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答案を作成する前に，この冊子の裏表紙に印刷してある「答案作成上の

ご注意」をよく読んでください。

解答用紙に記載されている受験番号・氏名が正しいかどうかを確認して

ください。誤りがある場合は監督者に申し出てください。

試験問題は，監督者の合図があってから開封してください。

試験問題は，連動する通信教育講座の内容に沿って作成しています。

試験問題に関しては，印刷不明瞭な点以外の質問は受け付けません。

不正な行為があったときは，解答はすべて無効になります。

退席の際には，解答用紙は必ず監督者に直接手渡してください。

新型コロナウイルス感染症対策のため，試験時間中を含め，マスクの着用

をお願いします。体調がすぐれない場合は，監督者に申し出てください。

そのほか，監督者の指示に従ってください。

本検定試験の優秀成績者については，当社機関誌等において所属団体・

氏名等を公表することとしておりますが，ご同意いただけない方は下欄

に記入の上，試験終了後，本紙をミシン目に沿って切り取り監督者にご

提出ください。

私は，優秀賞（最優秀賞含む）を受賞しても所属団体・氏名等の公表に

同意いたしません。
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ご注意（試験開始前によく読んでください）

都道府県名

受験番号

ミシン目

－ －

氏　名

所属団体名

ミシン目
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（ 1） 農林中金アカデミー

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問１］　窓口担当者として，ＪＡ・ＪＦのイメージをアップさせるために必要な心
構え・取組みはいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．社会人としてふさわしい立ち居振る舞いや，言葉づかいなどの常識を持ち，お
客さまからの信頼を得る。

ｂ．ＪＡ・ＪＦの職員として，経営方針・支店方針・重点施策などをよく理解し，
自分に何ができるかを考え，目標に向かって努力する。

ｃ．日々の業務に，コスト・収益意識を持って取り組む。
ｄ．事務を行う際は，合理化・省力化すべき点を考えて取り組む。
ｅ．お客さまの質問に正確に答えられるよう，マニュアルや事務要領などを十分に
理解する。

ｆ．経済の動きに関心を持つとともに，新聞等で世間一般の話題やニュースに関心
を持つ。

（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ

［問２］　現金に関する説明について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　現金には紙幣と硬貨の２種類があり，どちらも日本銀行が発行している。
（２）　損傷券には法律で定められた一定の規定があり，紙幣の表と裏の両面があっ

て，３分の２以上の面積が残っているものは「全額」，３分の１以上３分の２
未満の面積が残っているものは「半額」日本銀行で引き換えることができる。

（３）　硬貨は紙幣のように破れたり，焼けたりして面積が減ることを想定しておら
ず，面積による引換基準はない。腐食や破損などで判明のつかないもの等は入
金処理を行わず，日本銀行の鑑定を受ける。

［問３］　約束手形の金額記入について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　金額を誤記した時は，振出人の届出印で訂正印を押し，正しい金額を記入す

る。
（２）　金額を算用数字で記入する時はチェックライターを使用し，文字で記入する

時は壱・弐・参・拾といった漢数字を使用する。
（３）　手形金額に複記がある場合は，所定欄記載の金額ではなく複記の金額とする。

窓口テラー



（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　支払期日が 20××年３月 25日（木）の約束手形の支払呈示期間について，
適切なものを１つ選びなさい。

３月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

（１）　24日，25日，26日
（２）　25日，26日，29日
（３）　25日，26日，27日

［問５］　振出日が 20××年３月 10日（水）の小切手の支払呈示期間について，適切
なものを１つ選びなさい。

３月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

（１）　11日～22日
（２）　11日～19日
（３）　10日～19日



（ 3） 農林中金アカデミー

［問６］　ＣＳ向上につながる応対と身だしなみについて，適切でないものを 1つ選
びなさい。

（１）　明るい挨拶と笑顔の応対が好印象を与える決め手となる。挨拶には「心を開
いて相手にせまる」という意味があり，挨拶することで来店客やロビーの様子
にも気配りができ，防犯面でも効果がある。

（２）　笑顔は，相手の気持ちや周囲を明るくし，明るい雰囲気は，お客さまをお迎
えする最高のサービスの１つである。笑顔の応対は，感じの良い第一印象を与
え，お客さまに対してだけでなく，営業店全体を明るくし仕事を円滑にする。

