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ローン契約と説明義務

正解（2）	 正解率　96.1％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.1 P22 ～ 23　全銀協の申合せ全文「住宅ローン利用者に対する金

利変動リスク等に関する説明について（H16.12.21 付）」参照。

（2）は適切でない。農林水産省と金融庁の監督指針では，貸付契約を締結する時は，原則と

して契約者本人に契約書等の契約内容を記載した書面を交付することとしている。テキス

ト No.1 P24「3. 農林水産省と金融庁の監督指針：系統金融機関向けの総合的な監督指針（1）

与信取引等に関する契約時点における顧客への説明−④」，P29「2. ローン契約とは（1）ロー

ン契約の法的性格」参照。

（3）は適切。テキスト No.1 P25「4. 金融機関が遵守すべき事項（2）情報提供」参照。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 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］　ローン契約と金融機関の説明義務について，適切でないものを１つ選びな
さい。

（ 1）　一定期間固定金利型住宅ローンの特約期間は，３年，５年など選択すること
ができるが，一度選択したら，特約期間の途中で他の金利タイプへの変更はで
きない。金融機関はその旨を顧客に口頭で説明した上で，書面を交付する必要
がある。

（ 2）　ローン契約は金銭を目的物とする消費貸借契約であり，原則として貸主が借
主に金銭を交付することによって成立するので，書面の交付は必要ない。

（ 3）　貸付金額，金利，返済条件，返済が滞った場合には期限の利益が喪失される
ことなどの契約内容についても，十分な説明が必要である。

［問２］　ＪＡバンクのマイカーローンについて，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　ＪＡバンクのマイカーローンは，中古車両を購入する場合には利用できない。
（ 2）　ＪＡバンクのマイカーローンは，カー用品の購入費用にも利用できる。
（ 3）　ＪＡバンクのマイカーローンには，個人保証が必要である。

［問３］　住宅ローンの金利や返済方式について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1）　住宅ローンの固定金利型は，ローン契約時の適用金利が借入期間を通じて変

わらない仕組みだが，顧客との相対交渉により返済途中で金利を引き下げるこ
ともある。

（ 2）　変動金利型住宅ローンの元利均等返済方式では，市中の金利がどんなに変動
しても，５年間は毎月の返済額が変わらないルールがあるが，これは新しい金
利については５年後に適用されるためである。

（ 3）　住宅ローンの変動金利型の金利は，長期プライムレートに連動する。

ローン推進

−1−

ローン推進



J A マ イ カ ー ロ ー ン

正解（2）	 正解率　85.6％	

解　説

（1）は適切でない。中古車両の購入にも利用できる。テキスト No.2 P9「2. マイカーローン

はこう進める（2）地場のディーラーから紹介を受ける 図表 1-2」参照。

（2）は適切。テキスト No.2 P9「2. マイカーローンはこう進める（2）地場のディーラーから

紹介を受ける 図表 1-2」参照。

（3）は適切でない。個人保証は不要である。なお，各 JA 所定の保証機関の保証は必要である。

テキスト No.2 P9「2. マイカーローンはこう進める（2）地場のディーラーから紹介を受け

る 図表 1-2」参照。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 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］　ローン契約と金融機関の説明義務について，適切でないものを１つ選びな
さい。

（ 1）　一定期間固定金利型住宅ローンの特約期間は，３年，５年など選択すること
ができるが，一度選択したら，特約期間の途中で他の金利タイプへの変更はで
きない。金融機関はその旨を顧客に口頭で説明した上で，書面を交付する必要
がある。

（ 2）　ローン契約は金銭を目的物とする消費貸借契約であり，原則として貸主が借
主に金銭を交付することによって成立するので，書面の交付は必要ない。

（ 3）　貸付金額，金利，返済条件，返済が滞った場合には期限の利益が喪失される
ことなどの契約内容についても，十分な説明が必要である。

［問２］　ＪＡバンクのマイカーローンについて，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　ＪＡバンクのマイカーローンは，中古車両を購入する場合には利用できない。
（ 2）　ＪＡバンクのマイカーローンは，カー用品の購入費用にも利用できる。
（ 3）　ＪＡバンクのマイカーローンには，個人保証が必要である。

［問３］　住宅ローンの金利や返済方式について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1）　住宅ローンの固定金利型は，ローン契約時の適用金利が借入期間を通じて変

わらない仕組みだが，顧客との相対交渉により返済途中で金利を引き下げるこ
ともある。

（ 2）　変動金利型住宅ローンの元利均等返済方式では，市中の金利がどんなに変動
しても，５年間は毎月の返済額が変わらないルールがあるが，これは新しい金
利については５年後に適用されるためである。

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

正解（1）	 正解率　72.2％	

解　説

（1）は適切。他行からの借換えアプローチを受けている場合などは，状況により，金利引下

げの条件変更について検討・実施することもある。テキスト No.1 P36「3. 住宅ローンの種

類（固定金利型と変動金利型）（1）金利による分類−①」，テキスト No.1 P65「4. 他金融

機関への借換え防止策（3）対応策−②」参照。

（2）は適切でない。5 年間毎月の返済額が変わらないのは，適用金利は毎月または半年ごと

に見直されるが，元利均等返済方式の場合，返済額の元金と利息の割合を調整するためで

ある。テキスト No.1 P84「3. 住宅ローンの商品概要 図表 4 − 3 住宅ローンの商品概要（例）

金利変動型」参照。

（3）は適切でない。変動金利型の金利は，短期プライムレートや住宅ローンプライムレート

に連動する。テキスト No.1 P84「3. 住宅ローンの商品概要 図表 4 − 3 住宅ローンの商品

概要（例）金利変動型」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 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］　ローン契約と金融機関の説明義務について，適切でないものを１つ選びな
さい。

（ 1）　一定期間固定金利型住宅ローンの特約期間は，３年，５年など選択すること
ができるが，一度選択したら，特約期間の途中で他の金利タイプへの変更はで
きない。金融機関はその旨を顧客に口頭で説明した上で，書面を交付する必要
がある。

（ 2）　ローン契約は金銭を目的物とする消費貸借契約であり，原則として貸主が借
主に金銭を交付することによって成立するので，書面の交付は必要ない。

（ 3）　貸付金額，金利，返済条件，返済が滞った場合には期限の利益が喪失される
ことなどの契約内容についても，十分な説明が必要である。

［問２］　ＪＡバンクのマイカーローンについて，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　ＪＡバンクのマイカーローンは，中古車両を購入する場合には利用できない。
（ 2）　ＪＡバンクのマイカーローンは，カー用品の購入費用にも利用できる。
（ 3）　ＪＡバンクのマイカーローンには，個人保証が必要である。

［問３］　住宅ローンの金利や返済方式について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1）　住宅ローンの固定金利型は，ローン契約時の適用金利が借入期間を通じて変

わらない仕組みだが，顧客との相対交渉により返済途中で金利を引き下げるこ
ともある。

（ 2）　変動金利型住宅ローンの元利均等返済方式では，市中の金利がどんなに変動
しても，５年間は毎月の返済額が変わらないルールがあるが，これは新しい金
利については５年後に適用されるためである。

（ 3）　住宅ローンの変動金利型の金利は，長期プライムレートに連動する。
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教育ローンの商品特性

正解（3）	 正解率　59.6％	

解　説

a.は適切。テキストNo.2 P11「1.推進には事前のアプローチが大切（1）教育ローンの特性」参照。

b. は適切。テキスト No.2 P11「1. 推進には事前のアプローチが大切（1）教育ローンの特性」

参照。

c. は適切。テキスト No.2 P12「1. 推進には事前のアプローチが大切（2）教育ローン推進の

ポイント−③」参照。

したがって，a，b，c すべて適切であるため，（3）が本問の正解である。

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　教育ローンの商品特性について，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．借入れの申込みにあたっては，合格通知書（新聞発表でも可）や納付書が必要と
なる。

ｂ．多くの私立高校や大学は，入試の合格発表から入学金の納入期限までの日数が
１週間程度と短いので，金融機関にはスピード対応が求められる。

ｃ．教育ローンは，商品の特性上，多くの人に一斉にセールスすることはなかなか
難しい。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問５］　ローンの延滞が生じた顧客への初期対応として，適切なものを１つ選びな
さい。

（ 1）　延滞の初期にいち早く本人に会い，延滞の正確な原因や事情をつかみ，それ
にマッチした返済を相互に納得した上で行っていく。

（ 2）　返済を猶予するよりも，多目的ローンの負債整理資金として，猶予希望額に
見合った新規の貸出を行う方法を優先して考える。

（ 3）　債務者が弁済をしない場合，多くの日数を要さず時間的余裕を与えない資産
の差押えを行う。

［問６］　不動産の登記について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1）　不動産登記簿は，当該物件を管轄している法務局（登記所）に出向き，「申請

書」で所定の手続きを行えば誰でも閲覧できる。また，登記簿謄本・抄本の交
付についても，誰でも請求することができる。

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

（ 3）　不動産登記簿の記載を信頼して，登記簿に記載された所有者から当該不動産
を買い受け，あるいは当該不動産を担保として抵当権の設定を受けた場合には，
真の所有者が別に存在していても，真実の権利者と取引をした場合と同様に有
効に権利を取得できる。

−4−
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ロ ー ン 延 滞 時 の 対 応

正解（1）	 正解率　96.5％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.2 P90 ～ 91「2. 不良化の兆候を見逃すな（3）ローン延滞先への訪

問では延滞理由を正確につかむ」参照。

（2）は適切でない。負債整理のための新規貸出は，資金使途として不適格である。テキスト

No.2 P22「1. 資金使途を限定しないローン（3）商品の概要・図表 1-11-2」参照。

（3）は適切でない。資産を差し押え，換金して弁済に充当するには，債務名義が必要となる

ため，多くの日時と手数がかかる。差押えまでに多くの日時を要すると，債務者に財産を

隠匿されたり，処分されたりする時間を与えることになる。時間的余裕を与えないように

する方法は仮差押である。テキスト No.2 P124「1. 仮差押の必要性」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　教育ローンの商品特性について，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．借入れの申込みにあたっては，合格通知書（新聞発表でも可）や納付書が必要と
なる。

ｂ．多くの私立高校や大学は，入試の合格発表から入学金の納入期限までの日数が
１週間程度と短いので，金融機関にはスピード対応が求められる。

ｃ．教育ローンは，商品の特性上，多くの人に一斉にセールスすることはなかなか
難しい。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問５］　ローンの延滞が生じた顧客への初期対応として，適切なものを１つ選びな
さい。

