ので重要である。よって適切でない。

テキスト 1,P26-27，「まずは取引のあ

るお客様から訪問していこう」参照。

ｂ．前任担当者の引継書に見込先が記載

されていることがあるが，これだけに

とらわれると視野が狭くなるため，訪

問先を決める際には，広い視野を持つ

ことが大切である。よって適切でない。

テキスト 1,P25-26，「広い視野で見込

先を選んだうえで訪問先を決める」参

照。

ｃ．新規開拓により，自 JA・JF と取引

のないお客様を獲得することも必要だ

が，まずはすでに取引しているお客様

に満足してもらえる活動を行うことが

大切である。よって適切でない。テキ

スト 1,P26-27，「まずは取引のあるお

客様から訪問していこう」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。

口座の動きとセールス活動

問　5　口座の動きから推測される金融ニー

ズ，セールス活動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．生活口座の動きからお客様の家計の一部

が分かり，余裕資金も推測できる場合があ

り，これらの情報をきっかけに会話を進め

ることで，ニーズにつながる情報を効果的

に得られる可能性がある。

ｂ．定期的に証券会社からの入金があれば，
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証券会社で投資信託を保有している可能性

があり，自 JA で投資信託を購入してもら

うことは難しいため，他のニーズに焦点を

絞り情報を集める。

ｃ．家賃収入と思われる入金があれば，それ

をヒントにお客様との会話を進めることで，

ローンの借換ニーズや相続対策に関する悩

みやニーズ，不動産の購入や売却情報を得

られる可能性がある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　86％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 1,P30，「口座

の動きをきっかけに情報を得ることが

可能」参照。

ｂ．証券会社からの入金が定期的にあれ

ば，証券会社で投資信託を保有してい

る可能性があり，現在のマーケットの

動きなどの話から，投資信託等のニー

ズを喚起することができる。よって適

切でない。テキスト 1,P30-31，「口座

の動きをきっかけに情報を得ることが

可能」参照。

ｃ．適切である。テキスト 1,P31，「口座

の動きをきっかけに情報を得ることが

可能」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。

新規のお客様の紹介情報

問　6　新規のお客様の紹介情報について述べ

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　人間には「返報性」（ギブアンドテイク）

の性質があるため，既存のお客様のニーズ

に的確に応えることができ，心から満足し

ていただければ，このお客様から別のお客

様を紹介してもらうことが期待できる。

⑵　「自分が金融機関に多くの金融資産を保有

していると思われたら嫌だ」「紹介した友人・

知人が預かり資産を購入した後に，損失を

出したら申し訳ない」という心理等が働き，

また人間関係が崩れてしまう可能性もある

ことから，通常は，金融機関の担当者に対

して自身の大切な友人・知人を好んで紹介

しようとはしない。

⑶　紹介していただいたお客様は，飛び込み

で訪問したお客様と比較して成約率が格段

に高いが，紹介をきっかけに取引を開始し

たお客様から，さらに別のお客様を紹介し

てもらえることは少ない。

	 正解率　83％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。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。

⑵　適切である。テキスト 1,P35，「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。

⑶　紹介していただいたお客様は，飛び

込みで訪問したお客様と比較して成約

率が格段に高く，さらに，紹介をきっ

かけに取引を開始したお客様からは別

のお客様を紹介してもらえることも多

い。よって適切でない。テキスト 1,34，
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「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。

　　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。

電話でアポイントを取る際の留意点

問　7　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．電話でアポイントを取る目的は，電話口

でお客様に対して商品やキャンペーンにつ

いて具体的に説明をすることではなく，訪

問させてもらう日時を決めることである。

ｂ．「お客様とお会いしたい」という旨をただ

伝えるよりも，ニーズ喚起から商品説明ま

で一連のセールスを電話で丁寧に行うほう

が，アポイントを取れる可能性は高くなる。

ｃ．質問をするときは，二者択一で答えるこ

とのできるクローズ質問をするよう心

がけると，お客様は答えやすい。

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 1,P42，「アポ

イントでは電話をかけるタイミングや

話の内容が重要」参照。

ｂ．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

での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。電話では，

「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。その際，会いたい旨をただ

伝えるだけでは効果は上がらないため，

「多くのお客様に喜んでいただいている

情報がある」「お役に立ちたいと考えて

いる」「実際にご覧いただいたほうが分

かりやすい」といったフレーズを使い，

関心を持ってもらう工夫をすると良い。

よって適切でない。テキスト 1,P42-43，

「アポイントでは電話をかけるタイミン

グや話の内容が重要」参照。

ｃ．適切である。テキスト 1,P44-45，「ア

ポイントでは電話をかけるタイミング

や話の内容が重要」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。

効果の上がるアポイントの取り方

問　8　専業主婦のお客様に対する，効果の上

がるアポイントの取り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．夕食の準備に取り掛かる前の 14:00 ～

16:30 が，もっとも電話でのアポイントを

取りやすい時間帯といわれている。

ｂ．年齢層がとても幅広いため，ライフステー

ジに沿って，「ご主人の定年が近いお客様」

「子育てを終えられたお客様」「若年層で資

産形成が必要なお客様」の 3 つに分けて，ど

のような内容の会話をするか考えると良い。

ｃ．「ご主人の定年が近いお客様」に対しては，

「退職金での住宅ローン返済」「老後の生活

設計」などを切り口に会話をすると，比較
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的反応が良いと考えられる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　16％

正解　⑵	

　解　説

ａ．専業主婦のお客様の場合，午前中が

理想的で，一旦家事が終了して一息つ

いている 9 時半から 10 時半ぐらいの時

間帯が電話でアポイントを取りやすい

時間帯である。よって適切でない。テ

キスト 1,P52，「②専業主婦のお客様」

参照。

ｂ．専業主婦のお客様は年齢層がとても

幅広いため，ライフステージに沿って

「ご主人の定年が近いお客様」「若年層

で資産形成が必要なお客様」の 2 つに

分けて，会話の内容を考えると良い。

よって適切でない。テキスト 1,P52，「②

専業主婦のお客様」参照。

ｃ．適切である。テキスト 1,P52，「②専

業主婦のお客様」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。

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，適切なものはいく

つあるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．JA・JF にある様々なリストを上手に活

用し，たくさんのお客様と会話をして，数

多くの情報を入手したほうがチャンスは広

がるため，訪問計画を立てて効率的に活動

できるような行動計画を立てることが重要

である。

ｂ．移動時間，集金業務等の作業・事務時間

を考慮するだけでなく，投資信託の購入や

解約，振込などの締切時間を意識し，行わ

なければならない業務が時間内にきちんと

こなせることを確認しながら，訪問計画を

立てることが重要である。

ｃ．アポイントを入れる最適な時間を判断す

るためには，1 日ごとの訪問計画表が有効

であり，何もせずに過ごしている無駄な時

間を減らすためには，1 週間ごとの訪問計

画表が有効である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　49％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 1,P68，「1．

訪問計画を立てることの重要性を理解

しよう」参照。

ｂ．適切である。テキスト 1,P70，「毎日

のスケジュールは必ず 1 ヵ所で管理す

る」参照。

ｃ．アポイントを入れる最適な時間を瞬

時に判断するためには，空き時間がど

こにあるかを広い視点でとらえること

ができる 1 週間ごとの訪問計画表が有

効であり，何もせずに次の行動等を考

えている無駄な時間を減らすためには，

1 日ごとの訪問計画表が有効である。

よって適切でない。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。
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　　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。