（３）　お客さまに不快感を与えないように，「身だしなみを整えること」と同時に
「おしゃれをすること」が大事である。身だしなみとおしゃれは目的が同じで
あり，お客さまに好感を持たれ，信頼と安心感を与えることができる。

［問７］　事務処理の５原則の説明について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　確認主義の原則とは，処理した事務は必ず他の人や電子計算システムなどで

照合・照査・検証・チェックし合い，目を変えて確認することで正確性を高め，
ミスを未然に防ぐことである。

（２）　記録主義の原則とは，すべての取引を記録して保存し，取引がお客さまの意
思通りに処理されたかを確認するとともに，後日の証拠とすることである。

（３）　検証主義の原則とは，間違いのない事務処理をするために，窓口担当者は処
理した仕事をもう一度自分で見直して，再確認することである。

［問８］　窓口で現金の支払いを行う際の注意点について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　お客さまから提出された払戻請求書は，氏名・口座番号が通帳と一致してい
るか確認し，印鑑照合を行う。支払金額が多額の場合は，住所の記入を求める
など本人確認を十分に行う。

（２）　支払取引をお受けした後でお待ちいただく時は，番号札を使用する。本人確
認の手段である番号札は，法律上「免責証券」となる。

（３）　多額の現金を支払う場合は，人目のつかない場所でＪＡ・ＪＦ名入りの袋に
入れて渡す。お客さまに「途中，お気をつけてお帰りください」などと声かけ
を行うと，他の人に気づかれるので控えるようにする。



（ 4）農林中金アカデミー

［問９］　貯金利息の計算について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　貯金利息の計算の基礎となる元金は，貯金種目ごとに付利単位が決められて

いる。利息計算を行う時は付利単位未満の金額は切り捨てられ，付利単位以上
の元金をもとに算出する。

（２）　利息計算期間を数える際は，１年を 365日とし，実際に預けた日数を日割計
算する。定期貯金の利息計算期間は「両端入れ」で，預入日から解約日までを
預入日数として数える。「元金×利率×預入日数÷ 365」で計算する。

（３）　利息の計算方法には，単利計算と複利計算の２つがある。単利計算は，元金
に対して利息計算対象期間の全期間一括計算を行う。複利計算は，利息計算対
象期間を「一定の単位期間」ごとに複数回利息計算を行い，次の利息計算時に
は，元金と前の一定期間に付いた利息の合計金額を元金として計算する方法で
ある。

［問 10］　下記の貯金の利息計算期間・満期日について，適切なものを１つ選びな
さい。

種　類：スーパー定期貯金
元　金：200万円
作成日：20××年４月 15日
期　間：３ヵ月
（１）　利息計算期間は４月 15日から７月 15日までの 92日間で，満期日は７月 15

日である。
（２）　利息計算期間は４月 15日から７月 14日までの 91日間で，満期日は７月 15

日である。
（３）　利息計算期間は４月 16日から７月 15日までの 91日間で，満期日は７月 15

日である。

［問 11］　下記の定期貯金の税引き後の利息額について，適切なものを１つ選びな
さい。なお，利子所得に対しては所得税および復興特別所得税 15.315％，住
民税５％が課税されるものとする。

種　類：スーパー定期貯金
元　金：300万円
作成日：20××年３月 15日
期　間：６ヵ月
年利率：0.05％
（１）　603円
（２）　604円
（３）　606円



（ 5） 農林中金アカデミー

［問 12］　下記の定期貯金の利息に対する課税額について，適切なものを１つ選び
なさい。なお，利子所得に対しては所得税および復興特別所得税 15.315％，
住民税５％が課税されるものとする。

種　類：スーパー定期貯金
元　金：200万円
作成日：20××年３月 15日
期　間：６ヵ月
年利率：0.15％
（１）　306円
（２）　307円
（３）　308円