（ 1）　延滞の初期にいち早く本人に会い，延滞の正確な原因や事情をつかみ，それ
にマッチした返済を相互に納得した上で行っていく。

（ 2）　返済を猶予するよりも，多目的ローンの負債整理資金として，猶予希望額に
見合った新規の貸出を行う方法を優先して考える。

（ 3）　債務者が弁済をしない場合，多くの日数を要さず時間的余裕を与えない資産
の差押えを行う。

［問６］　不動産の登記について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1）　不動産登記簿は，当該物件を管轄している法務局（登記所）に出向き，「申請

書」で所定の手続きを行えば誰でも閲覧できる。また，登記簿謄本・抄本の交
付についても，誰でも請求することができる。

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

（ 3）　不動産登記簿の記載を信頼して，登記簿に記載された所有者から当該不動産
を買い受け，あるいは当該不動産を担保として抵当権の設定を受けた場合には，
真の所有者が別に存在していても，真実の権利者と取引をした場合と同様に有
効に権利を取得できる。

−5−

ローン推進



不 動 産 の 登 記

正解（1）	 正解率　76.6％	

解　説

（1）は適切。不動産登記簿は，法務局で所定の手続きを行えば誰でも閲覧できる。登記簿謄

本または抄本の交付についても，誰でも請求することができる。テキスト No.1 P119「2. 借

換え推進の準備に不動産登記簿の活用を（2）不動産登記簿の活用」参照。

（2）は適切でない。所有権移転の仮登記は甲区に記入される。テキスト No.1 P124「2. 借換

え推進の準備に不動産登記簿の活用を（5）注意すべきポイント−①」参照。

（3）は適切でない。わが国では登記に公信力が認められていないので，登記簿に記載されて

いる所有者が真実の所有者でない場合には，登記簿記載の所有者を真の所有者と信じて取

引をした第三者でも保護されない。テキスト No.1 P125「2. 借換え推進の準備に不動産登

記簿の活用を（5）注意すべきポイント−②」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　教育ローンの商品特性について，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．借入れの申込みにあたっては，合格通知書（新聞発表でも可）や納付書が必要と
なる。

ｂ．多くの私立高校や大学は，入試の合格発表から入学金の納入期限までの日数が
１週間程度と短いので，金融機関にはスピード対応が求められる。

ｃ．教育ローンは，商品の特性上，多くの人に一斉にセールスすることはなかなか
難しい。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問５］　ローンの延滞が生じた顧客への初期対応として，適切なものを１つ選びな
さい。

（ 1）　延滞の初期にいち早く本人に会い，延滞の正確な原因や事情をつかみ，それ
にマッチした返済を相互に納得した上で行っていく。

（ 2）　返済を猶予するよりも，多目的ローンの負債整理資金として，猶予希望額に
見合った新規の貸出を行う方法を優先して考える。

（ 3）　債務者が弁済をしない場合，多くの日数を要さず時間的余裕を与えない資産
の差押えを行う。

［問６］　不動産の登記について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1）　不動産登記簿は，当該物件を管轄している法務局（登記所）に出向き，「申請

書」で所定の手続きを行えば誰でも閲覧できる。また，登記簿謄本・抄本の交
付についても，誰でも請求することができる。

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

（ 3）　不動産登記簿の記載を信頼して，登記簿に記載された所有者から当該不動産
を買い受け，あるいは当該不動産を担保として抵当権の設定を受けた場合には，
真の所有者が別に存在していても，真実の権利者と取引をした場合と同様に有
効に権利を取得できる。
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個 人 信 用 情 報 機 関

正解（2）	 正解率　66.9％	

解　説

（1）は適切でない。信販・クレジット系は㈱シー・アイ・シー，消費者金融会社系は㈱日本

信用情報機構である。テキスト No.2 P78「2. 多重債務者の場合の留意点（2）多重債務者

の排除と信用照会」参照。

（2）は適切。テキスト No.2 P78「2. 多重債務者の場合の留意点（2）多重債務者の排除と信

用照会」参照。

（3）は適切でない。ホワイト情報の交流はない。これは，金融業界全体の大きな課題の 1 つ

となっている。応用問題。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問７］　個人信用情報機関について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1 ）　個人信用情報機関は業態別に設立されており，全国銀行個人信用情報セン

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

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

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

［問８］　住宅ローンの借換えを行うには，顧客が借換えによるメリットを感じる必
要がある。住宅金融支援機構は，2019年度「住宅ローン借換えの実態調査」
の中で，借換えを行った最も多いケースを公表しているが，その内容として
適切でないものを１つ選びなさい。

（ 1 ）　借換え後の融資額は，2,000 万円超 2,500 万円以下の場合が最も多い。
（ 2 ）　借換えまでの経過年数は，５年以下と比較的早めの借換えが最も多い。
（ 3 ）　借換えによる金利の低下は，全期間固定型では 0.5％以上～1.0％以下の場合

が最も多い。

［問９］　居住用財産の買換え特例に関する記述のうち，適切なものはいくつあるか。
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

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

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

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

（ 1 ）　１つ
（ 2 ）　２つ
（ 3 ）　３つ
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借換えを行った最も多いケース

正解（3）	 正解率　21.7％	

解　説

（1），（2）は適切。テキスト No.1 P64「4. 他金融機関への借換え防止策（2）「借換え」に注

意が必要な状態とは−②」参照。

（3）は適切でない。借換えによる金利の低下は，全期間固定型では 0.5％以下の場合が最も

多い。テキスト No.1 P64「4. 他金融機関への借換え防止策（2）「借換え」に注意が必要な

状態とは−②」参照。

したがって，（3）が本問の正解である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問７］　個人信用情報機関について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1 ）　個人信用情報機関は業態別に設立されており，全国銀行個人信用情報セン

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

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

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

［問８］　住宅ローンの借換えを行うには，顧客が借換えによるメリットを感じる必
要がある。住宅金融支援機構は，2019年度「住宅ローン借換えの実態調査」
の中で，借換えを行った最も多いケースを公表しているが，その内容として
適切でないものを１つ選びなさい。

（ 1 ）　借換え後の融資額は，2,000 万円超 2,500 万円以下の場合が最も多い。
（ 2 ）　借換えまでの経過年数は，５年以下と比較的早めの借換えが最も多い。
（ 3 ）　借換えによる金利の低下は，全期間固定型では 0.5％以上～1.0％以下の場合

が最も多い。

［問９］　居住用財産の買換え特例に関する記述のうち，適切なものはいくつあるか。
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

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

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

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

（ 1 ）　１つ
（ 2 ）　２つ
（ 3 ）　３つ
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居住用財産の買換え特例

正解（3）	 正解率　47.2％	

解　説

a. は適切。テキスト No.1 P94「3. 住み替えには税務相談が大切（2）居住用財産の買換え特例」

参照。

b. は適切。テキスト No.1 P94「3. 住み替えには税務相談が大切（2）居住用財産の買換え特例」

参照。

c. は適切。テキスト No.1 P94「3. 住み替えには税務相談が大切（2）居住用財産の買換え特例」

参照。

したがって，a，b，c すべて適切であるため，（3）が本問の正解である

（ 3） 農林中金アカデミー

［問７］　個人信用情報機関について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1 ）　個人信用情報機関は業態別に設立されており，全国銀行個人信用情報セン

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

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

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

［問８］　住宅ローンの借換えを行うには，顧客が借換えによるメリットを感じる必
要がある。住宅金融支援機構は，2019年度「住宅ローン借換えの実態調査」
の中で，借換えを行った最も多いケースを公表しているが，その内容として
適切でないものを１つ選びなさい。

（ 1 ）　借換え後の融資額は，2,000 万円超 2,500 万円以下の場合が最も多い。
（ 2 ）　借換えまでの経過年数は，５年以下と比較的早めの借換えが最も多い。
（ 3 ）　借換えによる金利の低下は，全期間固定型では 0.5％以上～1.0％以下の場合

が最も多い。

［問９］　居住用財産の買換え特例に関する記述のうち，適切なものはいくつあるか。
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

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

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

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

（ 1 ）　１つ
（ 2 ）　２つ
（ 3 ）　３つ
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ローン借入れの申込手続き

正解（3）	 正解率　53.7％	

解　説

（1）は適切でない。未成年者には，原則として印鑑証明書は交付されない。テキスト No.2 

P74「1. 制限行為能力者制度と取引上の留意点（2）制限行為能力者とローン取引−①」参照。

（2）は適切でない。日常の生活費としてあまりに多額の借入れをする行為などは，夫の連帯

責任を問えないので，「日常の家事行為」とは認められない。テキスト No.2 P85「4. 代理

人による手続き（4）妻の家事代理権」参照。

（3）は適切。単に書類を届けに来た場合は使者と判断できる行為なので，借入名義人が自署

した金銭消費貸借証書をそのまま受け取ることは適切である。テキスト No.2 P83「4. 代理

人による手続き（1）使者か代理人かを確認する」参照。

したがって，（3）が本問の正解である。

（ 4）農林中金アカデミー

［問 10］　ローン借入れの申込手続きについて，担当者の対応として適切なものを
１つ選びなさい。

（１）　未成年者にも，原則として印鑑証明書は交付され，未成年者かどうかはマイ
ナンバーカードや健康保険証，運転免許証で判断できる。

（ 2）　妻から，日常の生活費として夫名義で多額の借入れの申し出を受けたので，
民法 761 条に規定する「日常の家事行為」だと解釈し，申込みに応じた。

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

［問 11］　住宅金融支援機構が実施した，2020年度「住宅ローン貸出動向調査」に
おいて，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，適切で
ないものを１つ選びなさい。

（ 1）　「住宅事業者ルート」「取引企業等の職域ルート」「窓口等での個別対応」の
３つを重視する比率は，いずれも 2019 年度とほぼ変わらずかなり高い。

（ 2）　「口コミや顧客紹介」「折込チラシ等によるエリア戦略」を重視する比率は，
年々増加している。

（ 3）　「インターネットの活用」を重視する比率は，20％台であるが年々増加して
いる。

［問 12］　居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除について，適切でない
ものを１つ選びなさい。

