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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「JAバンク・JFマリンバンク住宅ローンアドバイ

ザー」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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住宅ローン業界の変遷

問　1　住宅ローン業界の変遷に関する次の記

述のうち，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　かつて，住宅金融公庫（以下「公庫」）は

長期固定金利の住宅ローンを供給していた

のに対し，民間金融機関は長期固定金利の住

宅融資には対応できなかったため，住宅ロー

ン業界では公庫融資が主役となっていた。

⑵　公庫は「独立行政法人住宅金融支援機構」

（「機構」）に改組され，新たに開発された「フ

ラット 35」の取扱いで民間金融機関をサ

ポートすることにより，民間金融機関にも

長期固定の住宅ローンへの道が開かれた。

⑶　大企業を中心として，企業の資金調達手

段が間接金融から直接金融にシフトしたた

め，民間金融機関の企業融資にかげりが出

てきたことにより，民間金融機関は住宅ロー

ンに積極的に取り組むこととなった。

⑷　住宅ローンの主役が公庫から民間金融機

関にシフトしたが，公庫が廃止になった

2007 年以降，国内銀行の住宅ローン貸出残

高は景気の影響を受け大きく増減を繰り返

している。

⑸　フラット 35 とともに登場したモーゲージ

バンクやインターネットの普及により台頭

したネット銀行など，住宅ローンを巡る金

融業界は構造変化を起こしつつある。

	 正解率　82％

正解　⑷	

　解　説

①　かつて，公庫は財投資金を原資とし

ており，長期固定金利の融資が可能で

あったため，住宅ローンの主役の立場

を担っていたが，民間金融機関は，短

期の預金を融資の原資としていたため，

長期固定金利の融資には対応できず，

住宅ローン業務はサブ的な立場に甘ん

じていた。したがって，⑴の記述は正

しい。（テキスト 1p.8）

②　特殊法人改革の一環として公庫は廃

止となり，業務を引き継いだ機構が，

主力商品として民間金融機関から長期

固定の住宅ローン債権を買い取る「フ

ラット 35（買取型）」の取扱いを積極

展開することになった。そして，これ

により民間金融機関が長期固定の住宅

ローンに取り組むことが可能となった。

したがって，⑵の記述は正しい。（テキ

スト 1p.8，12）

③　間接金融とは，銀行が預金等で集め
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た資金を，企業が設備資金や運転資金

として借り入れる資金調達手段。直接

金融とは，株式や債券を発行すること

により企業が自ら資金調達する手段。

資金の流れが，間接金融から直接金融

へと変わったことにより，企業融資に

かげりが出てきたため，銀行は個人融

資に積極的に取り組まざるを得なく

なった。したがって，⑶の記述は正しい。

（テキスト 1p.10，15）

④　公庫が廃止になった 2007 年以降，

国内銀行の住宅ローン貸出残高は，ほ

ぼ毎年順調に増加の一途をたどってい

る。大きく増減を繰り返しているとは

いえない。したがって，⑷の記述は誤

りであり，これが本問の正解である。（テ

キスト 1p.11）

⑤　建築業界，不動産業界，金融業界の

企業が母体となって，モーゲージバン

クを設立し，フラット 35 を主力商品と

して扱っている。また，ネット銀行は

店舗を持たず，受付から融資実行手続

きに至るまで，インターネットにより

処理することでコストが削減されるた

め，低金利の融資で既存銀行に攻勢を

かけている。したがって，⑸の記述は

正しい。（テキスト 1p.10）

　　① p.8，10 ～ 12，15

公的融資による住宅ローン

問　2　公的融資による住宅ローンに関する次

の記述のうち，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　現在，住宅ローンの公的融資として実施

されているものは，住宅金融支援機構（以

下「機構」）が取り扱う融資および自治体融

資のみとなった。

⑵　災害融資は民間金融機関では取扱いが困

難なことから，機構が特別な低金利で実施

している。

⑶　機構が取り扱う「マンション共用部分リ

フォーム融資」は，法人格を有するマンショ

ン管理組合に対し，マンションの修繕工事

費を融資する制度である。

⑷　機構が取り扱う「住宅融資保険」は，もっ

ぱら子会社に保証機関を持たない金融機関

に利用されている。

⑸　自治体融資は，金融機関をあっせんした

り利子補給をする制度で，自治体が直接融

資をすることはない。

	 正解率　48％

正解　⑵	

　解　説

①　住宅金融公庫の廃止により，現在，

住宅ローンの公的融資として実施され

ている主なものとしては，機構の災害

融資や高齢者向け融資，自治体融資の

ほか財形住宅融資がある。したがっ

て，⑴の記述は誤りである。（テキスト

1p.12 ～ 14，56 ～ 62）

②　機構が取り扱う災害融資には，災害

復興住宅融資，地すべり等関連住宅融

資，宅地防災工事資金融資があり，特

別の低金利で融資している。したがっ

て，⑵の記述は正しく，これが本問の

正解である。（テキスト 1p.13，57 ～

58）

③　機構が取り扱う「マンション共用部

分リフォーム融資」は，マンション管

理組合に対し，マンションの修繕工事

費を融資する制度である。マンション



−6−

JA バンク・JF マリンバンク住宅ローンアドバイザー

管理組合の法人格は要件とされていな

い。したがって，⑶の記述は誤りである。

（テキスト 1p.13，58 ～ 59）

④　機構が取り扱う「住宅融資保険」は，

子会社に保証機関を持たない金融機関

に利用されているが，そのほかフラッ

ト 35（保証型），フラット 35 パッケー

ジ，フラット 35 つなぎ融資，リ・バー

ス 60 などに利用されている。したがっ

て，⑷の記述は誤りである。（テキスト

1p.14，60）

⑤　自治体融資には，自治体が直接融資

をする「直接融資」と，金融機関をあっ

せんしたり利子補給をする「間接融資」

がある。したがって，⑸の記述は誤り

である。（テキスト 1p.62）

　　① p.12 ～ 14，56 ～ 62

民間金融機関の住宅ローン業務の特徴

問　3　民間金融機関の住宅ローン業務の特徴

に関する次の記述のうち，適切でないものを

1つ選びなさい。

⑴　住宅ローンは，安定的な長期運用先とし

て期待できる。

⑵　近時は金融機関の金利引下げ競争により

採算が悪化しており，金融機関には住宅ロー

ンに対する難しい対応が求められている。

⑶　住宅ローンは，一律に決めた融資条件を

満たしていれば融資するので，企業融資に

比べ審査が甘く，貸倒率が高い。

⑷　住宅ローンは，融資金額が企業融資に比

べ少額であり，リスクが分散している。

⑸　住宅ローンを融資することにより，生活

メイン化を図ることができ，末永い取引が

期待できる。

	 正解率　98％

正解　⑶	

　解　説

①　住宅ローンは，20 ～ 30 年という長

い取引であり，住宅の数はすでに充足

されているとはいえ，質的にはまだま

だ改善の余地があり，また，リフォー

ムの需要も増えつつあるので，今後の

安定的な資金供給先として期待できる。

したがって，⑴の記述は適切である。（テ

キスト 1p.15）

②　このところの金利引下げ競争により，

住宅ローンは利ザヤがギリギリのとこ

ろまで縮小しており，金融機関によっ

ては採算割れのところも出てきている。

したがって，⑵の記述は適切である。（テ

キスト 1p.15）

③　住宅ローンの利用者は厳しい家計の

中でも，生活の基盤となるマイホーム

を守るために最優先で返済する。貸倒

率は 0.2 ～ 0.3％程度で，通常の事業資

金の 10 分の 1 といわれている。した

がって⑶の記述は適切ではなく，これ

が本問の正解である。（テキスト 1p.16）

④　住宅ローンは，1 件あたりの融資額

が 2,000 ～ 3,000 万円と企業融資に比

べ少額であり，リスクが分散している。

したがって，⑷の記述は適切である。（テ

キスト 1p.16）

⑤　お客様は，ライフステージの中で年

齢や家族構成が変動し，諸々のライフ

イベントによって，教育資金，住宅資金，

老後資金など資金ニーズが変わってく

るので，そのために預貯金に積立てを

行ったり，取り崩したりする。そのよ
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うな取引関係を継続する中で，預貯金

のほか投資信託や保険など広い範囲の

取引深耕を図ることができ，生活メイ

ン化を図ることができて末永い取引が

期待できる。したがって，⑸の記述は

適切である。（テキスト 1p.16 ～ 17）

　　① p.15 ～ 17

住宅ローン申込時の徴求書類

問　4　住宅ローン申込時の徴求書類に関する

次の記述のうち，適切でないものを 1つ選び

なさい。

⑴　個人情報の取扱いは極めて重要なポイン

トなので，「個人情報の収集・保有・利用・

提供に関する同意書」は住宅ローンの審査

申込時に徴求する。

⑵　給与所得者の所得証明書としては，源泉

徴収票と住民税決定通知書または課税証明

書を徴求する。

⑶　団体信用生命共済被共済者加入申込書は，

本審査時に借入申込書と同時に徴求する。

⑷　建築確認申請書（写），確認済証（写），

および検査済証（写）により，建物が法令

に抵触することなく建築されていることを

確認できる。

⑸　公図があれば，敷地の接道状況が法令に適

合しているか否かを確認することができる。

	 正解率　71％

正解　⑸	

　解　説

①　住宅ローンの申込みにあたっては，

数多くの個人情報の提出を求めるので，

「個人情報の収集・保有・利用・提供に

関する同意書」は，将来のトラブルを

未然に防止するために申込受付時に徴

求しておくことが必要である。したがっ

て，⑴の記述は適切である。（テキスト

1p.23 ～ 24，29）

②　一般的に給与所得者は自営業者より

も安定性があるので，収入証明は前年

の源泉徴収票と住民税決定通知書また

は課税証明書でチェックする。したがっ

て，⑵の記述は適切である。（テキスト

1p.23，29）

③　一般的に団体信用生命共済（保険）は，

住宅ローン借入れの必須要件となって

いるので，団体信用生命共済被共済者加

入申込書は，本審査時に住宅ローン借入

申込書と同時に徴求する。したがって，⑶

の記述は適切である。（テキスト 1p.29）

④　建築着工前に都道府県あてに建築確

認申請書を提出し，法令に適合してい

る旨の確認済証の交付を受ける。そし

て，工事完了後に完了検査を受け検査

済証が交付されるので，これらを確認

することにより，建物が法令に抵触し

ていないことが確認できる。したがっ

て，⑷の記述は適切である。（テキスト

1p.23，29，161，テキスト 2p.36）

⑤　敷地は，原則として幅員 4m 以上の

建築基準法上の道路に 2m 以上接して

いなければならない。公図により道路

に接していることは確認できるが，2m

以上接していることは，実測図でなけ

れば確認できない。したがって，同時

に実測図を徴求することが必要である。

なお，前面道路が建築基準法上の道路

か否かは，特定行政庁に設置されてい

る指定道路図および指定道路調書で確

認できる。したがって，⑸の記述は適
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切ではなく，これが本問の正解である。

（テキスト 1p.23，29，159 ～ 161）

　　① p.23 ～ 24，29，159 ～ 161，② p.36

住宅ローンの各種契約

問　5　住宅ローンを融資する際に締結する各

種契約に関する次の記述のうち，正しいもの

を 1つ選びなさい。

⑴　住宅ローンの金銭消費貸借契約は，融資

金の交付にかかわらず，調印日に契約の効

力が発生する。

⑵　金銭消費貸借契約証書は，通常，金融機

関と債務者がそれぞれ調印し，これを双方

が保管する。

⑶　住宅ローンの借入者は，金融機関が指定

する保証機関と保証委託契約を締結するこ

とにより，将来借入者が返済不能となった

場合には債務を肩代わりしてもらえる。債

務者の返済義務は免除される。

⑷　抵当権は，借入金が完済され，金融機関の

債権が消滅した場合は，自動的に消滅する。

⑸　抵当物件については，火災共済（保険）に加

入し，必ず保険金請求権に質権を設定する。

	 正解率　65％

正解　⑷	

　解　説

①　契約の形態には，要物契約と諾成契

約があり，要物契約は融資金が交付さ

れてはじめて効力が発生する契約，諾

成契約は契約締結と同時に契約の効力

が発生する契約。住宅ローンの金銭消

費貸借契約は要物契約であり，融資金

が交付されてはじめて効力が発生する。

したがって，⑴の記述は誤りである。（テ

キスト 1p.32）

②　住宅ローンの金銭消費貸借契約証書

は，通常差入れ方式を取っており，原

本は銀行が保管，債務者は写しの交付

を受ける。したがって⑵の記述は誤り

である。（テキスト 1p.33）

③　借入者が返済不能となった場合には，

保証機関が代位弁済を行い，債務者（借

入者）は，保証機関に対し返済義務を

負うことになる。債務を肩代わりして

もらえることはない。したがって⑶の

記述は誤りである。（テキスト 1p.46）

④　借入金が完済され，金融機関の債権が

消滅すると同時に抵当権も消滅するこ

とを「付従性がある」という。借入金

が完済され，金融機関の債権が消滅し

た場合は，抵当権は自動的に消滅する。

したがって，⑷の記述は正しく，これ

が本問の正解である。（テキスト 1p.41）

⑤　原則として保険金請求権に質権を設

定するが，保険金で再建築したり，抵

当権に基づく物上代位権の行使により

住宅ローンを回収することもできるの

で，最近は多くの金融機関で質権設定

を省略している。したがって，⑸の

記述は誤りである（テキスト 1p.42 ～

43，134）

　　① p.32 ～ 33，41 ～ 43，46，134

インターネット・バンキングとフィンテック

問　6　インターネット・バンキングとフィン

テックに関する次の記述のうち，適切でない

ものを 1つ選びなさい。

⑴　昨今では，現役世代の 9 割超，70 歳代で

も 50％を超える人がインターネットを利用
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しており，住宅ローンも顧客が自らインター