訪問計画表を活用したスケジュールの立て方

問　10　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 日の活動を効率的なものにするには，

訪問計画表を当日の朝出勤してから作成す

ることが大切である。

ｂ．訪問計画表を作成する第一の目的は，限

られた時間を効果的に使うことによって多

くのお客様に会い，多くの情報を入手する

ことである。

ｃ．アポイントとアポイントの間に余裕を持

たせること，アポイントの入れやすいお客

様から順にスケジュールを組むことが，ス

ムーズに訪問計画を立てるポイントである。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　64％

正解　⑴	

　解　説

ａ．1 日の活動を効率的なものにするに

は，月曜日に翌週（1 週間ごと）の予

定を考え，前日に見直しをすることが

大切である。よって適切でない。テキ

スト 1,P73，「2．訪問計画表を活用し

たスケジュールの立て方」参照。

ｂ．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。

ｃ．アポイントとアポイントの間に余裕

を持たせること，アポイントの入れに

くいお客様から順にスケジュールを組

むことが，スムーズに訪問計画を立て

るポイントである。よって適切でない。

テキスト 1,P76-77，「移動時間などを

考慮しアポイントの間は余裕を持たせ

る」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。

訪問計画表を活用した業務の効率化

問　11　1 日ごと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，

適切なものはいくつあるか，⑴～⑶の中から

1つ選びなさい。

ａ．すでに決まっているアポイントについて

は，時間・お客様の名前・訪問目的のみ記

入し，持ち物などの詳細の記入を避けるこ

とで，訪問計画表が見やすくなり業務効率

化につながる。

ｂ．訪問計画表と併せて，前もってアポイン

トを入れるお客様や回答等のために電話で

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と，急

に「細切れ時間」ができたときに時間を活

用することができる。

ｃ．前日に 30 分程度の時間がかかるが，訪問

計画表を毎日作成することによって，訪問

件数が増え，お客様と会話する時間も長く

なり，情報が増えるため，営業活動が効率

化されて成果にもつながる。

⑴　すべて適切でない

⑵　1 つ

⑶　2 つ
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	 正解率　71％

正解　⑶	

　解　説

ａ．すでに決まっているアポイントにつ

いては，時間・お客様の名前・訪問目的・

必要書類等持ち物・出発前に調べるこ

となどを明記しておく。当日に訪問計

画表を見るだけで，伝え忘れや忘れ物

をせずに出発の準備ができるようにな

り，再訪問を回避でき，業務の効率化

につながる。よって適切でない。テキ

スト 1,P78，「③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．適切である。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，適切なものは b. と

c. であり，⑶が本問の正解である。

渉外活動時に留意すべきビジネスマナー

問　12　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，適切な

ものはいくつあるか，⑴～⑶の中から 1つ選

びなさい。

ａ．「どうせ買うなら気に入った人から気持ち

良く買いたい」という意見が購買動機の上

位に入っており，お客様は「人」を基準に

商品を選んでいると考えられるため，ビジ

ネスマナーを営業で活用することが成果に

つながると理解する。

ｂ．セールスの話に入る前に，世間話などで

お客様の緊張を解いて，和やかに会話が進

むように場を温めることが大事である。

ｃ．初めて訪問するお客様の場合，まず JA・

JF を紹介することが基本的な手順であり，

お客様が確認したい事項は，信用の有無・

取扱商品・業績の安定性・親切さであるため，

できるだけ抽象的な言葉で伝えることが大

切である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　83％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 1,P84-85，「①

営業でのマナーを理解しておこう」参

照。

ｂ．適切である。テキスト 1,P93，「⑦会

話の進め方」参照。

ｃ．金融機関の紹介を聞く際に，お客様

が確認したい事項は，信用の有無・取

扱商品・業績の安定性・親切さであり，

数値等でできるだけ具体的に伝えるこ

とが大切である。よって適切でない。

テキスト 1,P94-95，「⑧自 JA・JF の

紹介」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。

セールスを行う際の留意点

問　13　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，適切なものを⑴～⑶

の中から 1つ選びなさい。

⑴　「ねんきん定期便」は 59 歳となる年の始
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めには封書で届くため，年金口座獲得の提

案に最適なタイミングは，お客様が 58 歳

となる年の 1 年間といわれている。

⑵　ローン商品のセールスにおいて，個人信

用情報機関の審査を通らなくても融資は実

行できるが，JA・JF での審査結果が出る

前に「融資できます」など誤解を与える発

言をしてはならない。

⑶　ローン商品のセールスにおいて，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し，

お客様に理解してもらう。

	 正解率　78％

正解　⑶	

　解　説

⑴　「ねんきん定期便」は 59 歳の誕生月

には封書で届くため，年金口座獲得の

提案に最適なタイミングは，59 歳の誕

生月前の 1 年間と言われている。よっ

て適切でない。テキスト 1,P102，「年

金セールス編」参照。

⑵　ローン商品のセールスにおいて，個

人信用情報機関の審査を通らないと融

資は実行できないため，審査結果が出

ていないにもかかわらず「融資できま

す」など誤解を与えるような発言をし

てはならない。よって適切でない。テ

キスト 1,P105-106，「ローン商品セー

ルス編」参照。

⑶　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⑶で

あり，⑶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　14　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

なものはいくつあるか，⑴～⑶の中から 1つ

選びなさい。

ａ．預かり資産セールスにおいて，お客様を訪

問する際に申込書を忘れると，成約のチャン

スを逃す可能性がある。訪問計画表に事前

に必要となる持ち物のリストを作成してお

き，営業店を出る前に必要書類を確認する。

ｂ．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全くな

いため，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。

ｃ．訪問計画表を活用して必要書類を揃える

ことで，必要な資料を使った説明が可能とな

り，お客様の理解や信用が深くなるため，結

果として成果につながることが期待できる。

⑴　すべて適切でない

⑵　1 つ

⑶　2 つ

	 正解率　90％

正解　⑶	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 1,P109，「営

業店を出る前に忘れ物がないか必ず

チェック」参照。

ｂ．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。
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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。

ｃ．適切である。テキスト 1,P112，「訪

問計画表をチェックしながら準備を進

めよう」参照。

　　以上のことより，適切なものは a. と

c. であり，⑶が本問の正解である。

訪問先への移動時間を利用した情報収集

問　15　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，適切で

ないものを⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　市区町村で行われている助成金・奨励金

の情報が町内の掲示板に記載されていた場

合，役所などに行って詳しい内容を調べた

後に，必要とされるお客様にお教えすると

大いに喜ばれることがあり，お客様から信

頼を得る 1 つのきっかけになる。

⑵　町内をよく観察する中で，商店街におい

て長年同じ場所に店を構えている人で自

JA・JF との取引がない場合など，全く変

化のないところでは，チャンスを創出する

ことはできない。

⑶　お客様とすれ違ったときは，名前を呼ん

だうえであいさつをし，一言二言言葉を交

わすことで印象が良くなり，より親しみを

感じてもらうことができる。

	 正解率　96％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切である。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　商店街において長年同じ場所に店を