（ 1）　マイホームなど居住用財産を譲渡した場合，譲渡した不動産の所有期間が１
年以上の場合に，その譲渡益から上限 3,000 万円を控除することができる。

（ 2）　売却した相手が親子，夫婦など本人と特別な関係があるときには，3,000 万
円の特別控除は受けられない。

（ 3）　以前に居住していた住宅を空き家や貸家にしていた場合でも，居住しなく
なった日から３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに売却したときは，
適用が認められる。

［問 13］　ＪＡバンクの「多目的ローン」の受付・審査について，適切なものを
　　　１つ選びなさい。
（ 1）　資金使途が確認可能なもの（負債整理資金，事業資金等を除く）について，融

資の受付を行う。
（ 2）　保証機関の保証を付帯するので，審査に特別なスキルは必要としない。した

がって，受付業務は経験が浅い職員に担当させることが望ましい。
（ 3）　短期間で返済が可能なものに長期の返済期間を設定する方法は，返済資金に

余裕ができるので好ましい。
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住宅ローンの販売チャネル

正解（2）	 正解率　83.7％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.1 P47「1. 窓口等で行う個別対応の重要性 図表 3-1」参照。

（2）は適切でない。「口コミや顧客紹介」「折込チラシ等によるエリア戦略」は年々減少して

いる。テキスト No.1 P47「1. 窓口等で行う個別対応の重要性 図表 3-1」参照。

（3）は適切。テキスト No.1 P47「1. 窓口等で行う個別対応の重要性 図表 3-1」参照。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 4）農林中金アカデミー

［問 10］　ローン借入れの申込手続きについて，担当者の対応として適切なものを
１つ選びなさい。

（１）　未成年者にも，原則として印鑑証明書は交付され，未成年者かどうかはマイ
ナンバーカードや健康保険証，運転免許証で判断できる。

（ 2）　妻から，日常の生活費として夫名義で多額の借入れの申し出を受けたので，
民法 761 条に規定する「日常の家事行為」だと解釈し，申込みに応じた。

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

［問 11］　住宅金融支援機構が実施した，2020年度「住宅ローン貸出動向調査」に
おいて，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，適切で
ないものを１つ選びなさい。

（ 1）　「住宅事業者ルート」「取引企業等の職域ルート」「窓口等での個別対応」の
３つを重視する比率は，いずれも 2019 年度とほぼ変わらずかなり高い。

（ 2）　「口コミや顧客紹介」「折込チラシ等によるエリア戦略」を重視する比率は，
年々増加している。

（ 3）　「インターネットの活用」を重視する比率は，20％台であるが年々増加して
いる。

［問 12］　居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除について，適切でない
ものを１つ選びなさい。

（ 1）　マイホームなど居住用財産を譲渡した場合，譲渡した不動産の所有期間が１
年以上の場合に，その譲渡益から上限 3,000 万円を控除することができる。

（ 2）　売却した相手が親子，夫婦など本人と特別な関係があるときには，3,000 万
円の特別控除は受けられない。

（ 3）　以前に居住していた住宅を空き家や貸家にしていた場合でも，居住しなく
なった日から３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに売却したときは，
適用が認められる。

［問 13］　ＪＡバンクの「多目的ローン」の受付・審査について，適切なものを
　　　１つ選びなさい。
（ 1）　資金使途が確認可能なもの（負債整理資金，事業資金等を除く）について，融

資の受付を行う。
（ 2）　保証機関の保証を付帯するので，審査に特別なスキルは必要としない。した

がって，受付業務は経験が浅い職員に担当させることが望ましい。
（ 3）　短期間で返済が可能なものに長期の返済期間を設定する方法は，返済資金に

余裕ができるので好ましい。
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居住用財産譲渡の特別控除

正解（1）	 正解率　51.8％	

解　説

（1）は適切でない。譲渡した不動産の所有期間の長短に関係なく適用が認められる。テキス

ト No.1 P92「3. 住み替えには税務相談が大切（1）居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万

円特別控除」参照。

（2）は適切。テキスト No.1 P93「3. 住み替えには税務相談が大切（1） 居住用財産を譲渡し

た場合の 3,000 万円特別控除」参照。

（3）は適切。テキスト No.1 P93「3. 住み替えには税務相談が大切（1） 居住用財産を譲渡し

た場合の 3,000 万円特別控除」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 4）農林中金アカデミー

［問 10］　ローン借入れの申込手続きについて，担当者の対応として適切なものを
１つ選びなさい。

（１）　未成年者にも，原則として印鑑証明書は交付され，未成年者かどうかはマイ
ナンバーカードや健康保険証，運転免許証で判断できる。

（ 2）　妻から，日常の生活費として夫名義で多額の借入れの申し出を受けたので，
民法 761 条に規定する「日常の家事行為」だと解釈し，申込みに応じた。

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

［問 11］　住宅金融支援機構が実施した，2020年度「住宅ローン貸出動向調査」に
おいて，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，適切で
ないものを１つ選びなさい。

（ 1）　「住宅事業者ルート」「取引企業等の職域ルート」「窓口等での個別対応」の
３つを重視する比率は，いずれも 2019 年度とほぼ変わらずかなり高い。

（ 2）　「口コミや顧客紹介」「折込チラシ等によるエリア戦略」を重視する比率は，
年々増加している。

（ 3）　「インターネットの活用」を重視する比率は，20％台であるが年々増加して
いる。

［問 12］　居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除について，適切でない
ものを１つ選びなさい。

（ 1）　マイホームなど居住用財産を譲渡した場合，譲渡した不動産の所有期間が１
年以上の場合に，その譲渡益から上限 3,000 万円を控除することができる。

（ 2）　売却した相手が親子，夫婦など本人と特別な関係があるときには，3,000 万
円の特別控除は受けられない。

（ 3）　以前に居住していた住宅を空き家や貸家にしていた場合でも，居住しなく
なった日から３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに売却したときは，
適用が認められる。

［問 13］　ＪＡバンクの「多目的ローン」の受付・審査について，適切なものを
　　　１つ選びなさい。
（ 1）　資金使途が確認可能なもの（負債整理資金，事業資金等を除く）について，融

資の受付を行う。
（ 2）　保証機関の保証を付帯するので，審査に特別なスキルは必要としない。した

がって，受付業務は経験が浅い職員に担当させることが望ましい。
（ 3）　短期間で返済が可能なものに長期の返済期間を設定する方法は，返済資金に

余裕ができるので好ましい。
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多目的ローンの受付・審査

正解（1）	 正解率　93.9％	

解　説

（1）は適切。JA バンクの多目的ローン（一般型 A）では，資金使途の確認が必要である。

テキスト No.2 P21 ～ 22「1. 資金使途を限定しないローン（3）商品の概要−②」参照。

（2）は適切でない。保証会社の保証があっても，多目的ローンの審査には人物を判断する眼

力が必要となるため，受付業務はベテラン職員が担当することが望ましい。テキスト No.2　

P23「1. 資金使途を限定しないローン（5）推進上の留意点」，P23 ～ 24「1. 資金使途を限

定しないローン（6）人に対する信用が最後の担保−②」参照。

（3）は適切でない。他の使途への資金流用や，金利負担が重くなって再度の借入れの発生に

つながることもあるため，好ましくない。テキスト No.2 P24「1. 資金使途を限定しないロー

ン（6）人に対する信用が最後の担保−②」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 4）農林中金アカデミー

［問 10］　ローン借入れの申込手続きについて，担当者の対応として適切なものを
１つ選びなさい。

（１）　未成年者にも，原則として印鑑証明書は交付され，未成年者かどうかはマイ
ナンバーカードや健康保険証，運転免許証で判断できる。

（ 2）　妻から，日常の生活費として夫名義で多額の借入れの申し出を受けたので，
民法 761 条に規定する「日常の家事行為」だと解釈し，申込みに応じた。

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

［問 11］　住宅金融支援機構が実施した，2020年度「住宅ローン貸出動向調査」に
おいて，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，適切で
ないものを１つ選びなさい。

（ 1）　「住宅事業者ルート」「取引企業等の職域ルート」「窓口等での個別対応」の
３つを重視する比率は，いずれも 2019 年度とほぼ変わらずかなり高い。

（ 2）　「口コミや顧客紹介」「折込チラシ等によるエリア戦略」を重視する比率は，
年々増加している。

（ 3）　「インターネットの活用」を重視する比率は，20％台であるが年々増加して
いる。

［問 12］　居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除について，適切でない
ものを１つ選びなさい。

（ 1）　マイホームなど居住用財産を譲渡した場合，譲渡した不動産の所有期間が１
年以上の場合に，その譲渡益から上限 3,000 万円を控除することができる。

（ 2）　売却した相手が親子，夫婦など本人と特別な関係があるときには，3,000 万
円の特別控除は受けられない。

（ 3）　以前に居住していた住宅を空き家や貸家にしていた場合でも，居住しなく
なった日から３年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに売却したときは，
適用が認められる。

［問 13］　ＪＡバンクの「多目的ローン」の受付・審査について，適切なものを
　　　１つ選びなさい。
（ 1）　資金使途が確認可能なもの（負債整理資金，事業資金等を除く）について，融

資の受付を行う。
（ 2）　保証機関の保証を付帯するので，審査に特別なスキルは必要としない。した

がって，受付業務は経験が浅い職員に担当させることが望ましい。
（ 3）　短期間で返済が可能なものに長期の返済期間を設定する方法は，返済資金に

余裕ができるので好ましい。
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ア パ ー ト ロ ー ン

正解（3）	 正解率　35.2％	

解　説

a. は適切。テキスト No.1 P98 ～ 99「2. 事業計画と収支計画の重要性（1）事業計画，（2）収

支計画」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P97 ～ 98「1. アパートローン獲得で一気に貸出を伸ばす」，P98「2. 事

業計画と収支計画の重要性（1）事業計画」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P102「3. 狙うは土地所有者（2）推進にあたっての留意点」

したがって，a，b，c すべて適切であるため，（3）が本問の正解である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 14］　アパートローンについて，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の中
から１つ選びなさい。

ａ．人口の減少に伴い，貸室の需要の伸びが期待できないことは，近年の空き家の
増加状況を見ても分かる。アパートの事業計画，収支計画がしっかりできてい
ないと，借入れの返済ができなくなり，持っていた土地を手放さざるを得なく
なった例は沢山あるので，顧客に対する十分なアドバイスが必要である。