ネットにより商品選択を行って，店頭に足

を運ぶことなくローンの申込みをする人が

増えている。

⑵　インターネット・バンキングにより，低

金利のローンを提供できる地盤ができた。

⑶　今後，インターネット・バンキングの更な

る普及に伴い，対面による顧客対応はあま

り意味がなくなっていくことが予想される。

⑷　金融機関は，フィンテックを駆使し AI や

ビッグデータを活用して，顧客の利便性の

向上，金融機関のコスト削減や新たな金融

サービスの提供を図ろうとしている。

⑸　一部大手銀行では，AI を活用した住宅

ローンの審査手法の開発が進められている。

	 正解率　92％

正解　⑶	

　解　説

①　顧客が自らローンシミュレーション

により返済額の計算を行い，インター

ネットにより主体的に商品選択を行っ

て，店頭に足を運ぶことなくローンの

申込みを行うなどインターネット・バ

ンキングの利用が拡がっている。した

がって，⑴の記述は適切である。（テキ

スト 1p.53 ～ 54）

②　インターネット・バンキングにより，

大幅なコスト削減が可能となり，新規

参入したネット銀行や一部既存銀行で

は，面談型の住宅ローンとは異なった

ネットによる低金利のローンを提供し

ている。したがって，⑵の記述は適切

である。（テキスト 1p.53）

③　インターネットの急速な普及により，

自らの判断で商品を選ぶケースが増加

している。しかし，お客様にとって住

宅購入や住宅ローン借入れについては，

一般的に経験も浅く，知識にも限界が

あるので，対面・ネットを問わずライ

フプランも含めた十分な認識が得られ

るような相談体制をとっておくことが

求められる。したがって，⑶の記述は

適切ではなく，これが本問の正解であ

る。（テキスト 2p.106）

④　金融機関では，AI やビッグデータを

活用して，顧客の利便性の向上，金融

機関のコスト削減や新たな金融サービ

スの提供を図ろうとしており，その分

野は，資金決済，送金，資金運用サポー

ト，更には融資審査にまで至ろうとし

ている。したがって，⑷の記述は適切

である。（テキスト 1p.53 ～ 54）

⑤　一部大手銀行では，IT 企業と組み

AI と統計データを活用した住宅ローン

等の審査手法の開発を進めている。し

たがって，⑸の記述は適切である。（テ

キスト 1p.54）

　　① p.53 ～ 54，② p.106

財形住宅融資の融資要件

問　7　財形住宅融資の融資要件に関する次の

記述のうち，誤っているものを1つ選びなさい。

⑴　直近 2 年以内に財形貯蓄の積立てを行っ

ていること。

⑵　財形貯蓄を 1 年以上継続し，50 万円以上

の残高を有していること。

⑶　融資限度額は，財形貯蓄残高の 10 倍（最

高 4,000 万円）かつ住宅取得価額の 90％と

なっている。

⑷　金利は，全期間固定金利である。
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⑸　団体信用生命保険（団信）に加入しなく

ても融資が受けられる。

	 正解率　27％

正解　⑷	

　解　説

①　直近 2 年以内に財形貯蓄の積立てを

行っていることが申込資格となってい

る。したがって，⑴の記述は正しい。（テ

キスト 1p.61）

②　①と同様，申込資格となっている。

したがって，⑵の記述は正しい。（テキ

スト 1p.61）

③　問題文のとおり。したがって，⑶の

記述は正しい。（テキスト 1p.61）

④　金利は 5 年固定金利制で，5 年ごと

に金利が見直される。したがって，⑷

の記述は誤りであり，これが本問の正

解である。（テキスト 1p.62，99）

⑤　健康上の理由で団信に加入できなく

ても，融資は受けられる。したがって，

⑸の記述は正しい。（テキスト 1p.62）

　　① p.61 ～ 62，99

民 間 住 宅 ロ ー ン

問　8　民間住宅ローンに関する次の記述のう

ち，適切でないものを 1つ選びなさい。

⑴　民間金融機関が重視する住宅ローンの販

売チャネルとしては，「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」があるが，金融機関が最も重視する

販売チャネルは，「住宅事業者ルート」である。

⑵　提携ローンは一般的に金利や融資条件が

優遇されていて，手続きも定型化されてい

て利便性も高いが，利用するにあたっては，

ローンの内容が利用者のニーズに合ってい

るか否かを検討する必要がある。

⑶　金利は，各金融機関とも大幅な優遇を行っ

ているが，利用者の信用度や自行との取引

関係により，その優遇幅に差を設けている。

⑷　健康上の理由で団体信用生命保険（団信）

に加入できない場合は，民間住宅ローンを借

りることができないが，団信への非加入を

容認しているフラット 35 や住宅金融支援機

構の財形住宅融資を利用するという選択肢

もあるので，まったく心配する必要はない。

⑸　変動金利型と固定金利型を組み合わせて

借り入れる「ミックス型」は，低金利を享

受しながら金利リスクを緩和するひとつの

選択肢である。

	 正解率　94％

正解　⑷	

　解　説

①　住宅金融支援機構「2019 年度民間住

宅ローンの貸出動向調査結果」による

と，民間金融機関が重視する販売チャ

ネルは，住宅事業者ルートが 83.6％，

取引企業等職域ルート 75.2％，窓口等

での個別対応 74.5％（複数回答）となっ

ており，住宅事業者ルートが最も多い。

したがって，⑴の記述は適切である。（テ

キスト 1p.64）

②　提携ローンは一般的に金利や融資条

件が優遇されていて，手続きも定型化

されているため，金融機関，業者，利

用者ともに有利性，利便性という点で

メリットがある反面，金利タイプその

他の商品内容が真に利用者のニーズに

合っているか否かを慎重に検討して選

ぶことが必要である。したがって，⑵
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の記述は適切である。（テキスト 1p.63）

③　各金融機関とも熾烈な金利競争をし

ており，信用度の高い利用者や自行と

緊密な取引のある顧客を優遇している。

したがって，⑶の記述は適切である。（テ

キスト 1p.66）

④　団信に加入せずに借入れを行う場合，

民間住宅ローンを借りることはできな

いが，フラット 35 等を借りるという選

択肢があるのでその意味では心配ない

が，一方，万一のときに遺族が返済義務

を負うことになるので，そこまで考えて

慎重な検討が必要である。したがって，

⑷の記述は適切ではなく，これが本問

の正解である。（テキスト 1p.65，129）

⑤　変動金利型と固定金利型を組み合わ

せることにより，固定金利で金利リス

クを抑えながら，変動金利の低金利の

メリットを得ることができる。したがっ

て，⑸の記述は適切である。（テキスト

1p.65，② p.75）

　　① p.63 ～ 66，129，② p.75

リ バ ー ス モ ー ゲ ー ジ

問　9　リバースモーゲージに関する次の記述

のうち，適切でないものを 1つ選びなさい。

⑴　リバースモーゲージとは，高齢者が所有する

住宅を担保に融資を受け，生存中は利息のみ

支払い，死亡時に担保物件の売却等により元

本を一括返済する制度であり，老後のマネー

プランを支えるための有効な商品である。

⑵　リバースモーゲージは，住宅などの固定

資産はあるが収入が不足している高齢者を

支援する制度である。

⑶　民間銀行のリバースモーゲージは，資金

使途を老後の生活資金のみでなく，レジャー

資金も対象としている銀行もある。

⑷　民間銀行のリバースモーゲージの金利は，

原則として固定金利である。

⑸　リバースモーゲージを普及させるために

は，長生きのリスク，金利上昇リスク，不

動産価格下落リスクの 3 つのリスクを解決

する必要がある。

	 正解率　79％

正解　⑷	

　解　説

①　平均寿命が延びる中で，老後のマネー

プランを支えるための有効な商品であ

る。したがって，⑴の記述は適切である。

（テキスト 1p.67）

②　高齢者の自宅保有率は高いが，老後

は年金が唯一の収入源というケースも

多く，老後の生活に不安を抱いている

人が多い。リバースモーゲージはその

ような高齢者を支援する制度である。

したがって，⑵の記述は適切である。（テ

キスト 1p.67）

③　リバースモーゲージは，制度の趣旨

から投資資金は対象外としているが，

レジャー資金を対象に含めている銀行

もある。したがって，⑶の記述は適切

である。（テキスト 1p.67）

④　民間銀行のリバースモーゲージの金

利は，原則として変動金利である。した

がって，⑷の記述は適切ではなく，これ

が本問の正解である。（テキスト 1p.68）

⑤　長生きのリスク，金利上昇リスク，

不動産価格下落（担保価値下落）リス

クが，リバースモーゲージの三大リス

クと呼ばれ，これらのリスクを解決す
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ることが，リバースモーゲージを普及

させるための課題となっている。した

がって，⑸の記述は適切である。（テキ

スト 1p.67 ～ 68）

　　① p.67 ～ 68

フ ラ ッ ト 3 5

問　10　「フラット 35」に関する次の記述の

うち，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　フラット 35（買取型）は，民間金融機関

が融資した住宅ローン債権を，住宅金融支

援機構が買い入れて証券化する商品である。

⑵　フラット 35（買取型）の借入者は，保証

機関と保証委託契約を締結する。

⑶　フラット 35 の金利は，融資申込時の金利

が適用される。

⑷　フラット 35S は，フラット 35 の技術基

準に適合している上，省エネルギー性，耐

震性，バリアフリー性，耐久性・可変性の

うちひとつ以上につき，所定の基準を満た

す住宅については，全期間の金利を優遇す

る制度である。

⑸　フラット 35（保証型）では，住宅金融支

援機構が抵当権者となる。

	 正解率　63％

正解　⑴	

　解　説

①　フラット 35 には買取型と保証型の 2

種類があり，買取型は，民間金融機関

が融資した住宅ローンを，住宅金融支

援機構に債権譲渡して，住宅金融支援

機構債券（MBS）を発行し，投資家に

売却するもの。保証型は，金融機関が

融資した住宅ローンに機構が住宅融資

保険を付保して，金融機関が信託銀行

等に債権信託し，信託受益権を投資家

に売却する。したがって，⑴の記述は

正しく，これが本問の正解である。（テ

キスト 1p.69 ～ 72）

②　フラット 35 は保証機関の保証は不要

であり，保証料もかからない。したがっ

て，⑵の記述は誤りである。（テキスト

1p.71）

③　フラット 35 の金利は，申込時ではな

く，融資実行時点の金利が適用される。

したがって，⑶の記述は誤りである。（テ

キスト 1p.71）

④　フラット 35S は，フラット 35 の技

術基準に適合している上，省エネルギー

性，耐震性，バリアフリー性，耐久性・

可変性のうちひとつ以上につき，所定

の基準を満たす住宅について，一定期

間金利を優遇する制度である。金利優

遇は全期間でなく一定期間である。し

たがって，⑷の記述は誤りである。（テ

キスト 1p.72 ～ 73）

⑤　フラット35（保証型）では金融機関が

抵当権者となる。したがって，⑸の記述

は誤りである。（テキスト 1p.71 ～ 72）

　　① p.69 ～ 73

元利均等返済および元金均等返済

問　11　住宅ローンの返済方法に関する次の

記述のうち，正しいものはいくつあるか。⑴

～⑸の中から選びなさい。

ａ．元利均等返済は，生活設計が立てやすい

というメリットがあり，住宅ローンにおい

ては最も一般的な返済方法となっている。

ｂ．元利均等返済は，返済当初は利息部分の
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ウェイトが大きく，返済が進むにつれて，

元金部分のウェイトが大きくなる。

ｃ．元利均等返済は，元金均等返済に比べ全期

間の総返済額が少ないというメリットがある。

ｄ．元金均等返済は，元利均等返済に比べ借

入可能額が多くなるというメリットがある。

ｅ．元金均等返済は，現在の収入は多いが将

来の収入が減少する可能性のある人に向い

ている。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

⑸　5 つ

	 正解率　81％

正解　⑶	

　解　説

①　元利均等返済は，元金と利息の合計

額が毎回一定となるような返済方法な

ので，生活設計が立てやすいというメ

リットがあり，住宅ローンにおいては

最も一般的な返済方法となっている。

したがって，a の記述は正しい。（テキ

スト 1p.80）

②　元利均等返済は，返済当初は利息部分

が大きく，返済が進むにつれて，利息部

分のウェイトが小さくなり，元金部分

のウェイトが大きくなる。したがって，

b の記述は正しい。（テキスト 1p.80）

③　元利均等返済は，返済当初は利息部

分が多く，元金返済部分が少ないため，

残高の減り方が遅く，利息も含めた全

期間の総返済額が元金均等返済よりも

多いというデメリットがある。したがっ

て，c の記述は誤りである。（テキスト

1p.80，82）

④　元金均等返済は，残高の減り方が緩

やかなうえ残高に応じて利息が上乗せ

されるため，返済当初の返済額は元利

均等返済に比べ多い。そのため元金均

等返済は元利均等返済よりも返済比率

が高くなり，借入可能額が少なくなる。

したがって，d の記述は誤りである。（テ

キスト 1p.81 ～ 82）

⑤　元金均等返済の毎月返済額は返済

当初は多く，返済が進むに従って減少

していくので，将来の収入が減少する

可能性のある人には向いている。した

がって，e の記述は正しい。（テキスト

1p.81 ～ 82）

　　以上により，正しい記述は a，b，e

の 3 つであり，⑶が本問の正解である。

　　① p.80 ～ 82

住宅ローンの金利タイプ

問　12　住宅ローンの金利タイプに関する次

の記述のうち，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　変動金利型は，5 年ごとに金利が見直さ

れ，元利均等返済の場合，5 年間毎月返済

額が変わらないので，その間の金利リスク

はないとみてよい。

⑵　変動金利型で未払利息が発生した場合で

も，必ず元金から優先的に支払っていくこ

とになっているので，残高は予定どおり減

少していく。

⑶　固定金利型は，金利が変わらないので金

利由来のデメリットはなく，ライフプラン

が立てやすいというメリットがある。

⑷　固定変動選択型で固定金利期間（特約期間）

が終了した時点で，特に手続きをしないと変
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動金利型に移行するので注意が必要である。

⑸　固定変動選択型は，固定金利期間（特約

期間）が終了した時点で，いくら金利が上

がっていても，返済額は 25％を超えて上が

ることはないので安心である。

	 正解率　95％

正解　⑷	

　解　説

①　変動金利型は，6 カ月ごとに金利が

見直されるが，元利均等返済の場合，5

年間毎月返済額が変わらないので，そ

の間に金利が上昇した場合，返済額の

うち金利相当分が多くなるというリス

クがある。したがって，⑴の記述は誤

りである。（テキスト 1p.90 ～ 92）

②　変動金利型で未払利息が発生した場

合，①未払利息から優先的に支払って

いく，②翌年以降分割払いとする，③

期日まで繰り越すなど，金融機関によ

り取扱いが異なり，必ず元金から優先

的に返済していくわけではない。した

がって，⑵の記述は誤りである。（テキ

スト 1p.91 ～ 92）

③　固定金利型は，金利上昇局面におい

ては将来の金利リスクがなく，ライフ

プランが立てやすいというメリットが

あるが，金利下降局面においては金利

が高金利のまま固定されてしまうとい

うデメリットがある。したがって，⑶

の記述は誤りである。（テキスト 1p.90）

④　問題文のとおり。したがって，⑷の

記述は正しく，これが本問の正解であ

る。（テキスト 1p.92）

⑤　固定変動選択型では，変動金利型に

おけるような 125％ルールはなく，返

済額の増加率に上限がないので，負担が

急増するおそれがある。したがって，⑸

の記述は誤りである。（テキスト 1p.92）

　　① p.90 ～ 92

住宅ローンの金利の決まり方

問　13　住宅ローンの金利の決まり方に関す

る次の記述のうち，誤っているものを 1つ選

びなさい。

⑴　内閣府からは毎月，景気動向指数が発表

され，これにより景気が拡張局面か後退局

面かの判断ができるので，今後の金利動向

を予測する材料となる。

⑵　固定金利型の金利は，新発 10 年物国債の

流通利回りなどを基準にして決定されるの

で，市場金利の動きを常にフォローしてお

くことが必要である。

⑶　変動金利型の金利は，一般的に短期プラ

イムレートを店頭表示金利としているので，

短期プライムレートの動向をフォローして

おく必要がある。

⑷　固定変動選択型の固定金利期間の金利は，

国債利回りや円金利スワップレートなどの

市場金利を基準にして各金融機関が独自に

決定する。

⑸　フラット 35（買取型）の金利は，住宅金

融支援機構の提示金利に取扱金融機関が債

権の管理・回収手数料を加算して決定する

ので，金融機関により金利が異なる。

	 正解率　66％

正解　⑶	

　解　説

①　金利は，景気の動向によりその動きが

左右されるので，金利動向を予測するた
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めには，常に景気の動向をフォローし