構えている人で自 JA・JF との取引が

ない場合など，全く変化のないところ

でも取組み方によってはチャンスを創

出できる。よって適切でない。テキス

ト 1,P116，「町内でお客様に会ったら

必ずあいさつをしよう」参照。

⑶　適切である。テキスト 1,P116，「町

内でお客様に会ったら必ずあいさつを

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。

お客様情報を得るための雑談の進め方

問　16　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．雑談によってお客様と親しくなったり，

お客様の情報をより多く集めたりするため

には，お客様に対し興味を持ち，お客様を

好きになることが大切である。

ｂ．お客様の反応が今ひとつで，お客様の体

調が悪い場合や，お客様が急な用事で出か

けなければならない場合など，雑談に適し

ていない状況だと判断した場合には，次回

のアポイントを取ったうえですぐに帰る。

ｃ．雑談の中で上手くお客様の情報を引き出

せない場合は，自分は何が知りたいのかを

頭の中で整理し，自分のことを話すよりも，

情報が聞き出せるまで粘り強く何度も質問

を繰り返すことが重要である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ
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	 正解率　82％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト2,P6，「1.お客様情

報を得るための雑談はこう進める」参照。

ｂ．適切である。テキスト 2,P8，「お客様

情報を得るための雑談の進め方」参照。

ｃ．知りたい情報を上手く聞き出せない

のであれば，一方的に質問をぶつける

のではなく，自分のことから話す方法

が有効である。よって適切でない。テ

キスト 2,P10，「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，適切でないものは

c. であり，⑴が本問の正解である。

雑談が弾むキーワード

問　17　雑談が弾むキーワードについて述べ

た次の文章のうち，適切なものはいくつある

か，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．雑談に入りにくい場合は，天気の話から

入るのが無難である。

ｂ．自分自身がお客様と共通の趣味を持ってい

る場合，比較的スムーズに会話が盛り上がっ

ていく可能性が高いため，まずは「ご趣味は

何ですか？」とストレートに確認するとよい。

ｃ．不動産については，貯金等の金融資産に

比べて比較的抵抗なく話してくれる傾向が

あり，固定資産税の税額についても，「土地

が広いと固定資産税の支払いも大変ですよ

ね」などと言って聞き出すとよい。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　61％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 2,P14-15，「②

この話題をきっかけに雑談を進めてみ

よう」参照。

ｂ．お客様の趣味を聞き出す際は，「ご趣

味は何ですか」などと直接的に聞くので

はなく，まずはお客様が身につけている

もの，部屋の中に置かれているもの，玄

関や庭に置かれているものなどに注目

して推測すべきである。よって適切でな

い。テキスト 2,P16，「①趣味の話」参照。

ｃ．適切である。テキスト 2,P24，「③不

動産の話」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。

身につけた知識を雑談で生かす方法

問　18　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

ものを⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　金融のことに関わらずお客様が何か困っ

ていて，誰に相談してよいのか分からない

とき，真っ先に相談者として頭の中に顔が

浮かぶ状態になれば，お客様に最も近いア

ドバイザーになったといえる。そのために

も，金融・税務・法務・財務等に関する一

通りの知識が必要不可欠である。

⑵　情報収集のアンテナを高くし，より多く

の引出しを持つことによって，多くのお客

様との距離を近づけることができるツール

として，一般紙や経済新聞だけでなくスポー

ツ新聞にも目を通すべきである。
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⑶　車や絵画，置物など，お客様がこだわっ

ているものを理解して話題にすると，喜ん

でいろいろと話してもらうことができるが，

そうした高級品について広く知るためには，

現物を見るよりも，インターネットで調べ

ることが一番の近道である。

	 正解率　90％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト2,P28，「3. 身につ

けた知識は雑談の中でこう生かす」参照。

⑵　適切である。テキスト2,P30，「①一般紙・

スポーツ紙の内容を話題にする」参照。

⑶　高級品について知るためには，新聞や

雑誌，インターネットなども有効だが，

現物を見ることができない。また，特定

のものを調べることはできても広く知

識を得ることは難しいため，ひととおり

のブランドが揃っているデパートに行

くことが一番の近道である。よって適切

でない。テキスト 2,P32-33，「②こだ

わりの品物について話題にする」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。

雑談中のメモを取る際の留意点

問　19　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．お客様から聞き出すことのできる情報に

は，お客様の趣味や孫の成長記録などの属

性情報と，お客様の資産状況，投資経験，

家族構成などのニーズ発掘情報の 2 つがあ

るが，属性情報は直接セールスにつながら

ないため，メモを取る必要はない。

ｂ．会話を誘導することによって，戦略的に

雑談を進め，セールスに必要な情報を聞き

出したうえで，手帳などにメモしていくこ

とが大切である。

ｃ．メモを取る際のコツとして，お客様の発

言の中で微妙な言い回しなどがあったとき

に，それをそのまま記録しておくことが挙

げられる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　66％

正解　⑵	

　解　説

ａ．お客様の属性情報は，直接セールス

に結びつくものは少ないが，お客様と

の会話を円滑に進め，距離を縮めるの

に大切な情報であるため，名詞や数字

が出てきたときにはメモを取っておく

必要がある。よって適切でない。テキ

スト 2,P36-37，「1. お客様との雑談か

らこの情報をメモしよう」参照。

ｂ．適切である。テキスト 2,P40，「1. お

客様との雑談からこの情報をメモしよ

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 b, と

c. であり，⑵が本問の正解である。

お客様情報のまとめ方

問　20　お客様情報のまとめ方について述べ
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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．大切な情報やメモがどこにいったか分か

らなくなったり，なくしたりしないために

は，ノート形式のものに書き，すべてを一

括で管理できる状態にするとよい。

ｂ．システム手帳にお客様の情報をまとめる

場合，大口のお客様や訪問回数の多いお客

様など，情報の量が多く，頻繁に情報を記

載するときは，横に見出し用のタグを付け

ると効率的に使用することができる。

ｃ．投資信託の運用状況報告など，毎回状況

が変化するものについては，訪問時の損益

等のデータを簡単にメモしておくとよい。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　76％

正解　⑶	

　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,P44，「同じ

お客様の情報が 1 ヵ所にまとまってい

ることが重要」参照。

ｃ．適切である。テキスト 2,P46，「情報

は必要に応じて増やしていけばよい」

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。

セールスにつながるキーワードの見つけ方

問　21　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

でないものを⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　お客様のペースで会話が進んでいるとき

は，場の雰囲気を読みながら，ちょっとし

たタイミングで言葉を挟んでいくことで，

会話を担当者自身の考えている方向に導く。

⑵　会話をするうえで最も重要なことは「聞

く」という行為であり，お客様の話をただ

漫然と聞いているだけでも，相手とのリレー

ションを進展させることができる。

⑶　セールスにつながるキーワードとは，お

客様の口から出てきた本音で，セールスに

直接結びつけていくことができる「お客様

の想い」である。

	 正解率　89％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 2,P51，「1. キー

ワードに着目してセールスにつなげよ

う」参照。

⑵　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聞き逃さないように

するためには，情報収集のアンテナを立

て，相手に対して「聞き耳」を立てること

が大切であり，相手の話をただ漫然と聞

いているだけでは相手とのリレーション

には何の進展も期待できない。よって適

切でない。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。

⑶　適切である。テキスト 2,P53，「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，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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「最近，株価が上がっている」と
発言したお客様に対する会話の進め方