［問 13］　貯金保険制度によって保護される貯金等の範囲の説明について，適切で
ないものを１つ選びなさい。

（１）　決済用貯金のうち，当座貯金・無利息普通貯金等は全額保護される。
（２）　一般貯金等のうち，有利息普通貯金，定期貯金，貯蓄貯金，通知貯金，定期

積金，元本補てん契約のある金銭信託等は，合算して元本 1,000万円までとそ
の利息等が保護される。ただし，定期積金の給付補てん金等は，保護の対象外
である。

（３）　外貨貯金，譲渡性貯金等は，貯金保険制度の対象外である。

［問 14］　預貯金者保護法の説明について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法の目的は，ATMを利用した偽造・盗難・紛失カードによる

不正払戻し等の被害を受けた預貯金者の保護にある。
（２）　補償対象の取引範囲は，ATMを利用した預貯金の払戻しおよび金銭の借入

れである。
（３）　金融機関の補償割合は，偽造カードの場合は預貯金者に故意または重過失が

ない限り全額補てんされ，盗難カードの場合は預貯金者に過失がなければ全額
補てん，過失があれば４分の３，重過失があれば責任を負わない。

［問 15］　財形年金貯蓄の利用条件に関する説明について，適切でないものを１つ
選びなさい。

（１）　申込時に 55歳未満の勤労者であること。
（２）　積立期間は３年以上であること。
（３）　年金の支払開始日は，最終預入日から６ヵ月以上５年以内で，かつ勤労者が

60歳に達する日以降の１日から 28日までの間の日であること。



（ 6）農林中金アカデミー

［問 16］　財形住宅貯蓄の利用条件に関する説明について，適切なものはいくつあ
るか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．申込時に 55歳未満の勤労者であること。
ｂ．積立期間は５年以上であること。
ｃ．目的以外の払出しの場合は，解約日から３年間遡及して，すべての利息に課税
されること。

ｄ．元利金を持ち家としての住宅取得に充当すること。
ｅ．住宅を取得する場合，事業主，財形貯蓄の取扱金融機関等から，住宅取得の資
金について融資が受けられること。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ

［問 17］　JASTEM端末の小窓機能（顧客取引情報確認画面）の説明について，適切
でないものを１つ選びなさい。

（１）　メインタブの取引状況では，各項目の契約状況から契約がないものを確認で
きる。

（２）　属性タブは，世帯内顧客の顧客番号や氏名，年齢，勤務先，個人取引で契約
している商品，世帯取引で契約している商品等が表示される。

（３）　取引明細タブは，当座性貯金の残高，定期貯金の満期日と継続方法，定期積
金の満期日，貸出金の借入状況が確認できる。

［問 18］　ＣＳ（顧客満足）の説明について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　ＣＳとは「お客さまが満足する」という顧客中心の考え方に立ち，お客さま

の要望に耳を傾け，期待されるレベルまでサービスの質を高めることである。
（２）　お客さまの「事前の期待」とのギャップが評価になる。期待以上であれば満

足され，口コミにより新規客の獲得につながる一方で，期待を下回ると不満足
をもたらし，口コミによって潜在的な顧客まで失うことにつながる。

（３）　ＪＡ・ＪＦの職員として，正組合員を准組合員や員外利用者とは区別し，特
別な扱いにより満足していただくことで，正組合員の顧客満足を第一にするこ
とが，業績の安定につながる。



（ 7） 農林中金アカデミー

［問 19］　分かりやすい説明の仕方における「定期貯金を例にした説明の手順（３ス
テップ）」について，適切なものを１つ選びなさい。

（１）　ステップ①では，おすすめしたい理由を説明する。「～だからお得です」「～
だからご安心です」等，商品・サービスのセールスポイントを述べる。

（２）　ステップ②では，パンフレット・リーフレットなどを活用する。利息につい
ては，受取額を実額で示すのではなく，利率の違いを挙げてパンフレットの表
示箇所を示すなど，誰にでも当てはまるような説明を心がける。

（３）　ステップ③では，商品内容について，お客さまの理解の度合いを確認したり，
質問を促す。

［問 20］　お客さまの断りに対応する切り返し話法について，適切なものはいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．肯定法はおうむ返し法ともいわれ，お客さまの断りの言葉をそのまま応答に用
いる方法である。