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

ｃ．アパート経営は，通常，アパートの購入後５～６年もすると，経費が少なく
なって不動産所得は黒字になり，損益通算のメリットは受けられなくなる。そ
のため，給与所得者で老後の生活費を家賃収入でと考えている人は，定年の５
～６年前にアパート経営を始めるとよいと言われている。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 15］　職域ルートの活用について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の
中から１つ選びなさい。

ａ．住宅金融支援機構が民間金融機関に行った，2020 年度「住宅ローンの貸出動
向調査」によると，住宅ローンの販売チャネルとして「住宅事業者ルート」に
次いで重視するチャネルは，「取引企業等の職域ルート」である。

ｂ．職域ルートの活用は，住宅ローンの推進はもちろん，個人ローンの推進におい
ても極めて有効である。

ｃ．職域開拓においては，カードローンを企業の福利厚生施策の一環として売り込
む方法もある。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 16］　ローン契約の特徴と法的性格について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　金銭消費貸借としての文書の作成は，ほとんどの金融機関は公正証書を作成

しており，強制執行ができるという利点がある。
（ 2）　ローン契約は金銭を目的物とする消費貸借契約で，民法における要物契約だ

が，書面で行う場合には合意のみで成立する。
（ 3）　ローン契約は，金融機関が統一的・標準的な契約内容を予め定め，顧客は取

引開始にあたり，これを承認する「付合契約」の形態をとっている。
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職 域 ル ー ト の 活 用

正解（3）	 正解率　74.0％	

解　説

a. は適切。テキスト No.1 P46「1. 窓口等で行う個別対応の重要性 図表 3-1」，P72「3. 取引先

企業の職域ルートの活用で大きな成果を」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P72「3. 取引先企業の職域ルートの活用で大きな成果を」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P70「3. 自 JA・JF 内の取引情報の有効活用（2）融資関係情報の活用」

参照。

したがって，a，b，c すべて適切であるため，（3）が本問の正解である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 14］　アパートローンについて，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の中
から１つ選びなさい。

ａ．人口の減少に伴い，貸室の需要の伸びが期待できないことは，近年の空き家の
増加状況を見ても分かる。アパートの事業計画，収支計画がしっかりできてい
ないと，借入れの返済ができなくなり，持っていた土地を手放さざるを得なく
なった例は沢山あるので，顧客に対する十分なアドバイスが必要である。

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

ｃ．アパート経営は，通常，アパートの購入後５～６年もすると，経費が少なく
なって不動産所得は黒字になり，損益通算のメリットは受けられなくなる。そ
のため，給与所得者で老後の生活費を家賃収入でと考えている人は，定年の５
～６年前にアパート経営を始めるとよいと言われている。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 15］　職域ルートの活用について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の
中から１つ選びなさい。

ａ．住宅金融支援機構が民間金融機関に行った，2020 年度「住宅ローンの貸出動
向調査」によると，住宅ローンの販売チャネルとして「住宅事業者ルート」に
次いで重視するチャネルは，「取引企業等の職域ルート」である。

ｂ．職域ルートの活用は，住宅ローンの推進はもちろん，個人ローンの推進におい
ても極めて有効である。

ｃ．職域開拓においては，カードローンを企業の福利厚生施策の一環として売り込
む方法もある。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 16］　ローン契約の特徴と法的性格について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　金銭消費貸借としての文書の作成は，ほとんどの金融機関は公正証書を作成

しており，強制執行ができるという利点がある。
（ 2）　ローン契約は金銭を目的物とする消費貸借契約で，民法における要物契約だ

が，書面で行う場合には合意のみで成立する。
（ 3）　ローン契約は，金融機関が統一的・標準的な契約内容を予め定め，顧客は取

引開始にあたり，これを承認する「付合契約」の形態をとっている。
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ローン契約の特徴と法的性格

正解（1）	 正解率　50.2％	

解　説

（1）は適切でない。ほとんどの金融機関は私署証書を利用している。テキストNo.1 P29「2.ロー

ン契約とは（1）ローン契約の法的性格」参照。

（2）は適切。テキスト No.1 P29「2. ローン契約とは（1）ローン契約の法的性格」参照。

（3）は適切。テキスト No.1 P30「2. ローン契約とは（1）ローン契約の法的性格」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 14］　アパートローンについて，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の中
から１つ選びなさい。

ａ．人口の減少に伴い，貸室の需要の伸びが期待できないことは，近年の空き家の
増加状況を見ても分かる。アパートの事業計画，収支計画がしっかりできてい
ないと，借入れの返済ができなくなり，持っていた土地を手放さざるを得なく
なった例は沢山あるので，顧客に対する十分なアドバイスが必要である。

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

ｃ．アパート経営は，通常，アパートの購入後５～６年もすると，経費が少なく
なって不動産所得は黒字になり，損益通算のメリットは受けられなくなる。そ
のため，給与所得者で老後の生活費を家賃収入でと考えている人は，定年の５
～６年前にアパート経営を始めるとよいと言われている。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 15］　職域ルートの活用について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の
中から１つ選びなさい。

ａ．住宅金融支援機構が民間金融機関に行った，2020 年度「住宅ローンの貸出動
向調査」によると，住宅ローンの販売チャネルとして「住宅事業者ルート」に
次いで重視するチャネルは，「取引企業等の職域ルート」である。

ｂ．職域ルートの活用は，住宅ローンの推進はもちろん，個人ローンの推進におい
ても極めて有効である。

ｃ．職域開拓においては，カードローンを企業の福利厚生施策の一環として売り込
む方法もある。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 16］　ローン契約の特徴と法的性格について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　金銭消費貸借としての文書の作成は，ほとんどの金融機関は公正証書を作成

しており，強制執行ができるという利点がある。
（ 2）　ローン契約は金銭を目的物とする消費貸借契約で，民法における要物契約だ

が，書面で行う場合には合意のみで成立する。
（ 3）　ローン契約は，金融機関が統一的・標準的な契約内容を予め定め，顧客は取

引開始にあたり，これを承認する「付合契約」の形態をとっている。
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本 人 確 認 ・ 意 思 確 認

正解（3）	 正解率　88.8％	

解　説

（1）は適切。偽造であるかの注意は必要だが，運転免許証も運転経歴証明書も写真付きなの

で，本人確認は可能である。テキスト No.2 P132「巻末資料〔付表 2〕ローン申受書類一覧」

参照。

（2）は適切。テキスト No.2 P132「巻末資料〔付表 2〕ローン申受書類一覧」参照。

（3）は適切でない。印鑑の押印だけでは，本人の意思は確認できない。本人の自署または本

人自らが目の前で署名・押印した場合以外は，本人の意思を確かめる必要がある。テキス

ト No.2 P66「1. 最も重要な本人確認と本人の意思確認（3）本人の意思に基づくかの確認

のポイント」参照。

したがって，（3）が本問の正解である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 17］　ローンの申受書類の取扱いについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　運転免許証の提出を受ければ，持参した人が本人であることは確認できるが，

運転経歴証明書でも本人確認は可能である。
（ 2）　健康保険被保険者証からは，申込者の勤続年数の確認ができるが，国民健康

保険の被保険者証からは勤続年数（営業年数）の確認はできない。
（ 3）　本人以外の者が，本人の印鑑証明書とその印鑑を押印したローン申込書類を

持参した場合には，本人の意思行為だということができる。

［問 18］　住宅ローンの基本的な商品概要について，適切でないものはいくつあるか。
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

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

ｂ．住宅ローンは，競争激化から金利が下がり，低い利益しか見込めない状況なの
で，顧客が期限前に返済する場合には，一部繰り上げ返済手数料，期限前完済
手数料をいただく旨を定めている金融機関もある。

ｃ．疾病保障付損害保険は，住宅ローンに付帯する任意の保険で，借主が病気で所
定の状態になったときに保険が下りる仕組みである。保険料は利用者が負担す
る。

（ 1）　０（なし）
（ 2）　１つ
（ 3）　２つ

［問 19］　特殊な債権管理の方法として，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　債務者が行方不明になった場合には，住民票の移動を追っていくのが効率的

である。しかし，住所が発見されると困る場合には，住民票を移動させないこ
とも考えられるため，移動登録がなされるまで根気よく待つか，それでも不明
のときは公示送達の手続きを検討することになる。

（ 2）　個人である債務者が破産宣告を受けた場合には，法令や私法上の制約がある
ほか，個人信用情報機関にその事実が登録され経済的信用を失うことになるの
で，融資を受けることができない。また，クレジットカードを使用できないな
ど，日常生活面で社会的な制約を受けることになる。

（ 3）　仮差押の対象は，不動産や売掛金，商品の他，会社員であれば給与や賞与，
厚生年金と国民年金受給権もその対象となる。
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住宅ローンの説明事項

正解（2）	 正解率　70.7％	

解　説

a. は適切でない。保険金の受取人は，債務者の遺族ではなく金融機関である。テキスト No.1 

P85「4. 注意すべき説明事項−②」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P86「4. 注意すべき説明事項−⑤」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P87「4. 注意すべき説明事項−⑥」参照。

したがって，a. が適切でないため，（2）が本問の正解である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 17］　ローンの申受書類の取扱いについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　運転免許証の提出を受ければ，持参した人が本人であることは確認できるが，

運転経歴証明書でも本人確認は可能である。
（ 2）　健康保険被保険者証からは，申込者の勤続年数の確認ができるが，国民健康

保険の被保険者証からは勤続年数（営業年数）の確認はできない。
（ 3）　本人以外の者が，本人の印鑑証明書とその印鑑を押印したローン申込書類を

持参した場合には，本人の意思行為だということができる。

［問 18］　住宅ローンの基本的な商品概要について，適切でないものはいくつあるか。
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

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

ｂ．住宅ローンは，競争激化から金利が下がり，低い利益しか見込めない状況なの
で，顧客が期限前に返済する場合には，一部繰り上げ返済手数料，期限前完済
手数料をいただく旨を定めている金融機関もある。

ｃ．疾病保障付損害保険は，住宅ローンに付帯する任意の保険で，借主が病気で所
定の状態になったときに保険が下りる仕組みである。保険料は利用者が負担す
る。

（ 1）　０（なし）
（ 2）　１つ
（ 3）　２つ

［問 19］　特殊な債権管理の方法として，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　債務者が行方不明になった場合には，住民票の移動を追っていくのが効率的

である。しかし，住所が発見されると困る場合には，住民票を移動させないこ
とも考えられるため，移動登録がなされるまで根気よく待つか，それでも不明
のときは公示送達の手続きを検討することになる。