問　22　「最近，株価が上がっている」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　「株式をお持ちなのですか？」「日経平均

株価に連動した投資信託をお持ちなのです

か？」などと聞き，お客様の運用経験を聞

き出すとよい。

⑵　今後のマーケットの動向について，どのよ

うに考えているのかを聞いてみることで，

お客様の真のニーズが見えてくる場合があ

る。

⑶　お客様に運用経験がある場合は，お客様

自ら運用を行うことにこだわりがあるため，

運用のプロに資産運用を託すような商品を

提案すべきではない。

	 正解率　94％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト2,P57，「キーワー

ド①『最近，株価が上がっている』」参照。

⑵　適切である。テキスト2,P57，「キーワー

ド①『最近，株価が上がっている』」参照。

⑶　お客様に運用経験がある場合でも，必

ずしも自らで運用を行うこだわりがある

とは限らない。お客様が世界の動きまで

把握するのは難しいと感じている場合

には，運用のプロに資産運用を託すよう

な商品を提案することが有効と考えら

れる。よって適切でない。テキスト2,P58，

「最近，株価が上がっている」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。

「孫がかわいい」と発言した
お客様に対する会話の進め方

問　23　「孫がかわいい」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，適切なものはいくつあるか，⑴～⑶

の中から 1つ選びなさい。

ａ．孫にお小遣いやプレゼントをあげている

場合は，定期的に収入源を確保できる商品

を提案するとよい。

ｂ．お客様が孫の送り迎えをしている場合は，

子供夫婦が共働きである可能性が高いと考え

られるが，もし間違っていた場合は気分を害さ

れる可能性が高いため確認すべきではない。

ｃ．子供夫婦がフルタイムの共働きである場

合は，家計に余裕がないため，今後のライ

フイベントに必要な資金を用意するための

資産運用の相談よりも，ローンの借換えの

相談のほうが取引開始の可能性は高くなる

と考えられる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　76％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 2,P59，「キー

ワード②『孫がかわいい』」参照。

ｂ．子供夫婦が共働きであるかどうかに

ついては，仮に間違っていても怒られ

ることは少ないと考えられるため，聞

いてみるとよい。よって適切でない。

テキスト 2,P59，「キーワード②『孫が
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かわいい』」参照。

ｃ．子供夫婦がフルタイムの共働きであ

れば家計にも多少の余裕があると考え

られるので，ローンの借換えよりも，

今後のライフイベントに必要な資金を

用意するための資産運用の相談をきっ

かけにしたほうが，取引開始の可能性

は高くなると考えられる。よって適切

でない。テキスト 2,P60，「キーワード

②『孫がかわいい』」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。

お客様の発言をきっかけにしたアプローチ

問　24　お客様の発言をきっかけにしたアプ

ローチ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　お客様が「どうしても資産運用は行いた

くない」と発言した場合，お客様の考えを

尊重するためにも，資産形成の提案は全く

行わないようにする。

⑵　お客様が他金融機関の不満を口にした場

合，お客様に同調するのではなく，自 JA・

JF であればどのような対応を行うか具体的

に伝える。

⑶　お客様が「金利が低い」と発言する一方で，

子供の教育費も気にしている場合，リスク

はあるが積極的な資産運用を行うようアド

バイスするとよい。

	 正解率　96％

正解　⑵	

　解　説

⑴　資産運用の提案を行わないのではな

く，お客様の発言をしっかり受け止め

たうえで，リスクの低い堅実な資産形

成の手法もあることを伝えるとよい。

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。

⑵　 適 切 で あ る。 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。

⑶　お客様が「金利が低い」と発言する

一方で子供の教育費も気にしていると

いう場合，元本割れの可能性を懸念す

る人もいることから，積極的な資産運

用を勧めればよいというわけではない。

テキスト 2,P68，「キーワード⑦『金利

が低い』」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。

自宅に着目したお客様のニーズの発掘

問　25　自宅に着目したお客様のニーズの発掘

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．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

多い傾向にあると考えられる。

ｂ．外観の新しい家に住んでいるお客様に対

しては，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高い。

ｃ．お客様の自宅で特徴的なものを見つけた

場合，お客様の関心が強い事柄であると考

えられるため，会話の中に積極的に盛り込

んでいくと，会話の弾み方は格段に変化す

ると考えられる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ
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⑶　3 つ

	 正解率　77％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 2,P72-73，「2．

会話以外にも着目してニーズを発掘し

よう」参照。

ｂ．外観が新しく見える家は，新築か，

もしくはリフォームで外壁などをきれ

いに直した後でキャッシュが少ない状

況であると考えられ，手元資金の不足

を補うため各種ローンのニーズが発生

する可能性が高い。よって適切でない。

テキスト 2,P72-73，「2．会話以外にも

着目してニーズを発掘しよう」参照。

ｃ．適切である。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，適切でないものは

b. であり，⑴が本問の正解である。

自宅に着目する際のポイント

問　26　お客様の自宅に着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

はいくつあるか，⑴～⑶の中から1つ選びなさい。

ａ．同じ敷地内にほかの建物が建っている場

合，相続対策で建てられたものであること

が確認できれば，「その建物を誰に遺すか？」

といったことなどについて相談に乗り，リ

レーションを構築することも考えられる。

ｂ．外から見える洗濯物から家族構成などが

分かることがあるので，訪問時に洗濯物を

じっくりと観察することが望ましい。

ｃ．玄関の家族写真について話をする中で，「あ

る程度の年齢でありながら，結婚していな

い娘」の話が出てくることもあるが，セン

シティブな話題であることから，触れるべ

きではない。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　58％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 2,P75，「①敷

地」参照。

ｂ．洗濯物をあまりジロジロ見ていると

不審者と間違えられるおそれがあるた

め，軽く観察する程度にしたほうがよ

い。よって適切でない。テキスト2,P77，

「⑤洗濯物」参照。

ｃ．「ある程度の年齢でありながら，結

婚していない娘」の話が出てきた場合，

お客様が「娘は生涯独身でいるかもし

れない」と心配しているケースがあり，

相続の話につなげることができる可能

性が高いため，遠慮せずに話を聞いて

みるべきである。よって適切でない。

テキスト 2,P80-81，「①写真」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。

上席者に報告する際の留意点

問　27　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，適切でないものを

⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　報告は，定例的なものと臨時的なものに

分けられ，定例的なものについては営業日
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報，週報，月報などを活用する方法がある。

⑵　上席者へ報告する際，「何を言いたいのか

が分からない」と思われないためには，結

論から先に言うことを心がけるとよい。

⑶　上席者へ報告する際は，こちらから物事

を伝えることにのみ専念すべきであり，上

司への質問は行うべきではない。

	 正解率　95％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 2,P89，「⑤臨

時で行う報告の場合，タイミングを考

える」参照。

⑵　適切である。テキスト 2,P89-90，「①

結論から先に言う」参照。

⑶　上席者への報告では，一方的に物事

を伝えるのではなく，タイミング良く

質問をすることも大切である。よって

適切でない。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，適切でないものは

⑶であり，⑶が本問の正解である。

トラブルが発生した場合の対応

問　28　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，適切なものはい

くつあるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．悪い情報は，報告が遅れることによりお

客様の怒りが爆発し，手の施しようがなく

なってしまう可能性がある。悪い情報ほど

一刻も早く上席者に報告し，適切な対応を

取ることで，さらなるトラブルを未然に防

止する。

ｂ．トラブルについて報告する際は，自分に

都合のよい推論や独断を排除し，事実をあ

りのままに報告することが望ましい。

ｃ．トラブル発生後は，その失敗を糧として，

「良い経験をさせていただいた」という気持

ちを持つことが大切である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　72％

正解　⑶	

　解　説

ａ．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。

ｂ．適切である。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。

ｃ．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，すべて適切であり，

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　29　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．「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」と考えることで，責任感