ｂ．逆転法はイエス・バット法ともいわれ，お客さまの言葉を一度「そうですね。
～ですものね」と共感し，受け留めて「しかし」と続ける方法である。

ｃ．黙殺法は聞き流し法ともいわれ，お客さまの断りを軽く聞き流して，話を進め
る方法である。

ｄ．質問法は疑問解消法ともいわれ，お客さまから疑問点を聞き出し，納得のいく
ようにもう一度説明する方法である。

ｅ．引用法は例話法ともいわれ，他のお客さまとの取引例を引き合いに出したり，
新聞などで発表された事実などを挙げたりして対応する方法である。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ

［問 21］　お客さまの決断を促すクロージングの基本話法について，適切でないも
のを１つ選びなさい。

（１）　推定承諾法は，申込書とペン等を渡し「こちらが申込書です。どうぞお書き
ください」と決断へ導く方法である。

（２）　二者択一法は，「期間は１年と２年のどちらにしましょうか」「ご名義はご主
人様，それとも奥様にいたしましょうか」などと，２つの中から１つを選んで
もらう方法である。

（３）　事態緊急法は，金利の上下・申込期限などを伝え，「お得なキャンペーンは
今月いっぱいまでです」などと決断を促す方法である。



（ 8）農林中金アカデミー

［問 22］　総合口座の説明について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　普通貯金と定期貯金がセットされており，１冊の通帳で普通貯金と定期貯金

が利用できる。定期貯金は自動継続になっていて，書替えの手続きが不要で手
間が省ける。

（２）　公共料金の自動支払い，クレジットカードの決済，各種ローンなどの月々の
返済時に普通貯金残高が不足する場合は，定期貯金を担保として自動的に借入
が可能なので，残高不足の心配がない。ただし，デビットカードの支払口座と
しては使用できない。

（３）　普通貯金残高が不足する場合，担保となる定期貯金において最高限度額（定
期貯金残高の 90％以内等）以内であれば当座貸越が利用できる。貸越利率は担
保定期貯金の金利にプラス 0.5％が一般的である。

［問 23］　スーパー定期貯金の商品性について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　個人・法人を問わず利用でき，個人の場合は非課税制度（マル優）を利用でき

る場合がある。
（２）　個人が利用する場合，預入期間３年以上のものでは半年複利型があり，有利

に運用できる。
（３）　預入日から１年ごとの応当日に中間利息（約定利率× 70％）が支払われるのは，

預入期間３年以上となる単利型の場合である。

［問 24］　窓口担当者の言葉づかいについて，適切でないものはいくつあるか，（１）
～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．「わたくしどものＪＡ・ＪＦではできません」
ｂ．「支店長の○○は席を外しております」
ｃ．「すみませんが，こちらにご記入ください」
ｄ．「誠に申し訳ございません，わたくしでは分かりかねますので，担当の者と代
わらせていただきます」

（１）　２つ
（２）　３つ
（３）　４つ



（ 9） 農林中金アカデミー

［問 25］　期日指定定期貯金の商品性について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　個人・法人が利用できる商品で，預入期間は最長５年である。ただし，１年

間の据置期間がある。預入時の約定利率で，１年ごとの複利計算をする。
（２）　据置期間後は，１ヵ月以上前に満期日を指定した場合，１万円以上で預入金

額内であれば，何回かに分けて引き出すことができる。その際は，中途解約利
率ではなく預入期間に応じた約定利率が適用されるため有利である。

（３）　一度の手続きで，解約するまで満期日ごとに同じ条件（金利は継続時点の利
率を適用）で自動継続される。ただし，継続時に利息を受け取ることもできる。

［問 26］　貯蓄貯金の商品概要とセールスポイントについて，適切でないものを
１つ選びなさい。

（１）　基準残高は 10万円で，10万円以上の場合は，残高に応じて自動的に階層別
の金利が付く。10万円未満の場合は，普通貯金の金利と同じである。

（２）　給与・年金・配当金の振込口座としての利用や，公共料金やクレジット代金
の支払いなどの決済口座としての利用はできない。また，総合口座の取扱いも
できない。

（３）　スウィングサービスの利用により，普通貯金から貯蓄貯金への振替えができ
る。しかし，その逆の貯蓄貯金から普通貯金への振替えは，事実上の決済機能
を持つことになるのでできない。