ていくことが必要である。したがって，

⑴の記述は正しい。（テキスト 1p.94）

②　固定金利型の金利は，新発 10 年物国

債の流通利回りなどの市場金利を基準

にして，各金融機関が独自に決定して

いる。したがって，⑵の記述は正しい。

（テキスト 1p.95）

③　変動金利型の金利は，日銀の政策金利

を反映した短期プライムレートに連動

して見直され，金利水準は一般的に短期

プライムレート＋ 1％としている。した

がって，⑶の記述は誤りであり，これ

が本問の正解である。（テキスト 1p.95）

④　固定変動選択型の固定金利期間の金

利は，国債利回りや円金利スワップレー

トなど当該期間に対応する市場金利を

基準に各金融機関が独自に決定する。

したがって，⑷の記述は正しい。（テキ

スト 1p.96）

⑤　フラット 35（買取型）の金利は，新

発 10 年物国債流通利回りなどを基準と

して算定した利率に，住宅金融支援機

構の事業運営費相当分を上乗せした提

示金利に，各金融機関がサービシング

フィー（債権の管理・回収手数料）を

加算して独自に決定する。したがって，

⑸の記述は正しい。（テキスト 1p.97）

　　① p.94 ～ 97

住宅を取得するときの諸費用

問　14　住宅ローンを借りて住宅を取得する

ときの諸費用に関する次の記述のうち，正し

いものを 1つ選びなさい。

⑴　民間住宅ローンを利用する場合，借入当

初に必ず保証機関に対する保証料が必要と

なる。

⑵　一括前払い方式の保証料は，融資金額と

返済期間および返済方法により計算するが，

審査結果により金額が異なる場合がある。

⑶　住宅ローンの事務手数料には定額型と定

率型があるが，金利は定額型の方が低く設

定されている。

⑷　住宅ローンを借りて住宅を新築するとき，

表示登記と所有権保存登記，抵当権設定登

記にかかる報酬は司法書士に支払う。

⑸　中古住宅を購入したときに不動産業者に

支払う媒介手数料は，宅地建物取引業法に

より基準金額が定められている。

	 正解率　64％

正解　⑵	

　解　説

①　最近は，ネット銀行で保証料不要と

する代わりに定率型の融資手数料を徴

収しているところがあり，既存銀行で

も同様の取扱いをしているころがある。

また，保証料の金利上乗せ型もある。

住宅ローンを利用する場合，すべて借

入当初に保証料が必要とはいえない。

したがって，⑴の記述は誤りである。（テ

キスト 1p.104）

②　一括前払い方式の保証料の金額は，

融資金額と返済期間により計算するが，

元利均等返済と元金均等返済でも金額

は異なり，さらに信用度によっても差

がある。したがって，⑵の記述は正し

く，これが本問の正解である。（テキス

ト 1p.104）

③　定額型とは，融資金額に関係なく定

額を徴求するもの。定率型とは，融資
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金額に例えば 2.20％など一定率を乗じ

た金額を徴求するもの。金利は定額型

の方が高く，定率型の方が低い。した

がって，⑶の記述は誤りである。（テキ

スト 1p.105）

④　表示登記にかかる報酬は土地家屋

調査士に，所有権保存登記，所有権移

転登記，抵当権設定登記などにかか

る報酬は司法書士に支払う。したがっ

て，⑷の記述は誤りである。（テキスト

1p.105）

⑤　不動産業者に支払う媒介手数料は，

宅地建物取引業法により基準金額では

なく上限金額が定められている。した

がって，⑸の記述は誤りである。（テキ

スト 1p.105 ～ 106）

　　① p.104 ～ 106

住宅取得後に必要となる諸費用

問　15　住宅取得後に必要となる諸費用に関

する次の記述のうち，正しいものを 1つ選び

なさい。

⑴　JAで取り扱っている建物更生共済は，火災

のほか台風や地震など自然災害も保障する。

⑵　固定資産税の納税義務者は，物件引渡し

前までは売主，引渡し後は買主となる。

⑶　住宅ローンを借りて分譲マンションを購

入する場合，修繕積立金は，ローンの金利

と同様，なるべく負担の少ないものを選ぶ

のがよい。

⑷　団体信用生命共済掛金（保険料）は，生

命保険料控除の対象となる。

⑸　住宅金融支援機構から財形住宅融資を借

りる場合の団体信用生命保険の特約料は金

利に含まれている。

	 正解率　94％

正解　⑴	

　解　説

①　問題文のとおり。したがって，⑴の

記述は正しく，これが本問の正解であ

る。（テキスト 1p.107）

②　固定資産税は，登記の有無にかかわ

らず，毎年 1 月 1 日現在の固定資産課

税台帳に土地・家屋の所有者として登

録されている者が納税義務者である。

したがって，⑵の記述は誤りである。（別

冊 p.22）

③　分譲マンションの修繕積立金は，当

初安く設定し，将来引き上げていくパ

ターンが多く，現在，修繕積立金が不

足していて将来の大修繕に不安のある

ケースが多い。今後の修繕計画を確認

し，修繕積立金が不足することがない

かを確認することが重要である。した

がって，⑶の記述は誤りである。（テキ

スト 1p.110）

④　団体信用生命共済（保険）の契約者

は金融機関であり，共済掛金（保険料）

は生命保険料控除の対象にはならない。

したがって，⑷の記述は誤りである。（テ

キスト 1p.131）

⑤　フラット 35 では，団信加入に必要な

費用を毎月返済額に含めて支払うこと

となっているが，住宅金融支援機構の

財形住宅融資など機構融資については，

毎年 1 回一括払いとなっている。した

がって，⑸の記述は誤りである。（テキ

スト 1p.107 ～ 109）

　　① p.75，107 ～ 109，131，別冊 p.22
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審査上の借入可能額の算定

問　16　下の表は，融資条件から審査上の借入可能額を算定するプロセスを示したものである。次

に示した前提条件により，表中の①～③に入る金額を計算し，金額の組み合わせとして正しいもの

を⑴～⑸の中から 1つ選びなさい。なお，②の解答にあたっては万円未満切捨てとし，③の解答に

あたっては十万円未満切捨てとする。

＜前提条件＞　年　収（税込）　　本人 620 万円　　妻 240 万円

 物件価格 4,500 万円

 融資限度額 物件価格× 80％

 金利タイプ 固定変動選択型（10 年固定）

 利率 年 1.2％（審査金利　年 4.0％）

 返済期間 30 年

 返済方法 元利均等返済

 収入合算 収入合算者（妻）の年収の 2 分の 1 合算が認められる

 他の借入金の返済　マイカーローン月 25,000 円

 返済比率

前年度の年収（税込） 返済比率　Ⓐ
250 万円未満 25％以下
250 万円以上　400 万円未満 30％以下
400 万円以上 35％以下

 返済期間 30 年の 100 万円あたりの毎月返済額

 利率　年 1.2％　3,309 円

 年 4.0％　4,774 円

借入可能額算定表

年収（税込） 本人年収＋収入合算分 （　　　）万円
年間返済額 Ⓑ＝年収（税込）×Ⓐ （　①　）万円

返済比率から算定した
暫定借入可能額

Ⓒ （　②　）万円

融資限度額 Ⓓ＝物件価格× 80％ （　　　）万円
借入可能額 ⒸとⒹのうち少ない方の金額 （　③　）万円

※問題の作成上，一部の欄が空欄となっている。
※Ⓒ＝年間返済額÷ 12 カ月÷ 100 万円あたりの毎月返済額（審査金利による）× 100 万円

⑴　①　186　　②　3,246　　③　3,240

⑵　①　217　　②　3,264　　③　3,260

⑶　①　222　　②　3,351　　③　3,350

⑷　①　259　　②　3,997　　③　3,600

⑸　①　259　　②　4,521　　③　3,600
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	 正解率　76％

正解　⑷	

　解　説

　　年収（税込）＝本人年収＋収入合算分

＝ 620 万円＋ 240 万円÷ 2 ＝ 740 万円

　　年間返済額Ⓑ＝年収（税込）×Ⓐ（35％）

＝① 259 万円

　　返済比率から算定した暫定借入可能

額Ⓒ＝年間返済額÷12 カ月÷ 100 万円

あたりの毎月返済額（審査金利による）

× 100万円

　　＝（259 万円− 2.5 万円× 12）÷ 12

÷ 4,774 円× 100 万円＝② 3,997 万円

（万円未満切捨て）

　　融資限度額（融資条件）Ⓓ＝物件価格

4,500 万円× 80％＝ 3,600 万円

　　借入可能額＝ⒸとⒹのうち少ない方

の金額＝③ 3,600 万円

　　① p.100 ～ 101，146 ～ 147

住 宅 の 登 記

問　17　住宅の登記に関する次の記述のうち，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　「表題部」には，「表示に関する登記」と

して，不動産の所在地や面積などの物理的

状況が記録される。

⑵　「権利部」は甲区と乙区に分かれており，

甲区には所有権保存登記，所有権移転登記

などが，乙区には抵当権や賃借権などが記

録される。

⑶　分譲マンションの土地の共有持分は，権

利部の甲区に記録されている。

⑷　不動産登記手続がオンライン化されたこ

とにより，権利証に代わり登記識別情報が

新設され，権利証は無効となった。

⑸　不動産登記手続がオンライン化されたが，

従前と同じ書面による登記申請も可能であ

る。

	 正解率　96％

正解　⑷	

　解　説

①　土地の表題部には，「不動産番号」，「所

在」，「地積」，「所有者」など，建物の

表題部には，「不動産番号」，「所在」，「構

造」，「床面積」，「所有者」など表示に

関する事項が記録される。したがって，

⑴の記述は正しい。（テキスト 1p.111

～ 112）

②　問題文のとおり。したがって，⑵

の記述は正しい。（テキスト 1p.111 ～

113）

③　問題文のとおり。したがって，⑶

の記述は正しい。（テキスト 1p.112 ～

113）

④　これまでの権利証（登記済証）は廃

止されたが無効になったわけではなく，

書面による登記申請の際に提出するこ

とが必要である。したがって，⑷の記

述は誤りであり，これが本問の正解で

ある。（テキスト 1p.113）

⑤　問題文のとおり。したがって，⑸

の記述は正しい。（テキスト 1p.113 ～

114）

　　① p.111 ～ 114

品 確 法

問　18　「住宅の品質確保の促進等に関する法

律（品確法）」に関する次の記述のうち，正し
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いものを 1つ選びなさい。

⑴　品確法により，建設業者や宅建業者が新

築住宅の請負契約や売買契約を締結した場

合，柱や屋根など基本構造部分について 10

年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付け

られた。

⑵　品確法による瑕疵担保責任は，将来その

住宅を既存住宅として取得した人について

も適用され，新築住宅の請負人や売主に対

して，品確法の規定をもって責任を追及す

ることができる。

⑶　10 年間の瑕疵担保責任の履行を担保する

ために，「住宅瑕疵担保履行法」では，建設

業者や宅建業者が保証金供託か保険に加入

する任意の制度が設けられている。

⑷　「住宅性能表示制度」は，住宅性能評価機

関が住宅の安全性や耐久性を 10 分野 35 項

目について 3 つの等級で評価する制度であ

る。

⑸　「住宅性能表示制度」は，新築住宅を対象

としており，中古住宅は対象外である。

	 正解率　64％

正解　⑴	

　解　説

①　2000 年に消費者保護の一環として設

けられた制度で，基本構造部分につい

て 10 年間の瑕疵担保責任が義務付けら

れた。したがって，⑴の記述は正しく，

これが本問の正解である。（テキスト

1p.120）

②　品確法による瑕疵担保責任は，将

来その住宅を既存住宅として取得した

人については適用されない。したがっ

て，⑵の記述は誤りである。（テキスト

1p.120）

③　「住宅瑕疵担保履行法」では，建設業

者や宅建業者に保証金供託か保険加入

のいずれかが義務付けられており，任

意の制度ではない。したがって，⑶の

記述は誤りである。（テキスト 1p.121）

④　「住宅性能表示制度」は，住宅の安全

性や耐久性を 10 分野 35 項目について

5 つの等級で評価する制度である。し

たがって，⑷の記述は誤りである。（テ

キスト 1p.121 ～ 122）

⑤　「住宅性能表示制度」は，新築住宅の

みならず，表示基準や評価基準は異な

るが中古住宅も対象としている。した

がって，⑸の記述は誤りである。（テキ

スト 1p.123）

　　① p.120 ～ 123

担保物件（土地・建物）の評価

問　19　住宅ローンにかかる担保物件の評価

に関する次の記述のうち，誤っているものを

1つ選びなさい。

⑴　一戸建て住宅の土地の評価は，一般的に

は公示価格などの公的評価額と取引事例比

較法による評価額を参考に実施する。

⑵　公示価格は，国土交通省が毎年 1 月 1 日

現在の評価額を 3 月下旬に公表している。

⑶　一戸建て中古住宅の建物評価は，実務上，

再調達原価に築年数による減価修正を施し

て算定する方法が主流となっている。

⑷　国土交通省の主導で，建物評価の適正化

を図るためインスペクション（建物状況調

査）を活用した評価手法を導入する計画が

動き始めている。

⑸　中古の分譲マンションの評価は，取引事

例比較法を使用するが，ケースにより収益
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還元法を併用する場合がある。