（ 2）　個人である債務者が破産宣告を受けた場合には，法令や私法上の制約がある
ほか，個人信用情報機関にその事実が登録され経済的信用を失うことになるの
で，融資を受けることができない。また，クレジットカードを使用できないな
ど，日常生活面で社会的な制約を受けることになる。

（ 3）　仮差押の対象は，不動産や売掛金，商品の他，会社員であれば給与や賞与，
厚生年金と国民年金受給権もその対象となる。
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特殊な債権管理の方法

正解（3）	 正解率　56.3％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.2 P116 ～ 117「1. 債務者の行方不明・失踪したとき」参照。

（2）は適切。テキスト No.2 P119 ～ 120「4. 自己破産のとき（2）自己破産の手続き−⑤」参照。

（3）は適切でない。老後の生活資金確保の意味を持つ年金等は，仮差押禁止債権となっている。

テキスト No.2 P124「1. 仮差押の必要性」，P127「4. 仮差押の制限−①」参照。

したがって，（3）が本問の正解である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 17］　ローンの申受書類の取扱いについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　運転免許証の提出を受ければ，持参した人が本人であることは確認できるが，

運転経歴証明書でも本人確認は可能である。
（ 2）　健康保険被保険者証からは，申込者の勤続年数の確認ができるが，国民健康

保険の被保険者証からは勤続年数（営業年数）の確認はできない。
（ 3）　本人以外の者が，本人の印鑑証明書とその印鑑を押印したローン申込書類を

持参した場合には，本人の意思行為だということができる。

［問 18］　住宅ローンの基本的な商品概要について，適切でないものはいくつあるか。
（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

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

ｂ．住宅ローンは，競争激化から金利が下がり，低い利益しか見込めない状況なの
で，顧客が期限前に返済する場合には，一部繰り上げ返済手数料，期限前完済
手数料をいただく旨を定めている金融機関もある。

ｃ．疾病保障付損害保険は，住宅ローンに付帯する任意の保険で，借主が病気で所
定の状態になったときに保険が下りる仕組みである。保険料は利用者が負担す
る。

（ 1）　０（なし）
（ 2）　１つ
（ 3）　２つ

［問 19］　特殊な債権管理の方法として，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　債務者が行方不明になった場合には，住民票の移動を追っていくのが効率的

である。しかし，住所が発見されると困る場合には，住民票を移動させないこ
とも考えられるため，移動登録がなされるまで根気よく待つか，それでも不明
のときは公示送達の手続きを検討することになる。

（ 2）　個人である債務者が破産宣告を受けた場合には，法令や私法上の制約がある
ほか，個人信用情報機関にその事実が登録され経済的信用を失うことになるの
で，融資を受けることができない。また，クレジットカードを使用できないな
ど，日常生活面で社会的な制約を受けることになる。

（ 3）　仮差押の対象は，不動産や売掛金，商品の他，会社員であれば給与や賞与，
厚生年金と国民年金受給権もその対象となる。
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個人向けローンの審査

正解（3）	 正解率　34.8％	

解　説

a. は適切。テキスト No.2 P44「3. 定量分析で重要な返済比率」参照。

b. は適切。テキスト No.2 P43 ～ 44「2. 定性分析の 3 つのポイント−①，②，③」参照。

c. は適切。テキスト No.2 P43「2. 定性分析の 3 つのポイント−①」参照。

したがって，a，b，c すべて適切であるため，（3）が本問の正解である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 20］　個人ローンの審査について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の
中から１つ選びなさい。

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

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

ｃ．現在を含む過去の歴史の中で最も重要な評価基準は，「クレジットヒストリー」
であり，次にローン申込者の「生活態度・生活への取組み姿勢」などである。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 21］　住宅ローンの借換え推進について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～
（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．借換え推進については，自店のテリトリー内で，１件あたりのローン金額が大
きい先や，金利の高い時期に分譲された地域を狙うのがポイントである。

ｂ．借換えにおいては，金利差の訴求がポイントとなる。
ｃ．借換えの対象となる物件の情報を収集するには，不動産登記簿データの活用が
ポイントとなる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 22］　スコアリングシートは，スコアリングシステムの考え方に基づき，過去
の与信実行客の利用実績・支払実績を統計的に分析し，与信できるかどうか
を数値化するものである。その際に重視すべき項目（ａ．～ｆ．）の組合せとし
て正しいものを，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．年齢
ｂ．勤務先
ｃ．勤続年数
ｄ．自動車保有状況
ｅ．取引状況
ｆ．年間返済比率
（ 1）　ｂ，ｄ，ｅ
（ 2）　ａ，ｃ，ｆ
（ 3）　ｃ，ｅ，ｆ
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住宅ローンの借換え推進

正解（3）	 正解率　76.4％	

解　説

a. は適切。金利が高い時期に分譲された物件は，借換え後の金利差が大きくなるため，メリッ

トが出やすい。テキスト No.1 P118「2. 借換え推進の準備に不動産登記簿の活用を（1）推

進対象のポイント」参照。

b.は適切。テキストNo.1 P117～118「1.住宅ローンの借換えは金利差の訴求がポイント」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P119「2. 借換え推進の準備に不動産登記簿の活用を（2）不動産登

記簿の活用」参照。

したがって，a，b，c すべて適切であるため，（3）が本問の正解である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 20］　個人ローンの審査について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の
中から１つ選びなさい。

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

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

ｃ．現在を含む過去の歴史の中で最も重要な評価基準は，「クレジットヒストリー」
であり，次にローン申込者の「生活態度・生活への取組み姿勢」などである。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 21］　住宅ローンの借換え推進について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～
（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．借換え推進については，自店のテリトリー内で，１件あたりのローン金額が大
きい先や，金利の高い時期に分譲された地域を狙うのがポイントである。

ｂ．借換えにおいては，金利差の訴求がポイントとなる。
ｃ．借換えの対象となる物件の情報を収集するには，不動産登記簿データの活用が
ポイントとなる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 22］　スコアリングシートは，スコアリングシステムの考え方に基づき，過去
の与信実行客の利用実績・支払実績を統計的に分析し，与信できるかどうか
を数値化するものである。その際に重視すべき項目（ａ．～ｆ．）の組合せとし
て正しいものを，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．年齢
ｂ．勤務先
ｃ．勤続年数
ｄ．自動車保有状況
ｅ．取引状況
ｆ．年間返済比率
（ 1）　ｂ，ｄ，ｅ
（ 2）　ａ，ｃ，ｆ
（ 3）　ｃ，ｅ，ｆ
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スコアリングシートの重点項目

正解（3）	 正解率　73.6％	

解　説

スコアリングシートで重視すべき項目は，勤続年数，年収状況，住宅保有状況，取引状

況，年間返済比率，個人信用情報センターへの照会である。したがって，設問の中では c，

e，f の 3 つであるため，正解は（3）となる。テキスト No.2 P45 ～ 47「4. スコアリングの

内容と確認資料（2）スコアリングシートの項目と徴収する確認資料」参照。

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 20］　個人ローンの審査について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の
中から１つ選びなさい。

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

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

ｃ．現在を含む過去の歴史の中で最も重要な評価基準は，「クレジットヒストリー」
であり，次にローン申込者の「生活態度・生活への取組み姿勢」などである。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 21］　住宅ローンの借換え推進について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～
（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．借換え推進については，自店のテリトリー内で，１件あたりのローン金額が大
きい先や，金利の高い時期に分譲された地域を狙うのがポイントである。

ｂ．借換えにおいては，金利差の訴求がポイントとなる。
ｃ．借換えの対象となる物件の情報を収集するには，不動産登記簿データの活用が
ポイントとなる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 22］　スコアリングシートは，スコアリングシステムの考え方に基づき，過去
の与信実行客の利用実績・支払実績を統計的に分析し，与信できるかどうか
を数値化するものである。その際に重視すべき項目（ａ．～ｆ．）の組合せとし
て正しいものを，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．年齢
ｂ．勤務先
ｃ．勤続年数
ｄ．自動車保有状況
ｅ．取引状況
ｆ．年間返済比率
（ 1）　ｂ，ｄ，ｅ
（ 2）　ａ，ｃ，ｆ
（ 3）　ｃ，ｅ，ｆ
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個人向けローンの現状

正解（3）	 正解率　73.6％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.1　P9「個人向けローンの占める割合」，P10 ～ 11「2. 住宅ローン

と個人ローンの動向」，P33「1. 他業態をも含めた競争が激化している住宅ローン市場（2）

それでも魅力がある住宅ローン」参照。

（2）は適切。テキスト No.1　P10「1. 住宅ローンの占める割合」参照。

（3）は適切でない。個人向けローン（JA バンクローン）の貸出残高は，2017 年 3 月末以降，

毎年増加傾向にある。テキスト No.1 P9「2. 個人向けローンの占める割合」参照。

したがって，（3）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 23］　個人向けローンの現状について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　住宅ローンは金利競争が激しくなり，高収益は期待できなくなっているが，

個人取引メイン化の入口であり，ＪＡ・ＪＦにとって「主要かつ戦略的な業
務」であることに変わりはない。

（ 2）　ＪＡの個人向けローン残高に占める住宅ローンの比率は 90％を超えており，
この状況は国内銀行でもほぼ同様に高い比率になっている。

（ 3）　個人向けローン（ＪＡバンクローン）の貸出残高は，2017 年３月末以降，
2020 年３月末まで毎年減少傾向にある。

［問 24］　内部取引情報を参考にして，顧客にローンを勧誘する以下のケースのうち，
適切でないものを１つ選びなさい。

（ 1）　住宅ローンの完済者に対し，リフォームローンを勧める。
（ 2）　ボーナスが継続的に振り込まれている顧客に対して，ローンを勧める。
（ 3）　個人事業者や自営業者は，対税上，所得を低く抑えているケースが多く，

ローン基準に合わないため，ローン勧誘の対象先にはならない。

［問 25］　国の教育ローンの商品概要について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1）　国の教育ローンとしては，日本政策投資銀行が教育一般貸付を行っている。
（ 2）　在学のために必要となる住居費用も融資の対象になる。
（ 3）　担保や保証は不要である。

［問 26］　カードの市場環境について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の
中から１つ選びなさい。