［問 27］　積立式定期貯金（エンドレス型）の商品性について，適切でないものを
１つ選びなさい。

（１）　積立期限に定めがないため，貯金保険制度の保護対象外である。
（２）　預入方法は自動振替により，１ヵ月，２ヵ月，３ヵ月，６ヵ月のいずれかの

積立周期により預入をする。随時の預入も可能である。
（３）　預入金額は１回あたり１円以上で，預入単位は１円である。払戻方法は，一

部支払い，明細支払い，概算金支払いおよび全額支払いができる。
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［問 28］　積立式定期貯金（満期型）の商品性について，適切なものはいくつあるか，
（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．預入方法は自動振替のみで，１ヵ月，２ヵ月，３ヵ月，６ヵ月のいずれかの積
立周期での預入となる。

ｂ．預入金額は１回あたり 1,000円以上で，預入単位は１円である。
ｃ．払戻方法は，満期日以降に一括して払い戻す。一部支払い，明細支払い，概算
金支払いはできない。

ｄ．利息の計算方法は，期日指定定期貯金の方法を適用する。ただし，預入日から
満期日までが１年未満の場合は，預入時のスーパー定期貯金（単利型）の計算方
法となる。

ｅ．満期日前に解約する場合は，各定期貯金の中途解約の取扱いに準じる。
ｆ．貯金保険制度の保護対象である。
（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ

［問 29］　定期積金の商品性について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　定期的に掛金を払い込み，満期日にまとまった給付契約金を受け取ることが

できる積立型の商品である。掛金の払込方法は，普通貯金からの自動振替も利
用できる。

（２）　契約期間は６ヵ月以上最長５年で，契約期間内で積立期間は自由に選ぶこと
ができる。個人限定の商品である。

（３）　掛金の契約形態により定額式，目標式，満期分散式等がある。掛金額は１回
あたり１円以上で１円単位である。

［問 30］　ＪＡカード（一体型）のセールスポイントについて，適切でないものを
１つ選びなさい。

（１）　年会費は，初年度は無料である。次年度以降の年会費は，「年間 12万円以上
のカードショッピング利用」「電気料金をＪＡカードで支払う」「携帯電話料金
をＪＡカードで支払う」という利用条件をすべて満たせば無料となる。

（２）　ＪＡ‐ＳＳ・ホクレンＳＳでＪＡカード支払いをするとガソリンの割引等が
ある。また，ＪＡ直売所での買物代金をＪＡカードで支払うと５％オフになる。

（３）　海外旅行傷害保険サービスが付帯されている。海外旅行中のケガの治療費や
携行品の損害の補償に適用される。
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［問 31］　マイカーローンのニーズ発掘のポイントについて，適切でないものを
１つ選びなさい。

（１）　通帳読み取りをすると，自動車保険（損害保険会社）の引落しや，ディーラー
系のローン会社への引落しがある。

（２）　JASTEMの小窓機能（顧客取引情報確認画面）のサービスタブの貸出金の自
動車欄に〇があり，貸出金情報の欄の金額が少額である。

（３）　自動車税や自動車共済の納付のために来店している。

［問 32］　教育ローンのセールスについて，適切なものを 1つ選びなさい。
（１）　教育ローンのニーズ発掘のポイントとして，JASTEMの小窓機能（顧客取引

情報確認画面）のメインタブの世帯構成に，６歳，15歳，18歳前後の子供がい
ることが挙げられる。

（２）　教育ローンは，特に推薦入試が決まる９月頃から翌年４月にかけて需要が高
まる。日頃から通帳読み取りで学費の引落しなどがあるお客さまに，ＪＡ・Ｊ
Ｆの教育ローンを案内して周知しておく。

（３）　教育資金は，住宅資金，老後資金とともに人生の３大資金の１つと言われて
いる。通帳読み取りで，児童手当の振込がある子供の年齢や進学予定などをヒ
アリングして，ニーズを発掘することが大切である。