	 正解率　17％

正解　⑶	

　解　説

①　問題文のとおり。したがって，⑴の記

述は正しい。（テキスト 1p.124 ～ 128）

②　土地の公示価格は，国土交通省が毎

年 1 月 1 日現在の評価額を一般の土地

取引の指標として 3 月下旬に公表する。

したがって，⑵の記述は正しい。（テキ

スト 1p.125）

③　一戸建て中古住宅の建物の評価は，

理論的には再調達原価に築年数による

減価修正を施して算定するが，現実の

担保評価は購入価格と取引事例比較法

による価格を参考に，時点修正，環境

等の個別要因修正を加え，土地と一体

として評価するケースが多い。一般的

に築 10 年以上の木造一戸建て住宅は評

価しない。したがって，⑶の記述は誤

りであり，これが本問の正解である。（テ

キスト 1p.127，152）

④　国土交通省が主導する「住生活基本

計画」において，建物評価の適正化を

図るため，インスペクション（建物状

況調査）を活用した評価手法を導入す

る計画が動き始めている。したがって，

⑷の記述は正しい。（テキスト 1p.127）

⑤　中古分譲マンションでは，自己居住

用住宅として使用するものは主として

取引事例比較法により評価するが，マ

ンションは戸建て住宅よりも賃貸に出

しやすく，賃貸市場も形成されていて，

事例も豊富なので，賃貸の可能性のあ

る物件は，その度合いにより収益還元

法も併用する。したがって，⑸の記述

は正しい。（テキスト 1p.124，128）

　　① p.124 ～ 128，152

団体信用生命共済（保険）（団信）

問　20　団体信用生命共済（保険）（団信）に

関する次の記述のうち，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　団信に加入する際提出する加入申込書の

告知事項は，事実を記入しなかったり，記

入した内容が事実と異なっていた場合は，

保障開始日から 2 年以内は，告知義務違反

として契約が解除され，共済金（保険金）

が支払われない場合がある。

⑵　JA をはじめ一部の金融機関で取り扱って

いる特定疾病保障付き団信は，死亡や高度

障害のほか，三大疾病，九大疾病などが原

因で一定の要件に該当した場合，ローン残

高の全額が支払われる。

⑶　住宅金融支援機構から夫婦で連帯債務で

機構融資を借り入れ，「デュエット（夫婦連

生団体信用生命保険）」に加入して，夫婦ど

ちらか一方の加入者が死亡または高度障害

になった場合，住宅の持分等には関係なく

残債務全額が支払われる。

⑷　ワイド団信は，肝機能障害や高血圧，糖尿

病などで治療中の人でも加入できるもので，

引受条件は各金融機関で統一されている。

⑸　団信の保険金受取人は金融機関である。

	 正解率　67％

正解　⑷	

　解　説

①　問題文のとおり。したがって，⑴の

記述は正しい。（テキスト 1p.130）
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②　問題文のとおり。したがって，⑵の

記述は正しい。（テキスト 1p.132）

③　「デュエット」は「夫婦連生団体信用

生命保険」といい，夫婦で加入し，そ

のどちらか一方の加入者が死亡または

高度障害になった場合，住宅の持分等

には関係なく残債務全額が支払われる。

したがって，⑶の記述は正しい。（テキ

スト 1p.131）

④　ワイド団信は，従来の団信では加入

できなかった肝機能障害や高血圧，糖

尿病などで治療中の人でも加入できる

もので，多くの金融機関で扱っている

が，引受条件は，金融機関によって異

なる。したがって，⑷の記述は誤りで

あり，これが本問の正解である。（テキ

スト 1p.132）

⑤　団信の被保険者は債務者（ローン利

用者）。保険契約者と保険金受取人は金

融機関である。したがって，⑸の記述

は正しい。（テキスト 1p.129）

　　① p.129 ～ 132

火災共済（保険）および地震保険

問　21　住宅にかかる火災共済（保険）およ

び地震保険に関する次の記述のうち，誤って

いるものを 1つ選びなさい。

⑴　豪雨で川が氾濫して床上浸水したなどの

水災も，顧客サイドの選択により火災保険

の補償の対象となる。

⑵　保険金額が物件の評価額を上回る契約で

あっても，保険金額に見合った保険料を支

払っているので，全焼した場合は，保険金

額全額が支払われる。

⑶　家財に火災保険を付保する場合，1 個ま

たは 1 組の価格が 30 万円を超える貴金属，

宝石，美術品などは，契約時に保険契約申込

書に明記しないと保険の目的に含まれない。

⑷　地震保険は，火災保険と併せて契約する

ことになっており，保険金額は火災保険の

保険金額の 30 ～ 50％（建物 5,000 万円，

家財 1,000 万円が上限）の範囲で任意に設

定することになっている。

⑸　地震保険の目的は，住宅の再建築のため

の資金というより，当面の生活再建のため

の資金という位置付けである。

	 正解率　87％

正解　⑵	

　解　説

①　火災保険は，火災のほか落雷，破裂・

爆発，風災・ひょう災・雪災，水災，

盗難その他不測かつ突発的な事故によ

る損害など，補償内容を顧客サイドで

選択することができる。したがって，

⑴の記述は正しい。（テキスト 1p.133）

②　保険金額が物件評価額（保険価額）

を上回る場合（超過保険）は，全焼し

ても保険価額を超えて保険金が支払わ

れることはない。保険金額は，物件の

評価額（保険価額）と同額で契約する

のが基本である。したがって，⑵の記

述は誤りであり，これが本問の正解で

ある。（テキスト 1p.134）

③　問題文のとおり。したがって，⑶の

記述は正しい。（テキスト 1p.134）

④　問題文のとおり。したがって，⑷の

記述は正しい。（テキスト 1p.135）

⑤　地震保険の保険金支払額には限度が

あり，保険金だけで住宅を再建築する

ことはできない。地震保険は当面の生
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活再建のための資金という位置付けで

ある。したがって，⑸の記述は正しい。

（テキスト 1p.136）

　　① p.133 ～ 136

借入申込人の信用度の審査

問　22　住宅ローン借入申込人の信用度の審

査に関する次の記述のうち，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　クレジットカードの個人信用情報機関と

金融機関の個人信用情報機関は異なり，ク

レジットカードの支払いが長期間延滞と

なっていても金融機関サイドではわからな

いので，住宅ローンの借入れに支障をきた

すことはない。

⑵　借入申込人にかかる信用度の審査で，最

も重要なチェックポイントは収入の把握と

安定性であり，住宅ローンの審査で金融機

関が最も重視しているのは返済比率である。

⑶　多くの金融機関では，カードローンは，

借入残高がなければ返済比率の算定上は無

視している。

⑷　契約社員，派遣社員などは，住宅ローン

の融資の対象外としている。

⑸　一般的に民間住宅ローンで収入合算をす

る場合の合算者は，満20歳以上で安定収入が

あること，借主と生計を一にしていること，

連帯保証人となることなどの要件を満たし

ていれば，兄弟姉妹であっても認められる。

	 正解率　76％

正解　⑵	

　解　説

①　個人信用情報機関には，銀行系の全国

銀行個人信用情報センター，信販・クレ

ジット系の㈱シー・アイ・シー，消費

者金融系の㈱日本信用情報機構の 3 機

関がある。そして，延滞等登録事項に

関し相互に情報共有を行っているので，

クレジットカードの支払いが長期にわ

たり延滞となっていれば，そのことは

金融機関サイドでも把握でき，その場

合は，住宅ローンの借入れに支障をき

たすことになる。したがって，⑴の記

述は誤りである。（テキスト 1p.144）

②　住宅金融支援機構「2019 年度民間住

宅ローンの貸出動向調査」によると，

「本審査で重視度が増している項目」は，

返済比率（税込年収に対する年間返済

額の割合）が 63.0％（複数回答可）と

最も多い。したがって，⑵の記述は正

しく，これが本問の正解である。（テキ

スト 1p.145）

③　カードローンは，多くの金融機関で

借入残高の有無に関わらず，融資極度

額を借入金とみなし，返済比率を算定

する。したがって，⑶の記述は誤りで

ある。（テキスト 1p.148）

④　契約社員，派遣社員などは多くの場

合，安定性に問題があるので，融資が

困難となるが，仕事の継続性と過去の

実績等から安定性に問題がなければ，

融資の対象とする場合もある。住宅ロー

ンの融資の対象外としているわけでは

ない。したがって，⑷の記述は誤りで

ある。（テキスト 1p.146）

⑤　一般的に収入合算が認められる範囲

は，借主と同居し生計を一にしているこ

と，満 20 歳以上一定年齢未満で安定収

入があること，配偶者，直系親族である

ことなどの条件を満たしている人のう
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ち 1 名，連帯保証人となること，とさ

れている。一般的に兄弟姉妹は認めら

れていない。したがって，⑸の記述は

誤りである。（テキスト 1p.146 ～ 147）

　　① p.144 ～ 147

担 保 の 審 査

問　23　住宅ローンの担保の審査において，留

意しなければならない点について述べた次の

記述のうち，誤っているものを1つ選びなさい。

⑴　市街化区域は，住居系，商業系，工業系の

3 つに分かれ，更にこれが 12 種類の用途地

域に分けられ，用途地域ごとに建築上の制限

が定められているので，担保物件が法令に

適合しているか否かを確認する必要がある。

⑵　都市計画区域および準都市計画区域にお

いて建物を建築する場合，敷地は原則とし

て幅員 4m 以上の建築基準法上の道路に 2m

以上接していなければならない。

⑶　前面道路が幅員 4m 未満の場合（2 項道路

の場合），道路中心線から両側にそれぞれ

2m 後退（セットバック）した線が道路境界

線とみなされ，担保評価上，セットバック

した部分は除外される。

⑷　借地上の建物に住宅ローンを融資する場

合は，通常，地主に敷地を担保提供しても

らう。

⑸　一般的に担保物件の共有の範囲としては，

配偶者，親，子，兄弟姉妹などの親族に限

られている。

	 正解率　51％

正解　⑷	

　解　説

①　市街化区域は，第一種低層住居専用

地域，第二種低層住居専用地域など 12

の用途地域に分けられ，それぞれ建築

物の用途制限や建ぺい率，容積率等，

建築上の制限が定められているので，

担保物件が法令に適合しているか否か

を確認する必要がある。したがって，

⑴の記述は正しい。（テキスト 1p.153

～ 158）

②　問題文のとおり。公図により道路に

接していることが確認でき，実測図に

より 2m 以上接していることは確認で

きる。したがって，⑵の記述は正しい。

（テキスト 1p.159）

③　道路中心線から両側にそれぞれ 2m

ずつセットバックした線が道路境界線

とみなされ，建ぺい率や容積率の計算

にあたっては，後退した部分は敷地面

積に算入されず，担保評価上もこの部

分は除外される。したがって，⑶の記

述は正しい。（テキスト 1p.159）

④　借地上の建物に住宅ローンを融資す

る場合は，通常，地主の承諾書を徴求

する。一般的に地主に敷地を担保提供

してもらうことは困難。したがって，

⑷の記述は誤りであり，これが本問の

正解である。（テキスト 1p.161）

⑤　共有を巡るトラブルを避けるために，

担保物件の共有の範囲は，親族に限定

している。したがって，⑸の記述は正

しい。（テキスト 1p.153）

　　① p.153 ～ 163

顧客対応のコンプライアンス

問　24　住宅ローンにかかる顧客対応に関し

て，コンプライアンス上留意しなければなら
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ない点について述べた次の記述のうち，正し

いものを 1つ選びなさい。

⑴　変動金利型住宅ローンで「金利は 5 年ごと

に見直すのでその間の金利リスクはありま

せん」という担当者の説明を信じて，住宅

ローンの契約書に調印してしまった場合は，

顧客はその契約を取り消すことができる。

⑵　「日照良好」と説明しつつ，隣地にマンショ

ンが建つことを故意に告げずマンションを

販売したとしても，買主は売買契約を取り

消すことはできない。

⑶　税理士の資格を持たない職員が，住宅ロー

ン控除の計算をして税務申告書作成の手伝

いをすることは，無償であれば住宅ローン

業務の一環として認められる。

⑷　金融機関が，自社が扱う保険料が安い火

災保険への加入を住宅ローンの融資条件に

しても，それは顧客のメリットになり，顧

客に喜んでもらえるのであれば問題ない。

⑸　銀行が住宅ローンの借換えの広告を作成

するにあたっては，借換えの諸費用の金額

または料率を表示しているが，これは各行

が自主的に表示しているのであり，特に義

務付けられているわけではない。

	 正解率　91％

正解　⑴	

　解　説

①　住宅ローンの勧誘に際し，変動金利

型住宅ローンは金利を 6 カ月ごとに見

直すにもかかわらず，「5 年ごとに見直

すのでその間の金利リスクはない」と

いう誤った説明で顧客を誤認させたこ

とは，消費者契約法の不実告知に該当

し，顧客はその契約を取り消すことが

できる。したがって，⑴の記述は正しく，

本問の正解である。（テキスト 2p.6）

②　消費者契約法により不利益事実の不

告知として契約を取り消すことができ

る。したがって，⑵の記述は誤りである。

（テキスト 2p.7）

③　税理士の資格を持たない者が，税務

書類の作成や税務相談を行うことは，

たとえ無償であっても税理士法違反と

なる。したがって，⑶の記述は誤りで

ある。（テキスト 2p.9 ～ 10）

④　顧客に商品を販売するにあたり，そ

れと併せて他の商品を自社または自社

の指定する業者から購入することを強

制することは，独占禁止法違反となる。

したがって，⑷の記述は誤りある。（テ

キスト 2p.10）

⑤　公正取引委員会の認定を受けて運

用している「銀行業における表示に関

する公正競争規約」において，借換え

の諸費用の金額または料率を表示する

ことが義務付けられている。したがっ

て，⑸の記述は誤りである。（テキスト

2p.11）

　　② p.6 ～ 11

個 人 情 報 の 取 扱 い

問　25　個人情報の取扱い上，注意しなけれ

ばならない点について述べた次の記述のうち，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　個人データの保有件数にかかわらず，ほ

とんどすべての事業者が個人情報取扱事業

者である。

⑵　個人情報取扱事業者が個人情報を取得す

るときは，本人に対し利用目的の通知・公

表を行わなければならない。
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⑶　住宅ローンの申込書類として，給与所得