が醸成され，自己の成長につながる。

ｂ．お客様との面談の中で，分からないこと

があった場合に「分かりません」と言って

しまうと，お客様の信頼を損ねてしまいか

ねないため，絶対に言うべきではない。

ｃ．上席者に相談した後に，上席者がどう動
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いたらよいかじっくり対応策を考えて待ち

のスタンスでいる場合は，適切なタイミン

グで経過報告を行うとよい。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　72％

正解　⑵	

　解　説

ａ．「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

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，「3．自身で判断できなけ

れば持ち帰って相談しよう」参照。

ｂ．面談時のお客様の前であっても，分か

らないことについてははっきり「分かり

ません」と言うべきである。ただし，「分

かりません」とだけ言ってその場を退席

するのではなく，きちんと「私には分か

りません。しかし私どもには，ご相談の

〇〇の専門家がおりますので，お連れし

ましょう」と伝える。営業店へ帰った

ら上席者へ相談し，本部の専担者にサ

ポートしてもらうようお願いすること

が求められる。よって適切でない。テ

キスト 2,P97-98，「3．自身で判断でき

なければ持ち帰って相談しよう」参照。

ｃ．適切である。テキスト 2,P100，「3．

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，適切でないものは

a. と b. 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　30　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，最も適切でないも

のを⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

⑴　セールスとは，お客様のニーズを掘り起

こし，お客様にとって「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「おすすめするこ

と」である。

⑵　CS（顧客満足）を考えたセールスをして

いくには，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たセールスを展開する

必要がある。

⑶　金融商品は多様化しているものの，依然

として貯金商品に対するお客様のニーズが

最も高い。そのため，株式，投資信託，貸

付信託，金銭信託など，貯金以外の資金運

用ニーズを把握する必要性は低いといえる。

	 正解率　99％

正解　⑶	

　解　説

⑴　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。

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　お客様は，貯金商品だけでなく多様

な金融商品と比較して資金を移動させ

ているため，貯金以外の資金運用ニー

ズも把握し，自 JA・JF 商品での対応

や比較アドバイスができて，初めてお

客様の信頼を得ることが可能になる。
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よって適切でない。テキスト3,P6-7,「①

セールスと顧客ニーズの把握」参照。

　　以上のことより，最も適切でないも

のは⑶であり，⑶が本問の正解である。

お客様情報の収集方法

問　31　お客様情報の収集方法について述べ

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．お客様との会話の何気ない“ひとこと”

から有効な情報を得ることができるため，

有効な“ひとこと”を聞き流してしまわな

いように注意が必要である。

ｂ．ローン，クレジットカードなど，各種申

込書の記載内容からは，お客様の様々な属

性情報を把握することができる。例えば，「生

年月日」からはライフステージが，「収入」

からは給与・配当金・不動産などの情報が

収集できる。

ｃ．定期貯金の引出し時は，これまで預けて

いただいたことに対する感謝の気持ちを込

めたお礼を伝えてから，その資金について

「必要とする人・必要な金額・使途」の 3 つ

のポイントについて情報収集する。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　42％

正解　⑵	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 3,P9，「①お

客様と「会話する」参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P10，「②各

種申込書の記載内容からわかる」参照。

ｃ．定期貯金の引出し時は，これまで預

けていただいたことに対する感謝の気

持ちを込めたお礼を伝えてから，その

資金の必要な時期・必要な金額・使途

の 3 つのポイントについて情報を収

集する。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。

　　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。

定期預金の分かりやすい説明の手順

問　32　定期貯金の分かりやすい説明の手順

について，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ステップ 1
②ステップ 2
③ステップ 3

B 群
イ．パンフレットなどを使って，商品の詳

細，利息の受取額，総合口座やカード
などについて説明をし，理解の度合い
を確認しながら質問を促す。

ロ．おすすめしたい理由や，商品・サービ
スのセールスポイントをお伝えする。

ハ．おすすめしたい理由の念押し，申し込
みの手続き・事務上の留意点などを説
明する。

⑴　①−ロ　②−イ　③−ハ

⑵　①−ロ　②−ハ　③−イ

⑶　①−イ　②−ロ　③−ハ

	 正解率　72％

正解　⑴	

　解　説

①　ステップ 1 では，おすすめしたい理
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由や，商品・サービスのセールスポイ

ントをお伝えする。テキスト 3,P18，「①

説明の手順」参照。

②　ステップ 2 では，パンフレットなどを

使って，商品の詳細，利息の受取額，総

合口座やカードなどの説明をして，理

解の度合いを確認しながら質問を促す。

テキスト 3,P18，「①説明の手順」参照。

③　ステップ 3 では，おすすめしたい理

由の念押し，申し込みの手続き・事務

上の留意点などを説明する。テキスト

3,P18，「①説明の手順」参照。

　　以上のことより，適切なものの組み

合わせは，①−ロ・②−イ・③−ハで

あり，⑴が本問の正解である。

成約の決断を促すタイミングのシグナル

問　33　成約の決断を促すタイミングのシグ

ナルとして考えられる，お客様の言動について

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．お客様が急に黙って考え込む，急に冗舌

になったり明るい表情になるといった動作・

表情は，クロージングを行うべきシグナル

ではない。

ｂ．お得な点を確認する，「次回でもいいか」

「途中でやめたらどうなるか」「みんなが（そ

の取引を）しているか」などと質問すること

や，「どうしようか…」と言うことは，クロー

ジングを行うべき言葉のシグナルである。

ｃ．パンフレットの 1 ヵ所をしげしげと見る，

何度もうなずく，体を乗り出して聞くといっ

た動作はクロージングを行うべきシグナル

である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　51％

正解　⑴	

　解　説

ａ．お客様が急に黙って考え込む，急に

冗舌になったり明るい表情になること

は，クロージングを行うべきお客様の

動作・表情からのシグナルである。よっ

て適切でない。テキスト 3,P21-22，「①

お客様の動作・表情からのシグナル」

参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P22，「②言

葉からのシグナル」参照。

ｃ．適切である。テキスト 3,P21-22，「①

お客様の動作・表情からのシグナル」

参照。

　　以上のことより，適切ではないもの

は a. であり，⑴が本問の正解である。

家 計 取 引 の メ イ ン 化

問　34　家計取引のメイン化について述べた

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．普通貯金の入出金による決済機能を使い，

自動的に「入る」「出る」のパイプを付ける

ことを「固定性メイン化」といい，低コス

ト資金の滞留・取引継続・お客様情報を

入手しやすくなることなどが期待される。

ｂ．総合口座に組み入れる定期貯金や普通貯

金から，自動的・定期的に積立を行うこと

や，貯金金利の高い定期性の貯金へとラン

クアップさせていくことを「流動性メイン

化」といい，年金や給与など定期的に入金の
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ある口座へのセットセールスが重要である。