ａ．個人（消費者）に対して行われる信用の供与には，消費者金融のほか，百貨店や
スーパー，信販会社などが行う販売信用があるが，販売信用の供与額は 2014
年から 2019 年までの間，増加している。

ｂ．クレジットカードにデビットカード，Ｅマネーを加えた「キャッシュレス取扱
高」を民間最終消費支出で割った日本の決済比率（ 2018 年）は，アメリカや韓
国に比べて低く，キャッシュレス化が遅れている。

ｃ．日本クレジット協会の調べによると，国内のクレジットカードの発行枚数
（ 2019 年３月末）は，２億 8,394 万枚に達しており，１人当たり平均して２枚
以上を保有している計算になる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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内部取引情報から読み解くローンニーズ

正解（3）	 正解率　86.6％	

解　説

（1）は適切。住宅ローンの完済者は，長年にわたり返済を実行してきた顧客であり，信用調

査もできているので，ローンの対象先として安定している。住宅の老朽化等によるリフォー

ムニーズも考えられるため，リフォームローンの提案は有効である。テキスト No.1 P71

「2.自JA・JF内の取引情報の有効活用（2）融資関係情報の活用−②」，テキストNo.1 P89「2.住

宅ローン 5 年経過先と高齢者を狙う（1）住宅ローン利用先で，5 年以上たった人」参照。

（2）は適切。ボーナスが継続的に振り込まれている顧客は，恒常的な取引先であり，メイン

化をさらに進める上でローンを勧めるのは適切である。テキスト No.1 P70「2. 自 JA・JF

内の取引情報の有効活用（1）貯金・決済関係情報の活用−③」。

（3）は適切でない。対税上，所得を低く抑えているケースが多く，ローン基準に合わないこ

ともあるが，事業の経営状況や顧客本人の収入・属性などの実態を把握した上で，可能で

あれば積極的にアプローチしたい先である。テキスト No.1 P71「2. 自 JA・JF 内の取引情

報の有効活用（2）融資関係情報の活用−⑤」参照。

したがって，（3）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 23］　個人向けローンの現状について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　住宅ローンは金利競争が激しくなり，高収益は期待できなくなっているが，

個人取引メイン化の入口であり，ＪＡ・ＪＦにとって「主要かつ戦略的な業
務」であることに変わりはない。

（ 2）　ＪＡの個人向けローン残高に占める住宅ローンの比率は 90％を超えており，
この状況は国内銀行でもほぼ同様に高い比率になっている。

（ 3）　個人向けローン（ＪＡバンクローン）の貸出残高は，2017 年３月末以降，
2020 年３月末まで毎年減少傾向にある。

［問 24］　内部取引情報を参考にして，顧客にローンを勧誘する以下のケースのうち，
適切でないものを１つ選びなさい。

（ 1）　住宅ローンの完済者に対し，リフォームローンを勧める。
（ 2）　ボーナスが継続的に振り込まれている顧客に対して，ローンを勧める。
（ 3）　個人事業者や自営業者は，対税上，所得を低く抑えているケースが多く，

ローン基準に合わないため，ローン勧誘の対象先にはならない。

［問 25］　国の教育ローンの商品概要について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1）　国の教育ローンとしては，日本政策投資銀行が教育一般貸付を行っている。
（ 2）　在学のために必要となる住居費用も融資の対象になる。
（ 3）　担保や保証は不要である。

［問 26］　カードの市場環境について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の
中から１つ選びなさい。

ａ．個人（消費者）に対して行われる信用の供与には，消費者金融のほか，百貨店や
スーパー，信販会社などが行う販売信用があるが，販売信用の供与額は 2014
年から 2019 年までの間，増加している。

ｂ．クレジットカードにデビットカード，Ｅマネーを加えた「キャッシュレス取扱
高」を民間最終消費支出で割った日本の決済比率（ 2018 年）は，アメリカや韓
国に比べて低く，キャッシュレス化が遅れている。

ｃ．日本クレジット協会の調べによると，国内のクレジットカードの発行枚数
（ 2019 年３月末）は，２億 8,394 万枚に達しており，１人当たり平均して２枚
以上を保有している計算になる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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国 の 教 育 ロ ー ン 概 要

正解（2）	 正解率　71.1％	

解　説

（1）は適切でない。日本政策投資銀行ではなく，日本政策金融公庫で行っている。テキスト

No.2 P18「3. 国の教育ローン 図表 1-9」参照。

（2）は適切。テキスト No.2 P18「3. 国の教育ローン 図表 1-9」参照。

（3）は適切でない。教育資金融資保証基金の保証，または連帯保証人を徴求する。テキスト

No.2 P18「3. 国の教育ローン 図表 1-9」参照。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 23］　個人向けローンの現状について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　住宅ローンは金利競争が激しくなり，高収益は期待できなくなっているが，

個人取引メイン化の入口であり，ＪＡ・ＪＦにとって「主要かつ戦略的な業
務」であることに変わりはない。

（ 2）　ＪＡの個人向けローン残高に占める住宅ローンの比率は 90％を超えており，
この状況は国内銀行でもほぼ同様に高い比率になっている。

（ 3）　個人向けローン（ＪＡバンクローン）の貸出残高は，2017 年３月末以降，
2020 年３月末まで毎年減少傾向にある。

［問 24］　内部取引情報を参考にして，顧客にローンを勧誘する以下のケースのうち，
適切でないものを１つ選びなさい。

（ 1）　住宅ローンの完済者に対し，リフォームローンを勧める。
（ 2）　ボーナスが継続的に振り込まれている顧客に対して，ローンを勧める。
（ 3）　個人事業者や自営業者は，対税上，所得を低く抑えているケースが多く，

ローン基準に合わないため，ローン勧誘の対象先にはならない。

［問 25］　国の教育ローンの商品概要について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1）　国の教育ローンとしては，日本政策投資銀行が教育一般貸付を行っている。
（ 2）　在学のために必要となる住居費用も融資の対象になる。
（ 3）　担保や保証は不要である。

［問 26］　カードの市場環境について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の
中から１つ選びなさい。

ａ．個人（消費者）に対して行われる信用の供与には，消費者金融のほか，百貨店や
スーパー，信販会社などが行う販売信用があるが，販売信用の供与額は 2014
年から 2019 年までの間，増加している。

ｂ．クレジットカードにデビットカード，Ｅマネーを加えた「キャッシュレス取扱
高」を民間最終消費支出で割った日本の決済比率（ 2018 年）は，アメリカや韓
国に比べて低く，キャッシュレス化が遅れている。

ｃ．日本クレジット協会の調べによると，国内のクレジットカードの発行枚数
（ 2019 年３月末）は，２億 8,394 万枚に達しており，１人当たり平均して２枚
以上を保有している計算になる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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カード利用の市場環境

正解（3）	 正解率　59.6％	

解　説

a. は適切。テキスト No.1 P43「3. カードショッピングの進展（1）伸びている販売金融」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P43「3. カードショッピングの進展（2）海外との比較」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P43「3. カードショッピングの進展（1）伸びている販売金融」参照。

したがって，a，b，c すべて適切であるため，（3）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 23］　個人向けローンの現状について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　住宅ローンは金利競争が激しくなり，高収益は期待できなくなっているが，

個人取引メイン化の入口であり，ＪＡ・ＪＦにとって「主要かつ戦略的な業
務」であることに変わりはない。

（ 2）　ＪＡの個人向けローン残高に占める住宅ローンの比率は 90％を超えており，
この状況は国内銀行でもほぼ同様に高い比率になっている。

（ 3）　個人向けローン（ＪＡバンクローン）の貸出残高は，2017 年３月末以降，
2020 年３月末まで毎年減少傾向にある。

［問 24］　内部取引情報を参考にして，顧客にローンを勧誘する以下のケースのうち，
適切でないものを１つ選びなさい。

（ 1）　住宅ローンの完済者に対し，リフォームローンを勧める。
（ 2）　ボーナスが継続的に振り込まれている顧客に対して，ローンを勧める。
（ 3）　個人事業者や自営業者は，対税上，所得を低く抑えているケースが多く，

ローン基準に合わないため，ローン勧誘の対象先にはならない。

［問 25］　国の教育ローンの商品概要について，適切なものを１つ選びなさい。
（ 1）　国の教育ローンとしては，日本政策投資銀行が教育一般貸付を行っている。
（ 2）　在学のために必要となる住居費用も融資の対象になる。
（ 3）　担保や保証は不要である。

［問 26］　カードの市場環境について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の
中から１つ選びなさい。

ａ．個人（消費者）に対して行われる信用の供与には，消費者金融のほか，百貨店や
スーパー，信販会社などが行う販売信用があるが，販売信用の供与額は 2014
年から 2019 年までの間，増加している。

ｂ．クレジットカードにデビットカード，Ｅマネーを加えた「キャッシュレス取扱
高」を民間最終消費支出で割った日本の決済比率（ 2018 年）は，アメリカや韓
国に比べて低く，キャッシュレス化が遅れている。

ｃ．日本クレジット協会の調べによると，国内のクレジットカードの発行枚数
（ 2019 年３月末）は，２億 8,394 万枚に達しており，１人当たり平均して２枚
以上を保有している計算になる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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制 限 行 為 能 力 者

正解（1）	 正解率　46.5％	

解　説

（1）は適切でない。法定代理人だけでなく，本人も取り消すことができる。テキスト No.2 

P74「1. 制限行為能力者制度と取引上の留意点（2）制限行為能力者とローン取引−①」参照。

（2）は適切。テキスト No.2 P74 ～ 75「1. 制限行為能力者制度と取引上の留意点（2）制限行

為能力者とローン取引−②」参照。

（3）は適切。テキスト No.2 P75「1. 制限行為能力者制度と取引上の留意点（2）制限行為能

力者とローン取引−③」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 27］　制限行為能力者との取引上の留意点について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（ 1）　未成年者が完全に有効な法律行為をするには，原則としてその法定代理人の
同意が必要で，同意を得ないでした行為は，民法の規定で同意を要しないとし
ている行為の他は，法定代理人に限りこれを取り消すことができる。

（ 2）　後見（成年後見人）の制度は，認知症や知的障害，精神障害など精神上の障害
により判断能力を欠く常況にある人を保護する制度であり，成年後見人には広
範な代理権と取消権が付与されている。

（ 3）　保佐（保佐人）の制度は，認知症や知的障害など精神上の障害により，判断能
力が著しく不十分な人を保護の対象とする制度である。ただし，浪費者は対象
から除かれている。