［問 33］　リフォームローンのセールスの対象先について，適切でないものを１つ
選びなさい。

（１）　住宅の築年数が 30年以上経過している方に限られ，現在の住まいに不満・
不便を感じている方。

（２）　「太陽光発電」「システムキッチン」「オール電化」などに興味を持ち，検討
している方。

（３）　JASTEMの小窓機能（顧客取引情報確認画面）の住所欄が，戸建てや分譲マ
ンションの地番である方や，子供が独立して家を出た方。

［問 34］　フリーローンのセールスの対象先について，適切でないものを１つ選び
なさい。

（１）　通帳読み取りで，残高が 10万円以下で，墓地の購入を検討している方。
（２）　定期貯金や定期積金の作成・解約理由が，旅行や耐久消費財の購入のためで

ある方。
（３）　JASTEMの小窓機能（顧客取引情報確認画面）のメインタブの世帯構成に，

13歳から 20歳前後の年齢の子供がいる方。
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［問 35］　カードローンのセールスの対象先として，適切なものはいくつあるか，
（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．年収が一定以上ある方。
ｂ．JASTEMの小窓機能（顧客取引情報確認画面）のメインタブの取引状況欄の「給
与」に印がある方。

ｃ．通帳読み取りでキャッシングを利用している方。
ｄ．普通貯金に一定以上の残高がある方。
ｅ．旅行やレジャーを楽しんでいる方。
ｆ．急な出費に備えたい方。
（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ

［問 36］　年金の受取りに関する説明について，適切でないものを 1つ選びなさい。
（１）　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。15日が土曜・日曜の場合は，金曜日が
支払日となる。

（２）　年金の受取口座の指定替えをする時は，「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。

（３）　年金の受給要件を満たしている人には，年金の受給開始年齢の６ヵ月前に年
金請求書が送付される。年金を請求する時は，この年金請求書に必要な書類を
添えて年金事務所等に提出する。

［問 37］　相続の発生原因について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　自然死亡の場合は，死亡届を死亡の事実を知った日から７日以内に，医師の

死亡診断書または死体検案書を添付して提出する必要がある。
（２）　震災や海難事故などの犠牲者について，死体が確認されないものの死亡が確

実とみられる場合，調査にあたった官公署から，死亡したとみられる地域の市
区町村長宛になされた死亡報告に基づいて，戸籍簿に死亡の記載をすることを
「認定死亡」という。

（３）　不在者の生死が７年以上明らかではない時（普通失踪），危難に遭遇した者の
生死が，危難の去った後１年以上明らかでない時（特別失踪）には，その利害関
係人は地域の市区町村長宛に対して失踪宣告の請求ができる。



（ 13） 農林中金アカデミー

［問 38］　金融機関における相続の手続きについて，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　貯金のすべてが相続人の共有となり，提出された遺産分割協議書の内容に

従って，取得する相続人への名義変更か払戻しを行う。当座貯金は，小切手決
済に応じる必要があるので，相続人と協議のうえ解約等を行う。

（２）　貸出しの場合，団体生命共済（保険）付きの住宅ローンは，取引名義人の死亡
により，死亡保険金と貯金と負債を相続し，保険金の付いていない貸出では相
続人は貯金と負債を相続する。

（３）　被相続人が債務保証（他人の金融機関借入を保証している）している場合，そ
の地位は原則として相続人に継承される。

［問 39］　公的年金の各年金制度の仕組みについて，適切でないものを１つ選びな
さい。

（１）　原則として，20歳以上 60歳未満で日本国内に住所のある人は，すべて国民
年金に加入しなければならない。加入者は第１号被保険者，第２号被保険者，
第３号被保険者に区分される。

（２）　老齢基礎年金は，原則として 65歳から支給され，本人の希望により「繰上
げ支給」または「繰下げ支給」を選ぶことができる。「繰上げ支給」は 60歳か
ら 64歳の間で受給し，「繰下げ支給」は 66歳以降に受給する制度である。

（３）　老齢厚生年金は，老齢基礎年金の受給要件を満たしている人が，原則として
65歳から受給できる。加入者に扶養されている家族にも保障（加給年金）があり，
原則として 65歳以降から「特別支給の老齢厚生年金」が支給される。

［問 40］　資産運用する資金の色分けの説明について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　「流動性資金」とは使うお金のことで，必要な時にいつでも自由に払戻しが