ｃ．お客様は，流動性・固定性ともに，取引

を 1 つの金融機関にまとめることのメリッ

トを理解しており，「貯金・ローンの金利優

遇」さらに「便利なサービス・相談」など，

取引をまとめた“メイン金融機関”を持つ

ことの意義を知る方が増えている。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　48％

正解　⑴	

　解　説

ａ．普通貯金の入出金による決済機能を

使い，自動的に「入る」「出る」のパ

イプをつけることを「流動性メイン化」

といい低コスト資金の滞留・取引継続・

お客様情報を入手しやすくなることが

期待される。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。

ｂ．総合口座に組み入れる定期貯金や普

通貯金から自動的・定期的に積立て，

貯金金利の高い定期性の貯金へとラン

クアップさせていくことを「固定性メ

イン化」といい，年金や給与など定期

的に入金のある口座へのセットセール

スが大切である。よって適切でない。

テキスト 3,P26，「⑵固定性メイン化の

ポイント」参照。

ｃ．適切である。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 c. で

あり，⑴が本問の正解である。

お客様の期待とその内容

問　35　お客様の期待とその内容について述

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　満足感や信用・信頼感などの「無形のサー

ビス」の提供者である渉外担当者が，「お客

様の期待の中身や変化」をきちんと把握す

ることにより，質の高いサービスの提供が

実現できる。

⑵　正確・迅速・丁寧な事務，明るく元気な

挨拶，様々な問題の解決や予測される問題・

リスクヘの対処アドバイスは，時代や環境

が変化しても変わらない期待の例である。

⑶　お客様個々人のニーズの把握と理解，的

確な商品説明と提案・提言，タイミングの

よい情報提供，金利の動向を踏まえたアド

バイスは，時代とともに変化する期待の例

である。

	 正解率　41％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 3,P29，「⑶お

客様の期待の中身」参照。

⑵　正確・迅速・丁寧な事務，明るく元

気な挨拶は時代や環境が変化しても変

わらない期待の例であり，様々な問題

の解決や予測される問題・リスクヘの

対処アドバイスは，時代とともに変化

する期待の例である。よって適切でな

い。テキスト 3,P29-30，「⑶お客様の

期待の中身」参照。

⑶　適切である。テキスト 3,P29-30，「⑶

お客様の期待の中身」参照。

　　以上のことより，適切でないものは
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⑵であり，⑵が本問の正解である。

電話セールスを行う際の心構え

問　36　電話セールスを行う際の心構えにつ

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　電話では，耳だけでなく，顔も，態度も

きちんとお客様に向いていないと，「声」「相

槌」「声の大きさやトーン」「スピード」「抑

揚」などから，自分の姿勢が相手に伝わる

ことを認識する必要がある。

⑵　電話では対面の場合と違い，お客様にネー

ムプレートが見えないため，JA・JF の営

業店として責任をもって対応するという意

味で，会話の最初と最後には担当者自身の

名前を名乗るのではなく，営業店名を伝え

る必要がある。

⑶　お客様の中には，金融機関から電話があ

ると不安に思う方もいるため，「今日はご案

内でお電話いたしました」と初めに要件を

伝えるのではなく，できるだけ対面より時

間をかけて会話を行い，要件をしっかりと

伝えることを心がける必要がある。

	 正解率　93％

正解　⑴	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 3,P31，「⑴電

話セールスを行う際の心構え」参照。

⑵　電話では対面の場合と違い，お客様

にネームプレートが見えないため，担

当者が責任をもって対応するという意

味でも，電話の会話の最初と最後には，

担当者自身の名前を名乗る必要があ

る。よって適切でない。テキスト3,P31，

「⑴電話セールスを行う際の心構え」参

照。

⑶　お客様の中には，金融機関から電話

があると不安に思う方もいるため，「今

日はご案内でお電話いたしました」と

初めに要件を伝えるなど，対面よりも

「明確に」「簡潔に」会話することを心

がける必要がある。よって適切でない。

テキスト 3,P31，「⑴電話セールスを行

う際の心構え」参照。

　　以上のことより，適切なものは⑴で

あり，⑴が本問の正解である。

一般的な貯金商品の概要

問　37　一般的な貯金商品について述べた次

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．大口定期貯金は，預入金額が 1,000 万円

以上であれば，スーパー定期貯金などより

も高い金利が付く（金利情勢によっては金

利差がないなどの場合もある）。また，JA・

JF には破たん未然防止システムという独自

の制度があり，アプローチにあたってはセー

フティネットが充実していることを強調す

る方法もある。

ｂ．期日指定定期貯金は，預入期間は最長 3

年間だが，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。ま

た，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

も可能である。

ｃ．貯蓄貯金は，基準残高が 10 万円以上あれ

ば，残高に応じて金利が付き，いつでも引

き出しできる。ただし，給与，年金等の振



−26−

渉外基礎

込の受取りや公共料金等の口座振替ができ

ないなどの制約がある。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　31％

正解　⑶	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 3,P43-44，「大

口定期貯金」参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P47-48，「期

日指定定期貯金」参照。

ｃ．適切である。テキスト 3,P50-51，「貯

蓄貯金」参照。

　　以上のことより，a，b，c すべて適

切であり，⑶が本問の正解である。

決 済 用 普 通 貯 金

問　38　決済用普通貯金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　決済用普通貯金とは，「要求払いであるこ

と」「通常必要な決済サービスを提供できる

こと」「金利を付さないこと」という 3 つの

条件を満たしたものである。

⑵　決済用普通貯金は，個人のお客様が日常

生活で利用できる商品ではない。

⑶　決済用普通貯金は，JA・JF のセーフティ

ネットにより貯金額の全額が保護される。

	 正解率　51％

正解　⑵	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 3,P54，「決済

用普通貯金（普通貯金無利息型（決済

用））」参照。

⑵　決済用普通貯金は，個人のお客様が

事業性ではなく日常生活で利用できる

商品である。よって適切でない。テキ

スト 3,P54-55，「決済用普通貯金（普

通貯金無利息型（決済用））」参照。

⑶　適切である。テキスト 3,P54-55，「決

済用普通貯金（普通貯金無利息型（決

済用））」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。

マル優制度・マル特制度の概要

問　39　マル優制度・マル特制度について述

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。

ａ．マル優制度とは，身体障害者手帳の交付

を受けている方，国内に住む遺族基礎年金・

寡婦年金等の受給者を対象に，預貯金・有

価証券・合同運用信託の元本 350 万円まで

の利子所得が非課税になる制度である。

ｂ．マル特制度とは，対象者はマル優制度と

同じであり，利付国債および公募地方債に

ついて，マル優制度と同枠で 1 人当たり元

本 350 万円までの利子所得が非課税となる

制度である。

ｃ．マル優制度・マル特制度は，身体の不自

由な方や配偶者に先立たれた方を経済的に

サポートする目的があるが，今は低金利の

ため金額的なメリットはとても小さいとい

える。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ
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	 正解率　62％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 3,P67-68，「マ

ル優制度・マル特制度」参照。

ｂ．マル特制度とは，対象者はマル優制

度と同じであり，利付国債および公募

地方債について，1 人当たり 350 万円

までの利子所得が非課税となる制度で，

マル優制度と別枠である。よって適切

でない。テキスト 3,P68，「マル優制度・

マル特制度」参照。

ｃ．適切である。テキスト 3,P68，「マル

優制度・マル特制度」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　40　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．お客様が理想の人生を送るために，思い