［問 28］　渉外担当者が，社内融資制度を持つ企業に提携ローンを売り込む場合，
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．企業側のメリットとして，以下の点を強調する。①資金負担がない，②最初の
申込受付だけの事務負担で済み，現金支払事務・回収事務など管理事務負担が
なくなる，③従業員の提携ローン利用は，福利厚生に役立つ。

ｂ．融資形態をカードローン方式とした場合には，従業員にとって次のようなメ
リットがあることを説明する。①借越極度の範囲内で，いつでも何回でも，

　　ＪＡ・ＪＦのＡＴＭを利用して簡単に借入れができる，②申込手続きが一度で
済む，③返済方法が多様である（毎月の定額返済のほか，随時返済も自由にで
きる）。

ｃ．推進にあたっては，企業へのトップセールスが重要であり，役席者（支店長等）
の実働を織り込みながら，長期的推進体制を組む必要がある。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 29］　アパート経営の税制上のメリットについて，適切でないものを１つ選び
なさい。

（ 1）　アパート用の土地取得のための借入金の支払利子も，損益通算の対象になる。
（ 2）　アパートの建物の減価償却費は「定額法」である。その他一定の要件を満た

すと，割増償却が認められる。
（ 3）　アパートの取得や建築のための資金は，たとえ自己資金があっても，借入れ

で賄う方が節税効果が大きくなることもある。
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取引先企業への職域セールス

正解（3）	 正解率　73.8％	

解　説

a. は適切。テキスト No.1 P73「3. 取引先企業の職域ルートの活用で大きな成果を（2）長期

的推進体制が必要」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P73「3. 取引先企業の職域ルートの活用で大きな成果を（2）長期

的推進体制が必要」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P74「3. 取引先企業の職域ルートの活用で大きな成果を（2）長期

的推進体制が必要」参照。

したがって，a，b，c すべて適切であるため，（3）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 27］　制限行為能力者との取引上の留意点について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（ 1）　未成年者が完全に有効な法律行為をするには，原則としてその法定代理人の
同意が必要で，同意を得ないでした行為は，民法の規定で同意を要しないとし
ている行為の他は，法定代理人に限りこれを取り消すことができる。

（ 2）　後見（成年後見人）の制度は，認知症や知的障害，精神障害など精神上の障害
により判断能力を欠く常況にある人を保護する制度であり，成年後見人には広
範な代理権と取消権が付与されている。

（ 3）　保佐（保佐人）の制度は，認知症や知的障害など精神上の障害により，判断能
力が著しく不十分な人を保護の対象とする制度である。ただし，浪費者は対象
から除かれている。

［問 28］　渉外担当者が，社内融資制度を持つ企業に提携ローンを売り込む場合，
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．企業側のメリットとして，以下の点を強調する。①資金負担がない，②最初の
申込受付だけの事務負担で済み，現金支払事務・回収事務など管理事務負担が
なくなる，③従業員の提携ローン利用は，福利厚生に役立つ。

ｂ．融資形態をカードローン方式とした場合には，従業員にとって次のようなメ
リットがあることを説明する。①借越極度の範囲内で，いつでも何回でも，

　　ＪＡ・ＪＦのＡＴＭを利用して簡単に借入れができる，②申込手続きが一度で
済む，③返済方法が多様である（毎月の定額返済のほか，随時返済も自由にで
きる）。

ｃ．推進にあたっては，企業へのトップセールスが重要であり，役席者（支店長等）
の実働を織り込みながら，長期的推進体制を組む必要がある。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 29］　アパート経営の税制上のメリットについて，適切でないものを１つ選び
なさい。

（ 1）　アパート用の土地取得のための借入金の支払利子も，損益通算の対象になる。
（ 2）　アパートの建物の減価償却費は「定額法」である。その他一定の要件を満た

すと，割増償却が認められる。
（ 3）　アパートの取得や建築のための資金は，たとえ自己資金があっても，借入れ

で賄う方が節税効果が大きくなることもある。
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アパート経営の税制上のメリット

正解（1）	 正解率　68.9％	

解　説

（1）は適切でない。土地取得のための借入金利子は，損益通算の対象にならない。テキスト

No.1 P102「4. 税制上のメリットと相続税対策としての有効性をアピール（1）税制面での

メリット」参照。

（2）は適切。テキスト No.1 P102「4. 税制上のメリットと相続税対策としての有効性をアピー

ル（1）税制面でのメリット」参照。

（3）は適切。テキスト No.1 P103「4. 税制上のメリットと相続税対策としての有効性をアピー

ル（1）税制面でのメリット」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 27］　制限行為能力者との取引上の留意点について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（ 1）　未成年者が完全に有効な法律行為をするには，原則としてその法定代理人の
同意が必要で，同意を得ないでした行為は，民法の規定で同意を要しないとし
ている行為の他は，法定代理人に限りこれを取り消すことができる。

（ 2）　後見（成年後見人）の制度は，認知症や知的障害，精神障害など精神上の障害
により判断能力を欠く常況にある人を保護する制度であり，成年後見人には広
範な代理権と取消権が付与されている。

（ 3）　保佐（保佐人）の制度は，認知症や知的障害など精神上の障害により，判断能
力が著しく不十分な人を保護の対象とする制度である。ただし，浪費者は対象
から除かれている。

［問 28］　渉外担当者が，社内融資制度を持つ企業に提携ローンを売り込む場合，
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．企業側のメリットとして，以下の点を強調する。①資金負担がない，②最初の
申込受付だけの事務負担で済み，現金支払事務・回収事務など管理事務負担が
なくなる，③従業員の提携ローン利用は，福利厚生に役立つ。

ｂ．融資形態をカードローン方式とした場合には，従業員にとって次のようなメ
リットがあることを説明する。①借越極度の範囲内で，いつでも何回でも，

　　ＪＡ・ＪＦのＡＴＭを利用して簡単に借入れができる，②申込手続きが一度で
済む，③返済方法が多様である（毎月の定額返済のほか，随時返済も自由にで
きる）。

ｃ．推進にあたっては，企業へのトップセールスが重要であり，役席者（支店長等）
の実働を織り込みながら，長期的推進体制を組む必要がある。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 29］　アパート経営の税制上のメリットについて，適切でないものを１つ選び
なさい。

（ 1）　アパート用の土地取得のための借入金の支払利子も，損益通算の対象になる。
（ 2）　アパートの建物の減価償却費は「定額法」である。その他一定の要件を満た

すと，割増償却が認められる。
（ 3）　アパートの取得や建築のための資金は，たとえ自己資金があっても，借入れ

で賄う方が節税効果が大きくなることもある。
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代 位 弁 済

正解（1）	 正解率　19.3％	

解　説

（1）は適切でない。親兄弟は法定代位者ではない。テキスト No.2 P122 ～ 123「6. 親兄弟・

親戚などからの代位弁済・引受け」参照。

（2）は適切。テキスト No.2 P123「6. 親兄弟・親戚などからの代位弁済・引受け」参照。

（3）は適切。テキスト No.2 P122「6. 親兄弟・親戚などからの代位弁済・引受け」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 10）農林中金アカデミー

［問 30］　代位弁済について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　担保提供者や親兄弟など法定代位者から弁済の申し出があったときは，法定

代位者であることを確認の上，弁済金を受領し求償権に充当する。
（ 2）　親戚・知人などのように，ローン借主と人間的なつながりはあるが，当該債

権について法的利害関係のない人たち（第三者）からの弁済が任意代位弁済であ
り，この第三者も借主本人に代わって弁済することができるが，借主本人の承
諾が必要である。

（ 3）　保証人，担保物の第三取得者，後順位担保権者も法定代位者である。

［問 31］　内容証明郵便について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　内容証明は，受取人に到達したかどうかが明らかにされなければ目的が達せ

られないので，同時に「配達証明」とするのが一般的である。
（ 2）　内容証明による督促は時効中断の効果があるので，新たにその時点から時効

が進行する。
（ 3）　債務者は，内容証明に対して回答する義務はない。

［問 32］　カードローンは，それぞれの顧客に対して貸付限度額が決まっているが，
同じ借入者に複数のローンを貸し付ける場合にも，トータルで貸付限度額を
決めている金融機関もある。仮にＪＡの個人向けローンのトータルの貸付限
度額を 1,000万円とした時，ＪＡと取引のあるＡさんの場合，カードローン
の枠をあといくら増やせるか。（ 1）～（ 3）の中から正しいものを１つ選びな
さい。

＜Ａさんの借入状況＞
・カードローンを極度額 100 万円で設定利用中。現在の借入残高 40 万円。
・商品概要上のカードローン上限は 300 万円以内。
　マイカーローン　当初借入　300 万円　　現在の借入残高　250 万円
　教育ローン　　　当初借入　250 万円　　現在の借入残高　220 万円
　多目的ローン　　当初借入　200 万円　　現在の借入残高　180 万円

（ 1）　150 万円
（ 2）　200 万円
（ 3）　250 万円
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内 容 証 明 郵 便

正解（2）	 正解率　71.5％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.2 P105「3. 内容証明郵便の出し方」参照。

（2）は適切でない。内容証明による催告は，時効の完成が猶予されるだけであって，訴訟な

ど法律上の請求をした時のように完全に時効が中断され，新たにその時点から時効が進行

するのではない。テキスト No.2 P107「4. 内容証明の効力と限界」参照。

（3）は適切。テキスト No.2 P106「4. 内容証明の効力と限界」参照。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 10）農林中金アカデミー

［問 30］　代位弁済について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　担保提供者や親兄弟など法定代位者から弁済の申し出があったときは，法定

代位者であることを確認の上，弁済金を受領し求償権に充当する。
（ 2）　親戚・知人などのように，ローン借主と人間的なつながりはあるが，当該債

権について法的利害関係のない人たち（第三者）からの弁済が任意代位弁済であ
り，この第三者も借主本人に代わって弁済することができるが，借主本人の承
諾が必要である。

（ 3）　保証人，担保物の第三取得者，後順位担保権者も法定代位者である。

［問 31］　内容証明郵便について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　内容証明は，受取人に到達したかどうかが明らかにされなければ目的が達せ