の源泉徴収票を徴求したときには，個人番

号が記載されていないものを徴求するのが

原則であるが，個人番号が記載されていた

場合は，マスキングする等して使用する。

⑷　人種，信条，社会的身分，病歴，犯罪歴

などは，要配慮個人情報（機微情報）として，

取扱いに十分注意を払う必要がある。

⑸　窓口で個人番号カードにより本人確認を

行う場合は，追加で身元確認のため運転免

許証など顔写真付きの公的証明書が必要で

ある。

	 正解率　63％

正解　⑸	

　解　説

①　以前は，最近 6 カ月間に 5,000 件以

上の個人データを保有する事業者を個

人情報取扱事業者としていたが，現在

は人数制限が撤廃されている。した

がって，⑴の記述は正しい。（テキスト

2p.15）

②　個人情報取扱事業者には，個人情報

は不正な手段で取得してはならず，取

得時に本人に対し利用目的の通知・公

表を行うことが義務付けられている。

したがって，⑵の記述は正しい。（テキ

スト 2p.16）

③　源泉徴収票は，個人番号が記載され

ていないものを徴求するのが原則であ

るが，個人番号が記載された源泉徴収

票を住宅ローンに活用する場合は，個

人番号部分を復元できない程度にマス

キングする等の工夫をすればよい。し

たがって，⑶の記述は正しい。（テキス

ト 2p.18）

④　問題文のとおり。したがって，⑷の

記述は正しい。（テキスト 2p.16）

⑤　個人番号カード（裏面）で番号が確

認でき，個人番号カード（表面）で身

元確認ができるので，個人番号カード

1 枚があればよい。したがって，⑸は

誤りであり，これが本問の正解である。

（テキスト 2p.18 ～ 19）

　　② p.15 ～ 19

重 要 事 項 の 説 明

問　26　住宅ローンにおける重要事項の説明

のポイントに関する次の記述のうち，適切で

ないものを 1つ選びなさい。

⑴　金利リスクの説明を行うにあたっては，

金利が上昇した場合に返済額が増加すると

いうだけの説明にとどまらず，具体的な返

済額を計算して説明することが必要である。

⑵　民間住宅ローンは，基本的に融資実行時

の金利が適用されるので，借入申込時にそ

のことについて顧客によく説明することが

必要である。

⑶　変動金利型の金利リスクの説明にあたっ

ては，元利均等返済において金利が急激に

上昇した場合，利息金額だけで毎月返済額

をオーバーし，未払利息が発生することが

あることをよく説明し理解を得ておく必要

がある。

⑷　高齢者に対し口頭で金利の説明をしたが，

なかなか理解してもらえないので，説明書

を渡して自宅で熟読してもらうよう話し，

理解してもらえたものとみなし，住宅ロー

ン契約を締結した。

⑸　審査の結果，希望条件に合った融資に応

じられない場合があることを，あらかじめ
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伝えておくことが必要である。

	 正解率　98％

正解　⑷	

　解　説

①　問題文のとおり。したがって，⑴の

記述は適切である。（テキスト 2p.20 ～

23）

②　民間住宅ローンは，融資実行時の金

利が適用されるので，申込時から実行

時までの間に金利が変動するリスクが

あることをよく説明しておくことが必

要である。したがって，⑵の記述は適

切である。（テキスト 2p.21）

③　元利均等返済において金利が急激に

上昇した場合，利息金額だけで毎月返

済額をオーバーし，未払利息が発生す

ることがあるので，よく説明しておく

ことが必要である。したがって，⑶の

記述は適切である。（テキスト 2p.22）

④　説明は，顧客の知識，経験等に照ら

して十分理解できる説明，方法で行わ

なければならない。したがって，⑷の

記述は適切ではなく，これが本問の正

解である。（テキスト 2p.23）

⑤　審査の結果，希望条件に合った融資

に応じられない場合，顧客の住宅購入

計画に影響するので，あらかじめその

ことを伝えておくことが必要である。

したがって，⑸の記述は適切である。（テ

キスト 2p.23）

　　② p.20 ～ 23

適 合 性 の 原 則

問　27　住宅ローンを借りて住宅を購入する

場合の適合性の原則やライフプラン上の問題

に関する次の記述のうち，最も適切なものを

1つ選びなさい。

⑴　住宅の購入計画を進めるための順序とし

ては，ライフプランはさておき，まず住宅

雑誌等で物件を探し，自分のイメージに合っ

た住宅を決めることである。

⑵　買いたい物件が決まったら，次になるべく

金利の低い銀行を探し，返済比率からいくら

借りられるかを計算し，借入額を決定する。

⑶　住宅の購入計画を進めるための第一歩は，

子どもの教育資金や老後資金を視野に入れ

て，今後のライフプランを考え，キャッシュ

フロー分析を行ってみることである。

⑷　購入希望物件が高いため，住宅ローンの

借入額が多くなってしまい，目標の完済時

年齢をオーバーしてしまう場合は，将来，

繰上返済をして期間短縮する計画で進める

のがよい。

⑸　最近は，65 歳まで雇用することが企業に

義務付けられ，さらに 70 歳まで就業できる

途も開けつつあるので，返済期間を 65 歳か

ら 70 歳くらいまでに完済できるよう長め

にとることにより住宅ローンの返済額を抑

えれば，教育資金を捻出することができる。

	 正解率　98％

正解　⑶	

　解　説

①　住宅の購入計画を立てるにあたって

必要なことは，まず，ライフプランを

立てることである。イメージが優先す

ると夢ばかりが膨らんで，購入計画が

行き詰まる結果になりかねない。した

がって，⑴の記述は適切ではない。（テ

キスト 2p.24）
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②　返済比率は，金融機関の審査基準の

ひとつであり，ローン利用者の返済能

力を保証するものではない。いくら借

りられるかよりいくら返せるかという

視点で借入額を決めるべきである。な

お，ローン利用者の負担は金利だけで

はなく，保証料，事務手数料等その他

の諸費用も合算して判断すべきである。

したがって，⑵の記述は適切ではない。

（テキスト 2p.24）

③　住宅の購入計画を進めるための第一

歩は，子どもの教育資金や老後資金を

視野に入れて，今後のライフプランを

考え，マネープランを立てることであ

る。キャッシュフロー分析はそのため

の有効な手段である。したがって，⑶

の記述は適切であり，これが本問の正

解である。（テキスト 2p.24）

④　途中で繰上返済をして期間を短縮す

る方法もあるが，将来，繰上返済をす

る原資が確保できるか否かも不確実な

ので，むしろ購入物件の見直しの方を

優先すべきである。したがって，⑷の

記述は適切ではない（テキスト 2p.25）

⑤　希望者全員を 65 歳まで雇用すること

が企業に義務付けられ，さらに 70 歳ま

で就労する途も開けつつあるとはいえ，

一般的には 60 歳で給与が減額となるの

で，60 歳までには完済するのが望まし

い。したがって，⑸の記述は適切では

ない。（テキスト 2p.25）

　　② p24 ～ 25

本人確認（取引時確認）

問　28　住宅ローンの本人確認（取引時確認）

に関する次の記述のうち，誤っているものを

1つ選びなさい。

⑴　「犯罪収益移転防止法」では，金融機関や

宅建業者等を特定事業者に指定し，取引時

確認および確認記録の作成，確認記録の保

存，疑わしい取引の届出を義務付けている。

⑵　本人確認は，顔写真付きの本人確認書類

等で行わなければならないが，顔写真のな

い確認書類しかない場合は，健康保険証，

年金手帳等，別の本人確認書類を追加提示

する方法でもよい。

⑶　取引時において，氏名，住居，生年月日

を確認すれば，法令で定められている確認

項目を完全に遵守したことになる。

⑷　確認記録は 7 年間保存しておかなければ

ならない。

⑸　最近ではネットで運転免許証などの身分

証と現在の顔写真を撮影し，セットで送信

することにより，ネットで本人確認を完結

することが可能となった。

	 正解率　87％

正解　⑶	

　解　説

①　近年マネーロンダリングが横行し

ており，テロや闇金融など新たな犯罪

の温床となっているため，これを未

然に防止する目的で，特定事業者に一

定の事項が義務付けられている。した

がって，⑴の記述は正しい。（テキスト

2p.26）

②　顔写真のない確認書類しかない場合

は，健康保険証や年金手帳など別の本

人確認書類を追加提示する方法がある。

また，本人確認書類に記載の住所に取

引関係文書を転送不要郵便等で送付し
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て確認する方法でもよい。したがって，

⑵の記述は正しい。（テキスト 2p.26）

③　取引時確認における確認項目には，

氏名，住居，生年月日のほか，取引目的，

職業がある。したがって，⑶の記述は

誤りであり，本問の正解である。（テキ

スト 2p.26）

④　問題文のとおり。したがって，⑷の

記述は正しい。（テキスト 2p.26）

⑤　ネットバンキングの利便性を高める

ため，2018 年 11 月から可能となった。

したがって，⑸の記述は正しい。（テキ

スト 2p.26）

　　② p.26

住 宅 取 得 計 画

問　29　住宅ローン相談の際，お客様の住宅

取得計画に関して留意すべき点について，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　一戸建て住宅を購入するにあたって，境

界杭（鋲）が確認できない場合は，隣地所

有者の立会いの下，測量士，土地家屋調査

士による確定測量図を作成する。

⑵　中古マンションを購入するにあたっては，

管理組合の自主管理か管理会社への委託管

理かなど管理体制を確認する必要がある。

⑶　国土交通省や都道府県の宅建業担当課に

は，宅建業者の名簿が設置されており，だ

れでも閲覧することができるので，業者の

選択にあたっては，経歴や過去の法令違反

取引などを確認するのが望ましい。

⑷　宅建業者が工事完了前に売買契約を締結

する場合，物件の売買に係る手付金等の額

が売買代金の 5％または 1,000 万円を超え

ているときは，手付金等の保全措置を講ず

ることが義務付けられている。

⑸　手付金の保全措置として，宅建業者には

一定金額の供託が義務付けられている。

	 正解率　29％

正解　⑸	

　解　説

①　敷地の境界に関するトラブルは極め

て多い。一戸建て住宅の売買にあたっ

ては，境界の確定は欠かせない。した

がって，⑴の記述は正しい。（テキスト

2p.31）

②　マンションの価値は，管理が的確に

行われているか否かに左右されるので，

中古マンションの購入にあたっては重

要なポイントとなる。管理会社に丸投

げして管理組合のチェックが行き届い

ていないなど管理がおろそかになって

いないかどうか確認が必要である。し

たがって，⑵の記述は正しい（テキス

ト 2p.32）

③　業者の選択にあたっては，経歴や

過去の法令違反などを確認して信用度

を調査することが必要である。した

がって，⑶の記述は正しい。（テキスト

2p.32 ～ 33）

④　手付金等の額が，工事完了前の売買

では，売買代金の 5％または 1,000 万

円を超えるとき，工事完了後の売買で

は，売買代金の 10％または 1,000 万円

を超えるとき，手付金等の保全措置が

必要とされている。したがって，⑷の

記述は正しい。（テキスト 2p.33）

⑤　手付金の保全措置としては，銀行等

との保証委託契約または保険会社との

保証保険契約，指定保管機関との手付
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金等寄託契約がある。したがって，⑸

の記述は誤りであり，これが本問の正

解である。（テキスト 2p.33）

　　② p.31 ～ 33

不 動 産 取 引 の 進 め 方

問　30　不動産取引の進め方に関する次の記

述のうち，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　宅建業者に住宅の売却の仲介を依頼する

場合，契約形態の如何にかかわらず，複数

の業者に重ねて依頼することができる。

⑵　宅建業者が住宅の売却につき仲介の依頼

を受けた場合，契約形態の如何にかかわら

ず，指定流通機構に登録することが義務付

けられている。

⑶　宅建業者には，契約締結前に重要事項に

つき書面を交付して，顧客に説明すること

が義務付けられている。

⑷　既存住宅の場合，インスペクション（建

物状況調査）が義務付けられており，実施

した結果について重要事項説明書で説明し

なければならない。

⑸　いったん，契約したあとで，契約を解除

したい場合は，売主は手付金の倍額を買主

に支払うことにより，無条件に契約を解除

することができる。

	 正解率　83％

正解　⑶	

　解　説

①　媒介契約には，一般媒介契約，専任

媒介契約，専属専任媒介契約があり，

一般媒介契約は他の業者にも重ねて依

頼できるが，専任媒介契約と専属専任

媒介契約では他の業者に重ねて依頼す

ることはできない。したがって，⑴の

記述は誤りである。（テキスト 2p.34）

②　宅建業者が住宅の売却につき仲介の

依頼を受けた場合，専任媒介契約と専

属専任媒介契約の場合は指定流通機構

への登録が義務付けられているが，一

般媒介契約の場合は義務付けられてい

ない。したがって，⑵の記述は誤りで

ある。（テキスト 2p.34）

③　宅建業者は，契約締結前に宅地建物

取引業法に定められた重要事項につき，

書面を交付して顧客に説明することが

義務付けられている。したがって，⑶

の記述は正しく，これが本問の正解で

ある。（テキスト 2p.35）

④　インスペクションは義務付けられて

いるわけではないが，既存住宅の場合，

重要事項説明書にインスペクションを

実施しているか否か，実施している場

合はその結果についての説明が義務付

けられている。したがって，⑷の記述

は誤りである。（テキスト 2p.35）

⑤　売主は手付金の倍額を買主に支払

うことにより契約を解除することがで

きるが，すでに買主が中間金を支払っ

た場合など契約の履行に着手している

場合は，手付金の倍額を買主に支払っ

ても契約の解除はできない。無条件に

解除できるわけではない。したがっ

て，⑸の記述は誤りである。（テキスト

2p.35）

　　② p.34 ～ 35

自己資金の準備の仕方

問　31　住宅購入時の自己資金に関する次の
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記述のうち，適切なものを 1つ選びなさい。