描いたライフイベントを実現するためには，

ローン商品が重要な役割を果たす。

ｂ．普段 JA・JF が，フェイストゥフェイス

で接しているお客様との関係性をより強化

するためには，カードローンの提案を積極

的に行うことが有効である。

ｃ．近年は，ローンセンターで住宅ローンを

取り扱う比率が高くなったことから，支店

にその知識がある人が減ってしまい，お客

様を取りこぼすケースが増えている。

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 3,P74，「個人

ローンの重要性と課題を理解しよう」

参照。

ｂ．JA・JF に限らず，金融機関が普段フェ

イストゥフェイスで接するお客様は，

カードローン（金利　年 11％など）を

利用するケースは少ないと考えられる。

カードローンの取引により，既存のお

客様との関係性強化ではなく，普段の

取引対象とは違うお客様との縁が始ま

るといえる。よって適切でない。テキ

スト 3,P76，「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,P77，「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 a. と

c. であり，⑵が本問の正解である。

住 宅 ロ ー ン

問　41　住宅ローン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．お客様から住宅ローンの相談を受けたと

きにしっかりと対応できるように，日ごろ

から，支店周辺の不動産状況に関心を持っ

ておく必要がある。

ｂ．住宅ローンの相談に乗るときは，お客様

が返せる金額ではなく，借りられる金額を

基準として，お客様に合った借り方をアド
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バイスすべきである。

ｃ．近年は低金利が続いていることから，変

動金利で借りたほうがよいのか，固定金利

で借りたほうがよいのか，といった金利タ

イプに関する質問があったときは，固定金

利を推奨するとよい。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　57％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 3,P78，「住宅

ローン」参照。

ｂ．住宅ローンの相談に乗るときはお客

様が借りられる金額ではなく，返せる

金額を基準として，お客様に合った借

り方をアドバイスすべきである。よっ

て適切でない。テキスト 3,P79，「住宅

ローン」参照。

ｃ．お客様から金利タイプについての質

問があった場合は，「今の低金利がずっ

と続くと思うなら変動金利」「上昇し

ていくと思うなら固定金利」といった

「見方」を説明し，お客様自身で判断

してもらえるようにする。よって適切

でない。テキスト 3,P79，「住宅ローン」

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。

リ フ ォ ー ム ロ ー ン

問　42　リフォーム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．リフォームローン（一般型 A）は，100

万円から 1,000 万円の範囲で，「住宅の増改

築・改装・補修及び住宅関連設備等の設置

にかかる工事費用」について，最長 15 年

の返済期間で対応するものである。

ｂ．バリアフリーに対応するといった改築や，

太陽光発電パネルを取り付ける，オール

電化にするといったスマート住宅化も，リ

フォームローンの対象となる。

ｃ．庭や駐車場のスペースに住居部分を作る

など「増築」を行う場合には，リフォームロー

ンが利用できないため，住宅ローンで対応

する。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　36％

正解　⑵	

　解　説

ａ．リフォームローン（一般型 A）は，

10 万円から 1,000 万円の範囲で，「住宅

の増改築・改装・補修及び住宅関連設

備等の設置にかかる工事費用」につい

て，最長 15 年の返済期間で対応するも

のである。よって適切でない。テキス

ト 3,P89，「リフォームローン」参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P89，「リ

フォームローン」参照。

ｃ．庭や駐車場のスペースに住居部分を

作るなど「増築」を行う場合にも，リ

フォームローンが利用できる。よって

適切でない。テキスト 3,P89，「リフォー

ムローン」参照。

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

フ リ ー ロ ー ン

問　43　フリーローンの資金使途として，適

切でないものを 1つ選びなさい。

⑴　海外旅行，スポーツジムへの入会，英会

話教室

⑵　電化製品の購入，ゴルフ道具の購入，時

計の購入

⑶　負債整理資金

	 正解率　83％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 3,P93，「フリー

ローン」参照。

⑵　適切である。テキスト 3,P93，「フリー

ローン」参照。

⑶　負債整理資金は，フリーローンでは

対応不可である。よって適切でない。

テキスト 3,P93，「フリーローン」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。

年 金 の 受 取 り

問　44　年金の受取り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．年金を請求するときは，受給開始年齢の

3 ヵ月前に送られてくる年金請求書に必要

な書類を添えて，年金事務所または市区町

村役場等に提出する。

ｂ．年金の支払月は原則として，2 月，4 月，

6 月，8 月，10 月，12 月の年 6 回で，支払

日は 15 日となっている。なお，15 日が土曜・

日曜のときは金曜日が支払日である。

ｃ．年金の受取口座の指定替えをするときは，

「受取機関変更届」に年金証書の基礎年金番

号・年金コードを記入し，受給者の最寄り

の年金事務所等に提出する。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　32％

正解　⑶	

　解　説

ａ．適切である。テキスト 3,P109，「年

金の受取り」参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P109，「年

金の受取り」参照

ｃ．適切である。テキスト 3,P109，「年

金の受取り」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。

在 職 老 齢 年 金

問　45　在職老齢年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．60 歳以上 65 歳未満の「特別支給の老齢

厚生年金」や 65 歳からの「老齢厚生年金」

の受給権者が，厚生年金の被保険者となっ

て働いて賃金を受けた場合，この年金の一

部または全部が支給停止され，減額前の年

金と区別するためにこの年金を在職老齢年

金と呼ぶ。

ｂ．在職老齢年金は，総報酬月額と基本年金

額（基本月額）に応じて，年金額が支給停
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止（全部または一部）されるが，60 歳以上

65 歳未満の支給停止方法と 65 歳以上の支

給停止方法は同じである。

ｃ．在職老齢年金の支給停止額の計算の基礎

となる「支給停止調整開始額」「支給停止調

整変更額」は，賃金や物価の変更に応じて

毎年見直される。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　44％

正解　⑴	

　解　説

ａ．適切である。テキスト3,P126-127，「在

職老齢年金」参照。

ｂ．在職老齢年金の受給対象者は，60 歳

以上 65 歳未満の支給停止方法と 65 歳

以上の支給停止方法とは異なる。よっ

て適切でない。テキスト 3,P127，「在

職老齢年金」参照。

ｃ．適切である。テキスト3,P126-127，「在

職老齢年金」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。

確 定 給 付 型 企 業 年 金

問　46　　確定給付型企業年金について述べ

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　確定給付型企業年金とは，拠出金が確定

している企業年金で，各企業等が独自に行っ

ている確定給付型企業年金や厚生年金基金

等がこれに該当する。

⑵　確定給付型企業年金の掛金は，原則とし

て従業員が負担するが，2 分の 1 を上回ら

ない範囲で事業主が負担することもできる。

⑶　厚生年金基金制度の見直し（厚生年金保

険法等の一部改正）により，2014 年 4 月 1

日（施行日）以降は厚生年金基金の新設は

認められていない。

	 正解率　32％

正解　⑶	

　解　説

⑴　確定給付型企業年金とは，給付が確

定している企業年金である。よって適

切でない。テキスト 3,P134，「確定給

付型企業年金」参照。

⑵　確定給付企業年金の掛金は，原則と

して事業主が負担するが，本人同意の

うえ，2 分の 1 を上回らない範囲で本

人に負担させることも可能である。よっ

て適切でない。テキスト 3,P134，「⑴

確定給付企業年金」参照。

⑶　適切である。テキスト 3,P136，「⑵

厚生年金基金」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。

年金のセールス手法とアプローチ方法

問　47　年金のセールス手法とアプローチ方

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．年金の受取りは，一度指定していただくと，

毎月自動的に指定口座に振り込まれるため，

安定的に貯金が得られ，シルバー層のお客

様の囲い込みにつながる。

ｂ．JA・JF に年金指定をいただくためには，
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リタイヤメント世代が重視する「家の近く