できる資金である。一般的には，元本が保証されていて換金しやすい「普通預
金」「貯蓄貯金」「定期貯金」等で運用する。

（２）　「安定性資金」とは貯めるお金のことで，元本を減らさず安定性の高い運用
が求められる。多くは，「個人向け国債」「株式や債券等の有価証券」「定額個
人年金」「学資保険」等で運用する。

（３）　「収益性資金」とは増やすお金のことで，当面は使う予定のない将来の老後
資金や家族に遺す相続資金など，目標が長期にわたる資金である。一般的には，
「投資信託」「外貨預金」「保険商品」等で運用する。
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［問 41］　投資信託のリスクについて，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　金利変動リスクとは，市場金利の変動による，債券価格の変動によって生じ

るリスクである。一般的に，金利が上がると債券価格は上がり，金利が下がる
と債券価格は下がる。

（２）　価格変動リスク（市場リスク）とは，投資信託に組み入れられている株式，債
券等の価格が変動するリスクである。一般的には，国内外の政治，経済情勢，
企業の業績等の影響を受ける。

（３）　為替変動リスクとは，為替レートが変動することによって生じるリスクであ
る。外国通貨建ての資産に投資する投資信託の場合，一般的に円安になると基
準価額の下落要因，円高になると上昇要因になる。

［問 42］　投資信託の特徴について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　株式投資や債券投資にはある程度まとまった資金が必要だが，投資信託は

１万円程度の少額から始めることができる。これを「少額投資」という。
（２）　投資信託は，不特定多数の投資家から集めた資金を，有価証券投資の専門家

である投資信託委託会社の「ファンドマネージャー」が運用するので，必ず高
い運用実績が得られる。これを「専門家運用」という。

（３）　運用資金は国内外の株式や債券等，いくつかの商品に分散して投資する。こ
れを「分散投資」という。これにより全体の値動きが平均化され，一部の投資
対象の運用成績が悪くても，それ以上に他の値上がりがあればカバーすること
が可能となる。

［問 43］　日本証券業協会が制定している「高齢顧客への勧誘による販売に係るガ
イドライン」について，適切でないものを１つ選びなさい。

（１）　各金融機関は，高齢のお客さまに販売しても問題ないと考えられる商品を定
める。

（２）　定められた商品以外を販売する場合は，取引相手が 70歳以上であれば役席
者の事前面談と承認，そして面談内容の録音・記録・保存を行う。

（３）　取引相手が 80歳以上であれば，即日の受注を禁止し，早くても翌日以降の
受注とする。
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［問 44］　個人型確定拠出年金（iDeCo）の説明について，適切なものはいくつある
か，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．iDeCo は，公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金の１つである。
ｂ．iDeCo に加入できるのは，原則として国民年金に加入する 60歳未満のすべて
の人である。

ｃ．iDeCo の掛金は，加入対象者ごとに上限金額が決められており，その範囲内で
設定した金額を 60歳まで積み立てて，60歳以降に給付を受ける。

ｄ．iDeCo の運用商品は，契約者本人が預貯金，保険商品，投資信託などから，自
らの年齢やリスク許容度，目標金額などを考慮して選択する。

ｅ．iDeCo は，「掛金の拠出時，運用時，受取時」の各段階で税制優遇がある。
ｆ．iDeCo は，原則として 60歳まで引き出せず，口座管理手数料等がかかる。
（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ

［問 45］　投資信託を提案する際のポイントについて，適切でないものを１つ選び
なさい。

（１）　最終的な購入の意思決定はお客さま自身が行うが，知識や投資経験の少ない
お客さまや決断を迷っているお客さまには，金融のプロとして積極的にアドバ
イスをして早めの決断を促す。

（２）　売買のタイミングを捉えることができれば，大きな収益を上げることが可能
であるが，タイミングを間違えれば損失にもなる。このことは運用期間を長期
間取ることで，ある程度軽減できるので長期保有を前提とした購入を提案する。

（３）　お客さまに株式と債券，国内資産と海外資産など，投資対象や値動きが異な
る複数のファンドに資金を分散して購入することを提案する。

［問 46］　コンプライアンスの説明について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　コンプライアンスとは「法令等遵守」と訳され，法律や政令などのほかに，