⑴　最近は頭金不要で諸費用まで融資してく

れる金融機関もあるので，自己資金につい

てはそれほど気にする必要はない。

⑵　財形住宅貯蓄は，一定の要件を満たすと

財形住宅融資が受けられ，自己資金の準備

方法としてふさわしい貯蓄方法である。

⑶　自己資金を効率的に準備する方法として，

リスクがあるがリターンも期待できる株式

や投資信託といったリスク商品を勧めた。

⑷　親から頭金を借りることができれば，金

利を支払う必要がないので，資金計画上大

変助かる。

⑸　令和 3 年 3 月に住宅を購入する予定であ

るが，「直系尊属からの住宅取得等資金の贈

与に係る非課税制度」の非課税枠を利用し

て，祖父から 3,000 万円の生前贈与を受け

る予定である。

	 正解率　82％

正解　⑵	

　解　説

①　できるだけ多くの頭金を準備して，

ローンの金額をなるべく低く抑えれば，

将来の家計負担は軽くなりライフプラ

ン上望ましい。取得価格の 3 割程度の

自己資金を準備することが必要といわ

れている。したがって，⑴の記述は適

切ではない。（テキスト 2p.59）

②　財形住宅貯蓄の非課税限度額は，財

形年金貯蓄と合わせて元利合計（保険

型は払込保険料累計額）550 万円であ

り，元本確実で有利な積立商品である。

したがって，⑵の記述は適切であり，

これが本問の正解である。（テキスト

2p.59 ～ 60）

③　自己資金を積み立てるときは，近い

将来において使途の決まっているお金

なので，リスク商品は避け，元本確実

な商品を選ぶのがポイントである。株

式や投資信託はリスクがあり，元本確

実な商品ではない。したがって，⑶の

記述は適切ではない。（テキスト 2p.60）

④　親からの借入金が，税務対策上贈与

と見なされないためには契約書を作成

し，金利も支払う必要がある。したがっ

て，⑷の記述は適切ではない。（テキス

ト 2p.60）

⑤　3,000 万円の非課税枠（質の高い住

宅の場合）は令和 2 年 3 月で終了して

いる。令和 3 年 3 月現在の非課税枠は

1,500 万円となっている。したがって，

⑸の記述は適切ではない。（テキスト別

冊 p.47）

　　② p.59 ～ 60，別冊 p.47

住 宅 取 得 資 金 計 画

問　32　住宅取得資金計画に関する次の記述

のうち，最も適切なものを 1つ選びなさい。

⑴　住宅を購入する場合，「ローンの年間返済

額＋購入後の経常的年間住居費＋今後の年

間貯蓄予定額」が，「現在の年間家賃＋年間

貯蓄額」以内に収まっていれば，今後，家

計が破たんすることはない。

⑵　住宅を購入するに際し，大半の人が住宅

ローンを利用するので，まず手始めに住宅

ローンがいくら借りられるかを把握するこ

とが最も重要である。

⑶　キャッシュフロー分析の結果，希望した

物件の購入が無理なことがわかったときは，

ライフイベントに優先順位をつけて家計費
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の見直しや物件の見直し，保険その他の見

直しなどによりキャッシュフローの改善法

を検討する。

⑷　返済比率とは，年間返済額の手取り年収に

対する割合であり，一般的に 20 ～ 25％以内

に抑えるのが無理のない計画とされている。

⑸　民間金融機関がローン審査にあたって返

済比率を算定する場合，一般的に安全度を

見込んだ金利ではなく，適用金利を使用す

る。

	 正解率　91％

正解　⑶	

　解　説

①　問題文の算式には今後の生活費の変

動や金利上昇が考慮されておらず，現

時点でローン返済が可能であったとし

ても，将来生活費の増加や金利の上昇

で，家計が破たんする可能性がないと

はいえない。それを検証するためには，

キャッシュフロー分析が必要である。

したがって，⑴の記述は適切ではない。

（テキスト 2p.62 ～ 68）

②　住宅資金計画で最も大切なことは，

｢いくら借りられるか｣ ではなく，「いく

ら返せるか」ということであり，まず，

我が家の家計からいくら返せるかを検

証することが先決である。したがって，

⑵の記述は適切ではない。（テキスト

2p.62 ～ 68）

③　キャッシュフロー分析の結果，住宅

ローンを借りて希望した物件を購入す

ると，家計が破たんするという結果と

なる場合がある。そのときは，ライフ

イベントに優先順位をつけ家計費の見

直しや物件の見直し，保険その他の見

直しなどによりキャッシュフローの改

善法を検討する。したがって，⑶の記

述は最も適切であり，これが本問の正

解である。（テキスト 2p.62 ～ 68）

④　返済比率とは，年間返済額の税込み

年収に対する割合である。したがって，

⑷の記述は適切ではない。（テキスト

2p.62）

⑤　民間金融機関がローン審査にあたっ

て返済比率を算定する場合，一般的に

安全度を見込んで，適用金利よりも高

い審査金利を使用する。したがって，

⑸の記述は適切ではない。（テキスト

1p.100）

　　① p.100，② p.62 ～ 68

住宅ローン商品の選択

問　33　住宅ローン商品の選択に関する次の

アドバイスのうち，適切でないものを 1つ選

びなさい。

⑴　金利動向がつかめない中で，金利の上昇・

下降のリスクを抑えたい場合は，固定変動

選択型を選択するとよい。

⑵　現在は収入が多く，十分ローン返済がで

きる状態であっても，将来収入が減少する

可能性がある場合は，元金均等返済を選択

するとよい。

⑶　優遇金利のパターンには，全期間一定幅の

優遇を行うものと，固定金利期間（特約期間）

中は大きな優遇を行い，期間経過後は優遇

幅を抑えるものの 2 種類があるが，一般的

に，利用者にとって前者の方が有利である。

⑷　ミックス型は，長期固定金利型の安心感

と変動金利型の低金利の双方のメリットを

享受できる。
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⑸　住宅ローン商品の選択にあたっては，金

利のみでなく保証料や手数料等諸費用を合

わせ，さらに全期間でみた総負担額を比較

して選ぶべきである。

	 正解率　67％

正解　⑶	

　解　説

①　固定期間中は金利リスクがなく，固

定期間終了時にその時の金利動向を見

て，その後の金利タイプを選ぶことが

できる。したがって，⑴の記述は適切

である。（テキスト 2p.72）

②　元金均等返済は，当初の返済額は多

いが，返済が進むにつれて返済額が減

少する。したがって，⑵の記述は適切

である。（テキスト 2p.75）

③　どちらが有利かは，金利優遇幅，金

利水準，返済期間等により異なるので，

一概にはいえない。したがって，⑶の

記述は適切ではなく，これが本問の正

解である。（テキスト 2p.72 ～ 73）

④　ミックス型は，金利リスクを抑える

ことができるのと同時に，固定金利と

変動金利の双方のメリットを享受する

ことができる。したがって，⑷の記述

は適切である。（テキスト 2p.72，75）

⑤　利用者は，一般的に金利のみに注目

するが，全体の負担額を比較して選択

すべきである。したがって，⑸の記述

は適切である。（テキスト 2p.73 ～ 74）

　　② p.72 ～ 75

繰 上 返 済

問　34　住宅ローンの繰上返済に関する次の

記述のうち，適切なものを 1つ選びなさい。

⑴　一部繰上返済には「期間短縮型」と「返

済額軽減型」があるが，より大きな利息軽

減効果が得られるのは「返済額軽減型」で

ある。

⑵　老後のマネープランに大きな効果をもた

らすのは「期間短縮型」の繰上返済である。

⑶　複数のローンを借りている場合，繰上返

済の利息軽減効果を左右するのは，金利，

残存期間，残存金額のうち，金利である。

⑷　一部繰上返済は，早いうちにするほうが

利息軽減効果が大きいので，手元にお金が

少しでもたまったら，なるべくこまめに繰

上返済をするのがよい。

⑸　住宅ローン控除の適用を受けている途中

で，期間短縮型の繰上返済をしたために当

初借入れから新しい返済期限までの通算期

間が 10 年未満となってしまった場合も，以

後の残りの期間，住宅ローン控除が受けら

れる。

	 正解率　89％

正解　⑵	

　解　説

①　より大きな利息軽減効果が得られる

のは「期間短縮型」の繰上返済である。

したがって，⑴の記述は適切ではない。

（テキスト 2p.78 ～ 80）

②　「期間短縮型」の繰上返済は，大き

な利息軽減効果が得られるうえ，期間

短縮により完済時期が繰り上がるの

で，老後のマネープランに余裕ができ

る。したがって，⑵の記述は適切であ

り，これが本問の正解である。（テキス

ト 2p.79）

③　一部繰上返済の利息軽減効果は，金
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利水準，残存期間，残存金額によって

異なり，どれが大きな効果を得られる

かは，それぞれの条件によって異なる

ので，試算をしてみる必要がある。し

たがって，⑶の記述は適切ではない。（テ

キスト 2p.80 ～ 81）

④　繰上返済の金額が多いほど利息軽減

効果は大きいが，手元に残す金額を考

えて行うことが必要である。失業や病

気など予期しない事態に備えるために

も，教育費も含め 6 カ月～ 1 年間くら

いは生活できる程度のお金を手元に残

しておくのがライフプラン上望ましい。

また，通常，繰上返済を行う都度手数

料がかかることも考慮しなければなら

ない。したがって，⑷の記述は適切で

はない。（テキスト 2p.81）

⑤　当初借入れから新しい返済期限まで

の通算期間が 10 年未満となってしまっ

た場合は，以後の期間，住宅ローン控

除は受けられない。したがって，⑸の

記述は適切ではない。（テキスト 2p.81）

　　② p.78 ～ 81

借 換 え

問　35　住宅ローンの借換えに関する次の記

述のうち，適切なものを 1つ選びなさい。

⑴　住宅ローンの借換えの目的は，もっぱら

返済負担を軽減させることである。

⑵　固定金利の場合，「現在残高 1,000 万円以

上・残存期間 10 年以上・借換えによる金

利低下 1％以上」が借換えのメリットが得

られる最低条件である。

⑶　借換えの申込みを行うにあたっては，健

康状態により，団体信用生命共済（保険）

加入への支障がないか否かをチェックする

必要がある。

⑷　借換えにかかる諸費用には，保証料，取

扱手数料，登記費用，火災保険料などがある。

⑸　住宅ローン控除の適用を受けている途中

で借換えを行った場合は，借換え後も当然

住宅ローン控除の対象となる。

	 正解率　82％

正解　⑶	

　解　説

①　借換えには，返済負担軽減のための

借換えと，金利リスク回避のための借

換えがある。したがって，⑴の記述は

適切ではない。（テキスト 2p.82）

②　固定金利の場合，一般的に「現在残

高 1,000 万円以上・残存期間 10 年以上・

借換えによる金利低下 1％以上」であ

れば借換えのメリットがあるといわれ

ていたが，金利が低くなった現在では，

必ずしもこの条件に当てはまらなくて

も，メリットがある場合が多い。した

がって，⑵の記述は適切ではない。（テ

キスト 2p.82，110）

③　借換えの場合，借換え先で改めて団

信に加入することになるので，団信の

告知書を提出して再加入しなければな

らない。健康状態によっては借換えが

できない場合もある。したがって，⑶

の記述は適切であり，これが本問の正

解である。（テキスト 1p.129）

④　火災保険は，借換え前の火災保険契

約が継続されるので，借換えに伴って

火災保険料を支払う必要はない。した

がって，⑷の記述は適切ではない。（テ

キスト 2p.83）
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⑤　借換え後のローンが住宅ローン控除

の要件を満たしていない場合は，これ

まで受けていた住宅ローン控除を引き

続き受けることはできない。したがっ

て，⑸の記述は適切ではない。（テキス

ト 2p.85）

　　① p.129，② p.82 ～ 85

返 済 困 窮

問　36　住宅ローンの返済が苦しくなったと

きの対応に関する次の記述のうち，適切でな

いものを 1つ選びなさい。

⑴　家計簿を精査し，基本生活費の見直し，

生命保険，自動車保険，自動車保有の見直

しを行う。

⑵　リストラによる解雇，病気等の場合，緊

急避難的に自宅を賃貸に出し，自分は家賃

の安いアパートに入る。

⑶　収入減により定例収入だけでは返済が苦

しくなったときは，可能ならば期間短縮型

の繰上返済で当面の家計収支の改善を図る。

⑷　銀行に元金の返済猶予や返済期間の延長，

毎月返済とボーナス返済の比率変更など貸

付条件の変更について相談する。

⑸　元金の返済猶予，返済期間の延長を行っ

た場合，全期間の返済負担が増加すること

には留意すべきである。

	 正解率　50％

正解　⑶	

　解　説

①　まず，家計支出の見直しは必須。そ

のためには家計簿を集計して分析する

ことが必要。特に，生命保険の必要保

障額は，子どもの成長とともに減少し

ていくので，継続的に見直しをしてい

くこと。もし，過大な保険に入ってい

る場合は，減額するか解約して適正な

金額に見直す。自動車保険をインター

ネット契約に切り替えて，保険料を節

約する。自動車を持たない生活も検討

するなど。したがって，⑴の記述は適

切である。（テキスト 2p.91 ～ 92）

②　住宅ローンは，資金使途が自己居住

用住宅の取得に限られているため，本

来は対象物件を賃貸に出すことは認め

られていないが，リーマンショック後

の金融庁の指導もあり，最近金融機関

では自宅の賃貸についても借入者の状

況により柔軟に対応している。したがっ

て，⑵の記述は適切である。（テキスト

2p.94）

③　期間短縮型の繰上返済は，全期間の

返済額軽減効果は大きいが，当面の返

済負担の軽減にはならない。当面の負

担軽減のためには，返済額軽減型の方

がよい。したがって，⑶の記述は適切

ではなく，これが本問の正解である。（テ

キスト 2p.93）

④　リーマンショック後，金融庁は，金

融機関が，借り手からの申込みがあっ

た場合，貸付条件の緩和に努力するこ

とを要請しており，各金融機関とも元

金の返済猶予，返済期間の延長など貸

付条件の変更等で対応している。した

がって，⑷の記述は適切である。（テキ

スト 2p.92 ～ 94）

⑤　元金の返済猶予や返済期間の延長を

行うと，全期間の返済負担は利息分だ

け増加することに留意すべきである。

したがって，⑸の記述は適切である。（テ
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キスト 2p.93）

　　② p.91 ～ 94

返 済 行 き 詰 ま り

問　37　住宅ローンの返済が行き詰まったと

きの対応に関する次の記述のうち，誤ってい

るものを 1つ選びなさい。

⑴　住宅ローンの延滞が発生し，再三の督促

にもかかわらず改善が見られず，通常 6 カ

月以上経過すると，保証機関が保証債務を

履行する。

⑵　保証債務が履行され債権が保証機関に移

ると，債務者は以後保証機関に対し，これ

までと同じ返済方法で返済を続ける。

⑶　早期の解決が不可能な場合は，担保物件

の任意売却を検討する。

⑷　任意売却中に仮差押えが行われることも

あり得るので注意が必要である。

⑸　住宅ローン返済で家計が破たんした場合

の債務整理の方法としては，自己破産と個

人版民事再生があるが，自己破産の場合は

住宅を失うことになるのに対し，個人版民

事再生の場合は一定額以上の返済を続ける

ことにより，住宅を失うことから免れる。

	 正解率　87％

正解　⑵	

　解　説

①　問題文のとおり。したがって，⑴の

記述は正しい。（テキスト 2p.100）

②　住宅ローンの返済が滞り，保証機関

が金融機関に保証債務を履行すると，

債務者は，原則として一括弁済を請求

される。したがって，⑵の記述は誤り

であり，これが本問の正解である。（テ

キスト 2p.100）

③　任意売却は市場価格で売却でき，競

売による担保処分よりも高額で処分で

きる可能性が高いので，通常，競売よ

りも任意売却を優先する。したがって，

⑶の記述は正しい。（テキスト 2p.101）

④　任意売却は，スピーディーに市場

価格で売却できるなどのメリットがあ

るが，他の利害関係人の協力が得られ

るかが問題であり，任意売却中に仮差

押えが行われることもあり得る。した

がって，⑷の記述は正しい。（テキスト

2p.101）

⑤　個人版民事再生は，「住宅資金貸付債

権に関する特則」により，債務免除は

ないが一定額以上の返済を続けること

により，住宅を失うことはない。した

がって，⑸の記述は正しい。（テキスト

2p.103）

　　② p.100 ～ 103

営 業 推 進

問　38　住宅ローンの営業推進に関する次の

記述のうち，適切なものはいくつあるか。⑴

～⑸の中から選びなさい。

ａ．インターネットの急速な普及により，シ

ミュレーションを駆使して顧客自らの判断

で商品を選ぶケースが増加しているので，今

後の営業政策の方向としては，対面による

相談受付は廃止の方向に舵を切るのがよい。

ｂ．住宅ローン利用者が「住宅ローンを利用

する上で役立った情報源」として，第一に

あげているのは「インターネット」である。

ｃ．民間金融機関が重視する住宅ローンの販

売チャネルとしてあげている，圧倒的な上
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位 3 つは，「住宅事業者ルート」，「取引企業