にある」という条件や，「店舗の ATM 手数

料が無料」という条件を訴求するとよい。

ｃ．最近は，都市銀行や地方銀行で店舗を統

合する動きがあるため，近くの支店がなく

なったことで「不便になった」と感じてい

るお客様に，JA・JF は店舗網が充実して

いることをアピールをすることで，年金指

定を獲得できるチャンスが広がる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　76％

正解　⑴	

　解　説

ａ．年金の受取りは，一度指定していた

だくと，2 カ月に一度，自動的に指定

口座に振り込まれる。よって適切でな

い。テキスト 3,P140，「年金のセール

ス手法とアプローチ方法」参照。

ｂ．適切である。テキスト 3,P141，「年

金のセールス手法とアプローチ方法」

参照。

ｃ．適切である。テキスト 3,P141，「年

金のセールス手法とアプローチ方法」

参照。

　　以上のことより，適切でないものは

a. であり，⑴が本問の正解である。

法 定 相 続

問　48　法定相続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　各相続人は，遺産分割が終わる前でも，

相続財産における貯金のうち，口座ごと（定

期貯金の場合は明細ごと）に所定の計算式

で計算された額を家庭裁判所の判断を経な

いで金融機関から単独で払戻しすることが

できる。

⑵　不動産を相続する場合には，速やかに法

務局で被相続人から相続人に所有権の移転

登記（相続登記）を行う必要があるが，農

地である場合には，相続登記後に，改正農

地法に則り，10 ヵ月以内に農地のある市町

村の農業委員会に届出が必要となる。

⑶　民法改正により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，他の相続人に一定の賃料を支

払ったうえで居住できるようになった。

	 正解率　46％

正解　⑶	

　解　説

⑴　適切である。テキスト 3,P150,152，

「⑤預貯金の払戻し制度の創設」「①貯

金の場合」参照。

⑵　適切である。テキスト 3,P152，「⑶

農地の相続」参照。

⑶　民法改正により 2020 年 4 月 1 日か

らは，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

ができるようになった。よって適切で

ない。テキスト 3,P149,152-153，「①

配偶者居住権の創設」「⑷配偶者に関す

る民法（相続法）改正」参照。
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　　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。

相 続 税 額 の 算 出

問　49　　以下の前提条件と相続税速算表を

基に，Aさんが納付すべき相続税額を算出し，

合致する金額を⑴～⑶の中から 1つ選びなさ

い。

〔前提条件〕

ａ．被相続人は A さんの父であり，課税価格

の合計額は 1 億 6,800 万円である（基礎控

除額差引後の課税遺産総額は 1 億 2,000 万

円）。

ｂ．相続人は A さんの他に A さんの母および

A さんの弟であり，民法で定める法定相続

分のとおり遺産分割を行うことになってい

る。

ｃ．暦年贈与による贈与税額控除，未成年者

控除，障害者控除，相次相続控除，外国税

額控除，相続時精算課税制度による贈与税

額控除はないものとする。

● 2015 年 1 月 1 日以降の相続税の速算表
取得額（A） 税率（B） 控除額（C）

～ 1,000 万円以下 10％ −
1,000 万円超～ 
3,000 万円以下

15％   50 万円

3,000 万円超～ 
5,000 万円以下

20％  200 万円

5,000 万円超～ 
1 億円以下

30％  700 万円

1 億円超～ 
2 億円以下

40％ 1,700 万円

2 億円超～ 
3 億円以下

45％ 2,700 万円

3 億円超～ 
6 億円以下

50％ 4,200 万円

6 億円超 55％ 7,200 万円

（注）税額 =（A）×（B）−（C）

⑴　400 万円

⑵　475 万円

⑶　550 万円

	 正解率　28％

正解　⑵	

　解　説

　　課税遺産総額 1 億 2,000 万円を A さ

んの母 1/2，A さん 1/4，A さんの弟

1/4 で分割する

　　各相続人の取得金額＝課税遺産総額

（1 億 2,000 万円）×各人の法定相続分

　　 各 相 続 人 の 課 税 価 格 ＝ 課 税 価 格 

（1 億 6,800 万円）×各人の法定相続分

①　相続税の基となる税額の算出（テキ

スト 3,P159-160，「⑷相続税の総額」

参照）

　・A さんの相続税の基となる税額：

　　3,000 万円（取得金額）× 15％（税率）

　− 50 万円（控除額）＝ 400 万円

　・A さんの母の相続税の基となる税額：

　　6,000 万円（取得金額）× 30％（税率）

　− 700 万円（控除額）＝ 1,100 万円

　・A さんの弟の相続税の基となる税額：

　　3,000 万円（取得金額）× 15％（税率）

　− 50 万円（控除額）＝ 400 万円

　相続税の基となる税額の合計＝400万円

＋ 1,100 円＋ 400 万円＝ 1,900 万円

②　A さんの算出税額（テキスト 3,P160，

「⑸各相続人の算出税額」参照）

　課税価格の合計額が 1 億 6,800 万円に

対し，A さんの課税価格はその 1/4 で

ある 4,200 万円であるため，A さんの

算出税額は以下のとおり算出される。

　　1,900万円（相続税の総額）×4,200万円

（その相続人等の課税価格）/1億6,800万円
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（相続税の課税価格の合計額）＝475万円

　　以上のことより，適切な金額は⑵で

あり，⑵が本問の正解である。

相続税・贈与税に関するお客様へのアプローチ

問　50　相続税・贈与税に関するお客様への

アプローチ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．自店での相続税納付を獲得するために，

日ごろから「相続税の支払いを，ぜひ JA・

JF でお願いします」というセールスが考え

られ，積極的に行うべきである。

ｂ．被相続人が亡くなったことを知った日の

翌日から 1 年が相続税の納付期限であり，

相続人はその期間内に遺言書の有無の確認，

相続人の確定，相続財産の調査，所得税の

確定申告，遺産分割協議，相続財産の名義

変更，相続税の申告を行う必要がある。

ｃ．税理士ではない JA・JF の担当者が，お

客様の税務申告書の作成を行うことは法律

違反になる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　57％

正解　⑴	

　解　説

ａ．「相続税の支払いを是非，JA（JF）

でお願いします」というセールスは考

えにくい。よって適切でない。テキス

ト 3,P172，「相続税・贈与税に関する

お客様へのアプローチ」参照。

ｂ．被相続人が亡くなったことを知った

日の翌日から 10 カ月が相続税の納付期

限である。よって適切でない。テキス

ト 3,P172，「相続税・贈与税に関する

お客様へのアプローチ」参照。

ｃ．適切である。テキスト 3,P173，「相

続税・贈与税に関するお客様へのアプ

ローチ」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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