業界団体のルールやＪＡ・ＪＦ内の事務取扱規定を含めた，諸ルールを厳正に
遵守することである。

（２）　善管注意義務とは「委任を受けた人の職業・地位・能力等に対して，社会通
念上要求される注意義務」である。注意して印鑑照合を行えば，貯金の支払い
後に，正当な貯金者への払戻しではなく偽造印鑑によるものであることが判明
しても，ＪＡ・ＪＦに損害賠償の責任が発生するリスクは一切ない。

（３）　守秘義務が求められ，業務上で知ったお客さまの情報は一切外部に漏らして
はならない。一方，ＪＡ・ＪＦの経営方針や計数，通達などは，お客さまにＪ
Ａ・ＪＦをよく知ってもらうために全て積極的に知らせるようにする。
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［問 47］　個人ローン推進の重要性について，適切なものはいくつあるか，（１）～
（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．ローンは，長期の顧客取引につながるという特性がある。例えば，住宅ローン
は，最長 35年間の取引となるため，毎年安定した利息収入を得ることができ，
長期にわたる収益力が確保できる。

ｂ．住宅ローンの利用者は，給与振込や公共料金，クレジットカードの自動引落し
などの各種取引を集中させ，メインバンク化する傾向がある。

ｃ．住宅ローン利用者は，家庭のライフイベントに応じて追加のニーズが発生する
可能性が高く，その他のローンの増強にもつながる。

ｄ．住宅ローンは，30～40歳代がメインターゲットであり，高齢者の比率が高い
ＪＡ・ＪＦにとっては，将来の顧客基盤の確保につながる。

ｅ．住宅購入時には，住宅ローンと併せて建物更生共済や火災共済を，自動車購入
時には，マイカーローンと併せて自賠責共済や自動車共済を獲得するチャンス
となる。

ｆ．施主代行方式を採用しているＪＡ・ＪＦでは，住宅ローン利用者にハウスメー
カーを紹介することなどで，経済事業の手数料収入の獲得にもつながる。

（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ

［問 48］　贈与税について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　贈与税は，贈与を受けた人が住所地の税務署に申告する。
（２）　贈与税の基礎控除は，110万円である。
（３）　贈与税の申告は，翌年の２月 16日から３月 15日までに行う。

［問 49］　NISA について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　NISAの対象者は，口座開設の年の１月１日において満 20歳以上の居住者で，

NISAとつみたてNISAの両制度を利用することができる。
（２）　NISAの非課税期間は最長 20年間である。
（３）　NISAの非課税投資枠は毎年 120万円までで，未使用額を翌年へ繰り越すこ

とはできない。非課税枠を使っての投資額は最大 600万円までである。



（ 17） 農林中金アカデミー

［問 50］　電話セールスをする際の心構えと留意点について，適切なものはいくつ
あるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．電話をかけた際には，「５分ほどお時間よろしいでしょうか？」などと，お客
さまに配慮する姿勢が大切である。

ｂ．突然の金融機関からの電話で不安に思うお客さまもいるので，「本日は〇〇の
ご案内でお電話いたしました」などと，用件を簡潔かつ明確に伝えてから本題
に入る。

ｃ．最初と最後に必ず「私，ＪＡ（ＪＦ）○○支店の○○でございます」と，きちん
と名乗る。

ｄ．お客さま本人以外に取引内容を話すことがないよう，必ず電話口に出た方が本
人か確認をする。

ｅ．「お手数ですが」「恐れ入りますが」などのクッション言葉を用いると，話が聞
き取りにくいので避ける。

ｆ．電話をかける前にお客さまの取引情報を確認したうえで，電話の目的を明確に
し，それに沿った台本 ( シナリオ ) を準備しておく。

（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ



答案作成上のご注意

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

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

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

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

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

⑵　誤ったマーク例

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

4　本試験の正解は2021年2月12日（金）を目途に次のインターネットサイトに掲
示いたします。https://www.nc-academy-answer.net/

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

 ㈱農林中金アカデミーのトップページからアクセスすると，ア
クセス集中によって長時間待たされる，あるいは操作が停止する
ことになりますので控えてください。
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