等職域ルート」，「窓口等での個別対応」で

ある。

ｄ．住宅関連会社の営業担当者から持ち込ま

れた案件については，応諾，否決にかかわ

らず，結論を早急に出すことが必要である。

ｅ．ライフプランの中で住宅ローンをどのよ

うに位置付けるかを，親身になって丁寧に

説明することは，住宅ローン担当者として

のお客様に対する姿勢として重要なことで

ある。それにより信頼感が生まれ，生活メ

イン化への道が開ける。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

⑸　5 つ

	 正解率　44％

正解　⑶	

　解　説

①　インターネットの急速な普及により，

お客様が自らの判断で商品を選ぶケー

スが増加している。しかし，お客様に

とって住宅購入や住宅ローン借入れに

ついては，一般的に経験も浅く，知識

にも限界があるので，対面・ネットを

問わずライフプランも含めた十分な認

識が得られるような相談体制をとって

おくことが求められる。したがって，

a の記述は適切ではない。（テキスト

2p.106）

②　住宅金融支援機構の「2018 年度民間

住宅ローン利用者の実態調査」（第 2 回）

によると，住宅ローンを利用する上で

役立った情報源として，「住宅販売事業

者」と回答した人の 45.7％に対し，「イ

ンターネット」は 24.4％となっている。

したがって，b の記述は適切ではない。

（テキスト 2p.107）

③　住宅金融支援機構の「2019 年度民間

住宅ローンの貸出動向調査結果」によ

ると，「民間金融機関が重視する住宅

ローンの販売チャネル」は，第 1 位が「住

宅事業者ルート」の 83.6％，第 2 位が「取

引企業等職域ルート」の 75.2％，第 3

位が「窓口等での個別対応」の 74.5％

である。したがって，c の記述は適切

である。（テキスト 2p.107）

④　営業担当者としても，それにより迅

速・的確な営業展開ができる。したがっ

て，d の記述は適切である。（テキスト

2p.108）

⑤　住宅資金は，教育資金，老後資金と

並び人生の 3 大支出であり，ライフ

プランの中で整合性を取りながら考え

るべきもので，親身になって丁寧に説

明することにより信頼感が生まれ，生

活メイン化への道が開ける。したがっ

て，e の記述は適切である。（テキスト

2p.24 ～ 25，30，106）

　　以上により，適切な記述は c，d，e

の 3 つであり，⑶が本問の正解である。

　　② p.24 ～ 25，30，106 ～ 108

共働き夫婦の住宅取得

問　39　共働き夫婦の Aさんが，住宅を取得

するにあたって受けたアドバイスに関する次

の記述のうち，適切でないものを 1つ選びな

さい。

⑴　共働き夫婦が住宅ローンを借りて住宅を
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購入する場合，収入合算をすることにより，

借入可能額が大きくなり，つい高額物件に

目を奪われがちになるが，夫の収入で返済

できる範囲のローンを借り，妻の収入は繰

上返済に充てるのが健全な計画といえる。

⑵　夫婦がペアローンで住宅ローンを借りる

とき，借入額の比率で共有登記をすれば，

贈与税の問題は起きない。

⑶　夫が妻の収入を合算して住宅ローンを借

りていた場合で，夫が死亡したとき，団体

信用生命共済（保険）の保険金は，借入金

残高相当額が支払われ，債務はなくなる。

⑷　住宅ローン控除は，「収入合算」で連帯保

証の場合は，借入者である夫のみに適用さ

れるが，連帯債務の場合は夫妻とも両方に

適用される。

⑸　夫が妻を連帯保証人にして収入合算で住

宅ローンを組んだ場合と，それぞれペアロー

ンでローンを組んだ場合では，借入総額が

同じであっても住宅ローン控除額の合計額

は異なることがある。

	 正解率　40％

正解　⑵	

　解　説

①　子どもの出産や親の介護等で，妻の

収入が不安定になる可能性があること

を考慮して，できれば，収入合算をせ

ずに，夫の収入のみで返済可能な範囲

にとどめておき，妻の収入は繰上返済

に回すというのが健全な方法といえる。

したがって，⑴の記述は適切である。（テ

キスト 2p.128）

②　贈与税の問題を生じさせないために

は，それぞれの借入額と自己資金負担

額の合算額の比率で共有登記をする必

要がある。したがって，⑵の記述は適

切ではなく，これが本問の正解である。

（テキスト 2p.129，160 ～ 161）

③　団信に加入しているのは債務者であ

る夫だけなので，保険金は債務相当額

が支払われる。したがって，⑶の記述

は適切である。（テキスト 2p.128）

④　連帯債務で収入合算した場合，資

金負担割合により夫婦とも住宅ローン

控除を受けることができる。したがっ

て，⑷の記述は適切である。（テキスト

2p.128）

⑤　住宅ローン控除額は所得税の納税

額が上限となるので，夫婦それぞれの

所得税の納税額によって，控除額が

頭打ちとなる場合がある。したがっ

て，⑸の記述は適切である。（テキスト

2p.128，別冊 p.8 ～ 9）

　　② p.128 ～ 129，160 ～ 161，別冊 p.8

～ 9

民間の無担保リフォームローン

問　40　民間の無担保リフォームローンに関

する次の記述のうち，適切でないものはいく

つあるか。⑴～⑸の中から選びなさい。

ａ．団体信用生命共済（保険）への加入を認

めていない。

ｂ．金融機関によって融資条件が異なるが，

一般的に固定変動選択型をとっている。

ｃ．クレジットカード会社などが保証機関と

なっているケースが多い。

ｄ．無担保のため金利は通常の住宅ローンよ

りも高い。

ｅ．返済期間は，たとえば 6 カ月～ 15 年と短

期で，通常の住宅ローンよりも短い。
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⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

⑷　4 つ

⑸　5 つ

	 正解率　62％

正解　⑵	

　解　説

①　団信の加入については，金融機関に

よって取扱いが異なり，原則加入とし

ているところと任意加入としていると

ころがある。したがって a の記述は適

切ではない。（テキスト 2p.135）

②　一般的に変動金利型をとっている。

したがって b の記述は適切ではない。

（テキスト 2p.135）

③　無担保融資のため，クレジット会社

などが保証機関となっている。したがっ

て c の記述は適切である。（テキスト

2p.135）

④　問題文のとおり。したがって d の記

述は適切である。（テキスト 2p.135）

⑤　一般的に返済期間はたとえば 6 カ月

～ 15 年と短い。したがって e の記述は

適切である。（テキスト 2p.135）

　　以上により，適切でないものは，a，

b の 2 つであり，⑵が本問の正解である。

　　② p.135

地 震 対 策

問　41　住宅の地震対策に関する次の記述の

うち，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　国土交通省では，1981 年 5 月 31 日以前

に建築された住宅のうち，耐震性のない住

宅の耐震化を急務とし，各種支援策を講じ

ている。

⑵　耐震診断では，住宅の耐震性を震度 6 ク

ラスの大地震を基準に判定しており，その

基準をクリアするための耐震改修を目標と

している。

⑶　木造一戸建て住宅の耐震改修費用は，多

くの場合 300 万円以上かかる。

⑷　自己居住用の既存住宅の耐震改修を行っ

た場合，所得税額の特別控除が受けられる

制度がある。

⑸　住宅性能表示制度により取得した耐震等

級により，地震保険料の割引が得られる。

	 正解率　51％

正解　⑶	

　解　説

①　国土交通省の調査によると，2013

年現在の耐震化率は約 82％であるが，

1981 年 5 月 31 日以前に旧耐震基準に

より建築された住宅のうち，耐震性の

ない住宅は 900 万戸残っており，これ

らの住宅の耐震化が急務となっている。

2020 年には耐震化率を 95％に，2025

年には概ね 100％の達成を目標にして

おり，国をあげて各種の支援策を講じ

ている。したがって，⑴の記述は正しい。

（テキスト 2p.141）

②　木造一戸建て住宅の判定の指標であ

る上部構造評点および分譲マンション

の指標である Is 値は，いずれも震度 6

クラスの大地震における倒壊の危険性

を判定の基準としている。したがって，

⑵の記述は正しい。（テキスト 2p.142

～ 143）

③　全国の代表的な都県の自治体補助金
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（助成金）制度を利用した案件の耐震改

修工事費は，300 万円未満が約 8 割を

超えている。したがって，⑶の記述は

誤りであり，これが本問の正解である。

（テキスト 2p.142 ～ 143）

④　自己居住用の既存住宅の耐震改修を

行った場合，標準的な工事費用（補助

金等の額を控除）相当額の 10％（最高

限度額 25 万円）をその年分の所得税額

から控除できる。したがって，⑷の記

述は正しい。（テキスト別冊 p.19）

⑤　住宅性能表示制度の耐震等級 1 の場

合は 10％，耐震等級 2 の場合は 30％，

耐震等級 3 の場合は 50％の地震保険料

割引がある。したがって，⑸の記述は

正しい。（テキスト 2p.147）

　　② p.141 ～ 143，147，別冊 p.19

空 き 家 対 策

問　42　空き家に関する次の記述のうち，適

切でないものを 1つ選びなさい。

⑴　この度，地方在住の一人暮らしの母親が

他界したことに伴い，居宅が空き家になっ

てしまったが，兄弟間で相続人が決まらず，

急ぐ必要もないので当分の間，相続登記は

せず様子を見るつもりでいる。

⑵　「特定空家」に指定されると固定資産税が

大幅に増加するということがわかったので，

早急に空き家の活用方法について検討を始

めなければと思っている。

⑶　母親が 1 人で居住していた住宅を，相続

人が譲渡した場合の譲渡所得について，居

住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除

を受けるため，火災や不法侵入が心配なの

でとりあえず建物を解体するつもりでいる。

⑷　建物を解体してアパートを建設しては，

との業者の勧誘があるが，現在，国内の空

き家の 50％以上が賃貸用住宅なので，ア

パート建設については地域の賃貸住宅の需

給関係をよく調査したうえで対応するつも

りでいる。

⑸　故郷に U ターンして新しい事業を始める

人のために，空き家バンクに登録するのも

一法と考えている。

	 正解率　87％

正解　⑴	

　解　説

①　相続が発生したにもかかわらず，相

続登記がされず，永年の間，所有者が

被相続人のままになっているケースが

多い。その場合，改めて遡って登記し

ようとしても，関係者が既に他界して

いたり遠方に転居していて，空き家処

理がいつまで経っても前に進まない。

したがって，⑴の記述は適切ではなく，

これが本問の正解である。（テキスト

2p.149）

②　「空き家対策特別措置法」に基づき

「特定空家」に指定されると，行政か

ら助言または指導，勧告等がなされ

て，固定資産税の優遇措置がなくな

り，税額が大幅にアップする。それで

もなお事態が改善されない場合は，代

執行により建物が取り壊され，取壊し

費用は本人に請求される。したがっ

て，⑵の記述は適切である。（テキス

ト 2p.148）

③　被相続人が 1 人で居住していた家屋

で相続後空き家となっている住宅を，

相続人が平成 28 年 4 月 1 日から令和 5
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年 12 月 31 日までの間に譲渡した場合

の譲渡所得について，居住用財産の譲

渡所得の 3,000 万円特別控除の適用を

受けることができる。建物は解体せず

に土地・建物，建物のみ，建物解体後

の土地のみのいずれの譲渡でも可。た

だし，相続のあった日から 3 年を経過

する年の 12 月 31 日までに譲渡するこ

と等，諸条件があるので要注意。した

がって，⑶の記述は適切である。（別冊

p.29 ～ 30）

④　国内の空き家は，2018 年には 846

万戸に達しており，そのうち 50.9％

が賃貸用住宅，41.1％が居住用住宅を

含むその他の住宅となっている（総務

省統計局「平成 30 年住宅・土地統計

調査」）。アパート建設については，そ

の土地のアパートの需給関係をよく調

査して臨む必要がある。したがって，

⑷の記述は適切である。（テキスト

2p.148）

⑤　多くの自治体が空き家バンクを開

設しており，過疎化が進んでいる地方

への UJI ターンを希望する人たちを

対象に，売主と買主，貸主と借主の

マッチングを行い，過疎地域への移住

を促進させようとしている。したがっ

て，⑸の記述は適切である。（テキスト

2p.150）

　　② p.148 ～ 151，別冊 p.29 ～ 30

夫 婦 の 共 有 持 分

問　43　次の表は，夫婦で住宅を購入する場合

の資金計画である。贈与税の課税を避けるた

めに，どのような割合で持分登記をすればよい

か。⑴～⑸から適切なものを 1つ選びなさい。

住宅購入資金計画

所要資金 調達

物件価格 5,000万円
住宅
ローン

夫 3,200万円

諸費用 400万円

妻 1,000万円

計 4,200万円

預貯金
取崩し

夫 1,000万円

妻 200万円

計 1,200万円

合計 5,400万円 合計 5,400万円

⑴　夫 5/7 妻 2/7

⑵　夫 6/8 妻 2/8

⑶　夫 7/9 妻 2/9

⑷　夫 8/10 妻 2/10

⑸　夫 9/11 妻 2/11

	 正解率　73％

正解　⑶	

　解　説

　　夫の負担分　住宅ローン3,200万円＋

預貯金取崩し 1,000 万円＝ 4,200 万円

　　妻の負担分　住宅ローン1,000万円＋

預貯金取崩し 200 万円＝ 1,200 万円

　　それぞれの持分

　　夫　4,200 万円 /5,400 万円＝ 7/9

　　妻　1,200 万円 /5,400 万円＝ 2/9

　　したがって，⑶が正解である。

　　② p.160 ～ 161

独身女性のマンション購入相談

問　44　独身女性がマンションを購入する際

の次の相談内容のうち，最も適切なものを	

1 つ選びなさい。

⑴　女性向けの住宅ローンには，金利の優遇，
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保証料や繰上返済手数料の免除，割安保険

料の疾病保障特約など多くの優遇措置が付

いているので，他の住宅ローンを検討する

までもなく早速申し込みたいと思います。

⑵　今後結婚するかどうかわからず，将来の

ライフプランもまだ決めかねていますが，

とりあえず生活の拠点として落ち着くとこ

ろが欲しいので，頭金なしでローンを借り

て，新築マンションを買おうと思います。

⑶　将来結婚したときにマンションを売却し

やすいように，住宅ローンは元金均等返済

で借り，期間短縮型の繰上返済を進めたいと

思っています。

⑷　このところ会社の業績が悪く昇給もない

ため，給料だけで毎月返済するのはちょっ

と大変なので，借入額の 50％をボーナス返

済にしたいと思っています。

⑸　勤務先にも近い便利なところに，床面積

45㎡の手ごろなコンパクトマンションを見

つけました。住宅ローン控除の要件にもあっ

ているので，早速ローンを組んで購入を申

し込みたいと思います。

	 正解率　89％

正解　⑶	

　解　説

①　女性向け住宅ローンの優遇内容は金

融機関により異なり，通常の住宅ローン

よりも金利を優遇しているもの，単身者

向け物件（狭小物件）も対象としている

もの，繰上返済手数料が無料，医療保

障保険を自動付保，出産後一定期間金

利優遇など，そのパターンはさまざま

である。重要なことは，自分のニーズ

はどこにあるのか，よく考慮した上で

通常のローン商品も視野に入れて，自

分のニーズに合ったものを選択するこ

とである。したがって，⑴の記述は適

切ではない。（テキスト 2p.155 ～ 156）

②　重要なことは，ライフプランの中でそ

のマンションをどのように位置付けて

いくのか，結婚した場合，または結婚し

なかった場合，そのマンションをどう

するのか，将来を展望した上で対応す

る必要がある。通常，新築マンション

は入居と同時に価格は下落することや，

このところ新築マンションが値上がり

していることを考慮すると，購入価格

以上で売却できる可能性は低い。さら

に，頭金なしでローンを借りた場合，

オーバーローンとなり売却できなくな

る可能性も高い。したがって，⑵の記

述は適切ではない。（テキスト 2p.156）

③　元金均等返済の場合，元利均等返済よ

りも元金の減り方が早く，また，期間短

縮型で繰上返済すれば完済時期が繰り

上がるので，将来売却もしやすくなる。

女性向け住宅ローンでは，繰上返済手

数料を無料とするところも多い。した

がって，⑶の記述は適切であり，これ

が本問の正解である。（テキスト 1p.81

～ 82，テキスト 2p.78 ～ 79，155）

④　ボーナスは勤務先の業績によって左

右されるので，ボーナスに頼った返済計

画はリスクがある。したがって，⑷の

記述は適切ではない。（テキスト 1p.82）

⑤　住宅ローン控除を利用するためには，

登記上の床面積 50㎡以上という要件を

満たす必要があり，床面積 45㎡では住

宅ローン控除は利用できない。したがっ

て，⑸の記述は適切ではない。（テキス

ト別冊 p.11）
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　　① p.81 ～ 82，② p.78 ～ 79，155 ～

156，別冊 p.11

持 家 と 賃 貸 の 比 較

問　45　持家と賃貸についての意識に関する

次の記述のうち，適切でないものを 1つ選び

なさい。

⑴　住宅所有に対する意識を分析すると，各

世代とも土地・建物を両方所有したいとい

う意識が主流を占めている。

⑵　この 10 年間のトレンドとしては，借家で

構わないとする賃貸派が漸減傾向であるの

に対し，土地・建物を両方所有したいとす

る持家派は漸増傾向である。

⑶　持家を望む人たちの理由としては，賃貸

物件の大家が高齢者の入居を拒む傾向があ

り，老後の住居の不安ということが大きな

要因となっている。

⑷　持家と賃貸のコストを長期間の累計額で比

較すると，入居期間が長くなると持家よりも

賃貸の方が負担は大きいという結果になる。

⑸　土地の高騰と核家族化が進む中で，二世

帯住宅という新しい形の持家が徐々に増え

つつある。

	 正解率　58％

正解　⑵	

　解　説

①　国土交通省「平成 30 年度土地問題に

関する国民の意識調査」によると，土

地・建物を両方所有したいとする人は，

70 歳以上では 81.5％おり，20 ～ 29 歳

でも 60.0％いる。したがって，⑴の記

述は適切である。（テキスト 2p.166）

②　同上の国交省の調査によると，賃貸派

が，2008 年度に 8.7％だったのに対し，

2018 年度には 17.8％に増加し，土地・

建物を両方所有したいとする持家派は，

85.1％から 74.6％に減少している。した

がって，⑵の記述は適切ではなく，これ

が本問の正解である。（テキスト2p.166）

③　不動産業界には，高齢者は孤独死や家

賃滞納などのリスクがあるとの風潮があ

り，高齢者の賃貸物件への入居が非常に

難しくなっている。したがって，⑶の記述

は適切である。（テキスト2p.165～167）

④　持家と賃貸のコストの累計額を比

較すると，最初は持家の方がローン返

済があり賃貸よりもコストがかかる

が，賃貸が家賃を払い続けなければな

らないのに対し，持家は住宅ローンを

完済すればそれ以降のローン返済はな

くなるので，一定年齢でコスト累計額

は逆転する。今後も平均余命が延びて

いくことを考えると，コスト面では持

家の方が断然有利といえる。したがっ

て，⑷の記述は適切である。（テキスト

2p.167 ～ 168）

⑤　問題文のとおり。したがって，⑸の

記述は適切である。（テキスト 2p.138

～ 140，165）

　　② p.138 ～ 140，165 ～ 168

印紙税および登録免許税

問　46　住宅を購入したときの印紙税および

登録免許税に関する次の記述のうち，誤って

いるものを 1つ選びなさい。

⑴　金銭消費貸借契約書には，記載金額に応じ

た金額の収入印紙を貼付しなければならない。

⑵　契約書に印紙を貼付しなかった場合も契
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約の効力には影響しない。

⑶　登録免許税とは，不動産の所有権保存登

記，所有権移転登記，抵当権設定登記等の

際に課税される税金である。

⑷　抵当権設定登記には，固定資産税評価額

に応じた登録免許税が課税される。

⑸　土地・建物の所有権移転登記には，固定資産

税評価額に応じた登録免許税が課税される。

	 正解率　73％

正解　⑷	

　解　説

①　印紙税は，金銭消費貸借契約書のほ

か不動産売買契約書，工事請負契約書

などを作成したときに国が課税する税

金である。したがって，⑴の記述は正

しい。（別冊 p.4）

②　契約書に印紙を貼付しなかった場合

には，過怠金が課せられるが，契約の

効力には影響しない。したがって，⑵

の記述は正しい。（別冊 p.4）

③　登録免許税は，不動産の所有権保存登

記，所有権移転登記，抵当権設定登記

等の際に国が課税する税金である。し

たがって，⑶の記述は正しい。（別冊p.4）

④　抵当権設定登記の際に納付する登録

免許税の課税標準は債権金額または極

度金額である。したがって，⑷の記述

は誤りであり，これが本問の正解であ

る。（別冊 p.4）

⑤　土地・建物の所有権移転登記にかか

る登録免許税の課税標準は固定資産税

評価額である。したがって，⑸の記述

は正しい。（別冊 p.4）

　　別冊 p.4

住 宅 ロ ー ン 控 除

問　47　住宅ローン控除に関する次の記述の

うち，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　住宅ローン控除の対象となる借入金は，

民間金融機関，住宅金融支援機構等公的機

関，勤務先等からの住宅借入金である。

⑵　住宅ローン控除が適用されるためには，

償還期間が 10 年以上の住宅借入金である

ことという要件がある。

⑶　「認定住宅」については，借入金の残高限

度額が一般住宅に比べ優遇されている。

⑷　住宅ローン控除額を所得税から控除しき

れない部分が発生した場合は，そこで控除

額は頭打ちとなる。

⑸　住宅ローン控除の恩恵を十分に受けられ

ない一定以下の低所得者層のために「すま

い給付金制度」がある。

	 正解率　73％

正解　⑷	

　解　説

①　問題文のとおり。したがって，⑴の

記述は正しい。（別冊 p.11）

②　住宅ローン控除が適用される借入金は，

償還期間10年以上の自己居住用住宅の

新築，取得または増改築資金である。した

がって，⑵の記述は正しい。（別冊p.8，11）

③　残高限度額が，一般住宅の 4,000 万

円に対し，認定住宅は 5,000 万円と優

遇されている。したがって，⑶の記述

は正しい。（別冊 p.9）

④　住宅ローン控除額を所得税から控除し

きれない部分が発生した場合は，136,500

円（個人間の中古住宅売買の場合は

97,500円）を限度に翌年の住民税から控
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除できる。したがって，⑷の記述は誤りで

あり，これが本問の正解である。（別冊p.9）

⑤　問題文のとおり。したがって，⑸の

記述は正しい。（別冊 p.12 ～ 13）

　　別冊 p.8 ～ 13

住宅の譲渡に関する税金

問　48　住宅の譲渡に関する次の記述のうち，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　住宅を譲渡したことによって生じた所得

は，総合課税の対象となり，他の所得と合

算して課税される。

⑵　居住用財産を売却し譲渡益が出た場合，

一定の条件を満たせば譲渡益から 3,000 万

円の特別控除が認められる。

⑶　一定の条件を満たす所有期間 10 年超の居

住用財産を譲渡した場合，3,000 万円特別

控除後の課税長期譲渡所得金額が 6,000 万

円以下の部分について，譲渡益課税の税率

が軽減される。

⑷　所有期間 10 年超で 10 年以上居住してい

る居住用財産を売却して買い換えた場合で

取得代金のほうが売却代金より高い場合は，

売却益への課税が繰り延べられる。

⑸　居住用財産を買い換えて譲渡損失が出た

場合は，一定の条件を満たせば他の所得と

損益通算が認められる。

	 正解率　40％

正解　⑴	

　解　説

①　不動産を譲渡したことによって生じ

た所得は，譲渡所得として他の所得と

は分離して課税される。したがって，

⑴の記述は誤りであり，これが本問の

正解である。（別冊 p.28）

②　問題文のとおり。居住しなくなって

から 3 年目の年末までの譲渡であるこ

となどの要件がある。したがって，⑵

の記述は正しい。（別冊 p.29）

③　所有期間 10 年超の居住用財産を譲渡

した場合の譲渡益課税の軽減税率の特

例として，3,000 万円特別控除後の課

税長期譲渡所得金額が 6,000 万円以下

の部分 14％，6,000 万円超の部分 20％

となっている。6,000 万円以下の場合

だけ軽減される。したがって，⑶の記

述は正しい。（別冊 p.31）

④　問題文のとおり。売却益に対する課

税が繰り延べられるのであり，免除さ

れるわけではないことに注意。したがっ

て，⑷の記述は正しい。（別冊 p.32）

⑤　損益通算が認められ，さらに当該年

度だけでは損益通算しきれない場合は，

翌年以降最長 3 年間譲渡損失の繰越し

ができる。したがって，⑸の記述は正

しい。（別冊 p.33 ～ 34）

　　別冊 p.28 ～ 34

相 続 時 精 算 課 税 制 度

問　49　相続時精算課税制度を利用して住宅

取得資金を生前贈与する場合の適用要件に関

する次の記述のうち，誤っているものを 1つ

選びなさい。

⑴　受贈者は，贈与を受けた年の 1 月 1 日現

在で年齢が満 20 歳以上であること。

⑵　贈与者は，贈与をした年の 1 月 1 日現在

で年齢が満 60 歳以上であること。

⑶　非課税限度額は，累積で2,500 万円である。

⑷　贈与時に，非課税限度額を超える部分に



−44− −45−

JA バンク・JF マリンバンク住宅ローンアドバイザー JAバンク・JF マリンバンク住宅ローンアドバイザー

ついては，一律 20％の贈与税が課せられる。

⑸　相続発生時に贈与財産と相続財産を合算

して計算した相続税額からすでに支払った

贈与時の贈与税額が控除される。

	 正解率　39％

正解　⑵	

　解　説

①　問題文のとおり。受贈者の年齢基準

日は，贈与を受けた日現在ではなく，

贈与を受けた年の 1 月 1 日現在である

ことに注意。したがって，⑴の記述は

正しい。（別冊 p.46）

②　住宅取得資金の贈与の場合は，贈与

者の年齢制限はない。したがって，⑵

の記述は誤りであり，これが本問の正

解である。（別冊 p.46）

③　問題文のとおり。したがって，⑶の

記述は正しい。（別冊 p.46）

④　問題文のとおり。したがって，⑷の

記述は正しい。（別冊 p.46）

⑤　相続発生時に贈与財産と相続財産を

合算して計算するので，贈与財産が相

続財産から切り離されるわけではなく，

必ずしも相続税対策とはならない点に

注意。したがって，⑸の記述は正しい。

（別冊 p.45 ～ 46）

　　別冊 p.45 ～ 46

直系尊属からの住宅取得等資金
の 贈 与 に 係 る 非 課 税 措 置

問　50　「直系尊属からの住宅取得等資金の贈

与に係る非課税措置」の要件に関する次の記

述のうち，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　受贈者は，贈与を受けた年の 1 月 1 日現

在で年齢が 20 歳以上であること。

⑵　贈与者は，受贈者の直系尊属であること。

⑶　贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額

が 2,000 万円以下であること。

⑷　資金使途は，自己居住用住宅の新築，取得，

増改築費用であり，土地取得資金は対象外

であること。

⑸　この非課税枠は，相続時精算課税制度の

2,500 万円および基礎控除の 110 万円のい

ずれかと併用ができること。

	 正解率　69％

正解　⑷	

　解　説

①　問題文のとおり。受贈者の年齢基準

日は，贈与を受けた日現在ではなく，

贈与を受けた年の 1 月 1 日現在である

ことに注意。したがって，⑴の記述は

正しい。（別冊 p.48）

②　問題文のとおり。贈与者の年齢制限

はないことに注意。したがって，⑵の

記述は正しい。（別冊 p.48）

③　制度の趣旨から，高額所得者は対象

外としている。したがって，⑶の記述

は正しい。（別冊 p.48）

④　自己居住用住宅のための土地取得資

金も対象となっている。したがって，

⑷の記述は誤りであり，これが本問の

正解である。（別冊 p.48）

⑤　この非課税枠は，相続時精算課税制

度の 2,500 万円および基礎控除の 110

万円とは別枠であり，いずれかとの併

用が可能である。したがって，⑸の記

述は正しい。（別冊 p.48）

　　別冊 p.48
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