られないので，同時に「配達証明」とするのが一般的である。
（ 2）　内容証明による督促は時効中断の効果があるので，新たにその時点から時効

が進行する。
（ 3）　債務者は，内容証明に対して回答する義務はない。

［問 32］　カードローンは，それぞれの顧客に対して貸付限度額が決まっているが，
同じ借入者に複数のローンを貸し付ける場合にも，トータルで貸付限度額を
決めている金融機関もある。仮にＪＡの個人向けローンのトータルの貸付限
度額を 1,000万円とした時，ＪＡと取引のあるＡさんの場合，カードローン
の枠をあといくら増やせるか。（ 1）～（ 3）の中から正しいものを１つ選びな
さい。

＜Ａさんの借入状況＞
・カードローンを極度額 100 万円で設定利用中。現在の借入残高 40 万円。
・商品概要上のカードローン上限は 300 万円以内。
　マイカーローン　当初借入　300 万円　　現在の借入残高　250 万円
　教育ローン　　　当初借入　250 万円　　現在の借入残高　220 万円
　多目的ローン　　当初借入　200 万円　　現在の借入残高　180 万円

（ 1）　150 万円
（ 2）　200 万円
（ 3）　250 万円
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個人向けローンの融資限度額

正解（2）	 正解率　60.4％	

解　説

カードローンは借入残高でなく融資極度額でカウントし，それ以外のローンは借入残高

でカウントする。

1,000 万円−（100 万円＋ 250 万円＋ 220 万円＋ 180 万円）＝ 250 万円

A さんの場合，枠としては 250 万円あるが，JA カードローンの上限は 300 万円なので，

あと200万円が上限となる。テキストNo.2 P35「1.カードローンは重要な商品（5）カードロー

ンの商品概要−②」参照。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 10）農林中金アカデミー

［問 30］　代位弁済について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　担保提供者や親兄弟など法定代位者から弁済の申し出があったときは，法定

代位者であることを確認の上，弁済金を受領し求償権に充当する。
（ 2）　親戚・知人などのように，ローン借主と人間的なつながりはあるが，当該債

権について法的利害関係のない人たち（第三者）からの弁済が任意代位弁済であ
り，この第三者も借主本人に代わって弁済することができるが，借主本人の承
諾が必要である。

（ 3）　保証人，担保物の第三取得者，後順位担保権者も法定代位者である。

［問 31］　内容証明郵便について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　内容証明は，受取人に到達したかどうかが明らかにされなければ目的が達せ

られないので，同時に「配達証明」とするのが一般的である。
（ 2）　内容証明による督促は時効中断の効果があるので，新たにその時点から時効

が進行する。
（ 3）　債務者は，内容証明に対して回答する義務はない。

［問 32］　カードローンは，それぞれの顧客に対して貸付限度額が決まっているが，
同じ借入者に複数のローンを貸し付ける場合にも，トータルで貸付限度額を
決めている金融機関もある。仮にＪＡの個人向けローンのトータルの貸付限
度額を 1,000万円とした時，ＪＡと取引のあるＡさんの場合，カードローン
の枠をあといくら増やせるか。（ 1）～（ 3）の中から正しいものを１つ選びな
さい。

＜Ａさんの借入状況＞
・カードローンを極度額 100 万円で設定利用中。現在の借入残高 40 万円。
・商品概要上のカードローン上限は 300 万円以内。
　マイカーローン　当初借入　300 万円　　現在の借入残高　250 万円
　教育ローン　　　当初借入　250 万円　　現在の借入残高　220 万円
　多目的ローン　　当初借入　200 万円　　現在の借入残高　180 万円

（ 1）　150 万円
（ 2）　200 万円
（ 3）　250 万円
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住宅ローンの金利タイプ・返済方式

正解（2）	 正解率　82.9％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.1 P37「3. 住宅ローンの種類（固定金利型と変動金利型）（2）有利

な金利タイプと近年の傾向−②」参照。

（2）は適切でない。理論上は，金利の低下局面では変動金利型を適用し，金利が上昇し始め

たら固定金利型に変えるのが良いといえる。テキスト No.1 P36 ～ 37「3. 住宅ローンの種

類（固定金利型と変動金利型）（2）有利な金利タイプと近年の傾向−①」参照。

（3）は適切。テキスト No.1 P38「3. 住宅ローンの種類（固定金利型と変動金利型）（3）資金

使途別や返済方法別の区分け−②」参照。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［問 33］　住宅ローンの金利タイプ・返済方式について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（ 1 ）　2020 年度 住宅金融支援機構「住宅ローンの貸出動向調査」によると，2016
年度以降 2019 年度まで，新規貸出に占める変動金利型の割合は毎年度増加し
ている。

（ 2 ）　住宅ローンの金利タイプは，利用者にとっては，金利が低下し始める局面で
は固定金利型を適用し，金利が上昇し始める局面では変動金利型を適用するこ
とが，理論上良いといえる。

（ 3 ）　元金均等返済方式は，返済を始めた当初は金利負担が重くなるという特徴が
ある。

［問 34］　不動産登記簿について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の中か
ら１つ選びなさい。

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

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

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

（ 1 ）　０（なし）
（ 2 ）　１つ
（ 3 ）　２つ
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不 動 産 登 記 簿

正解（3）	 正解率　69.7％	

解　説

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

に記載されている。テキスト No.2 P55「3. 住宅ローン審査のポイント（2）担保物件の検

討−②」参照。

b. は適切。テキスト No.2 P55 ～ 56「3. 住宅ローン審査のポイント（2）担保物件の検討−②」

参照。

c. は適切。テキスト No.2 P56「3. 住宅ローン審査のポイント（2）担保物件の検討−②」参照。

したがって，b，c が適切であるため，（3）が本問の正解である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［問 33］　住宅ローンの金利タイプ・返済方式について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（ 1 ）　2020 年度 住宅金融支援機構「住宅ローンの貸出動向調査」によると，2016
年度以降 2019 年度まで，新規貸出に占める変動金利型の割合は毎年度増加し
ている。

（ 2 ）　住宅ローンの金利タイプは，利用者にとっては，金利が低下し始める局面で
は固定金利型を適用し，金利が上昇し始める局面では変動金利型を適用するこ
とが，理論上良いといえる。

（ 3 ）　元金均等返済方式は，返済を始めた当初は金利負担が重くなるという特徴が
ある。

［問 34］　不動産登記簿について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の中か
ら１つ選びなさい。

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

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

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

（ 1 ）　０（なし）
（ 2 ）　１つ
（ 3 ）　２つ
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公 的 な 土 地 評 価 基 準

正解（3）	 正解率　70.1％	

解　説

公的な土地評価について，固定資産税の課税標準価格を含め，一物四価あることを押さ

えておきたい。テキスト No.2 P131「巻末資料〔付表 1〕土地評価参考資料」参照。

（ 12）農林中金アカデミー

［問 35］　Ａ群に示された公的な土地評価基準の内容をＢ群から選び，その組合せ
として正しいものを，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

＜Ａ群＞
ａ．路線価
ｂ．地価公示価格
ｃ．基準地標準価格

＜Ｂ群＞
イ．相続税や贈与税の税額算定基準になる
ロ．固定資産税の算定基準になる
ハ．公共事業用地を取得する際の算定基準にもなる
ニ．都道府県が不動産鑑定士の評価を参考に，７月１日時点で調査する地価
（ 1）　ａ．＝ロ　ｂ．＝イ　ｃ．＝ハ
（ 2）　ａ．＝ハ　ｂ．＝ニ　ｃ．＝イ
（ 3）　ａ．＝イ　ｂ．＝ハ　ｃ．＝ニ

［問 36］　個人・家計取引のメイン化について，適切なものはいくつあるか。（ 1）
～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．個人・家計メイン先とは，個人および家計と金融機関の間に，「預かる」「支払
う（決済する）」「送る」「借りる」などの機能が集中している取引先をいう。

ｂ．個人ローンの申込み獲得時がメイン化推進のスタートである。顧客から個人
ローンの借入申込みを受けたら，ローン借入相談表や借入申込書の内容を十分
点検する。これらの資料には，取引の多面化に役立つ情報が多く含まれている。

ｃ．カードローンは利幅が大きく，手続きが簡単で気軽に利用できる特性を持ち，
カードの普及と相まって今後の伸びが見込まれる商品である。したがって，個
人・家計取引のメイン化において有力な武器となる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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個人・家計取引のメイン化

正解（3）	 正解率　86.2％	

解　説

a. は適切。テキスト No.1 P56「1. 個人・家計メイン化には個人向けローンが武器になる（1）

個人・家計メイン化とは」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P59「2. 個人・家計メイン化の具体策（1）借入申込を受けた時が勝負」

参照。

c. は適切。テキスト No.1 P57「1. 個人・家計メイン化には個人向けローンが武器になる（1）

個人・家計メイン化とは−②」参照。

したがって，a，b，c すべて適切であるため，（3）が本問の正解である。

（ 12）農林中金アカデミー

［問 35］　Ａ群に示された公的な土地評価基準の内容をＢ群から選び，その組合せ
として正しいものを，（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

＜Ａ群＞
ａ．路線価
ｂ．地価公示価格
ｃ．基準地標準価格

＜Ｂ群＞
イ．相続税や贈与税の税額算定基準になる
ロ．固定資産税の算定基準になる
ハ．公共事業用地を取得する際の算定基準にもなる
ニ．都道府県が不動産鑑定士の評価を参考に，７月１日時点で調査する地価
（ 1）　ａ．＝ロ　ｂ．＝イ　ｃ．＝ハ
（ 2）　ａ．＝ハ　ｂ．＝ニ　ｃ．＝イ
（ 3）　ａ．＝イ　ｂ．＝ハ　ｃ．＝ニ

［問 36］　個人・家計取引のメイン化について，適切なものはいくつあるか。（ 1）
～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．個人・家計メイン先とは，個人および家計と金融機関の間に，「預かる」「支払
う（決済する）」「送る」「借りる」などの機能が集中している取引先をいう。

ｂ．個人ローンの申込み獲得時がメイン化推進のスタートである。顧客から個人
ローンの借入申込みを受けたら，ローン借入相談表や借入申込書の内容を十分
点検する。これらの資料には，取引の多面化に役立つ情報が多く含まれている。

ｃ．カードローンは利幅が大きく，手続きが簡単で気軽に利用できる特性を持ち，
カードの普及と相まって今後の伸びが見込まれる商品である。したがって，個
人・家計取引のメイン化において有力な武器となる。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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住宅関連会社との関係強化

正解（1）	 正解率　93.3％	

解　説

（1）は適切でない。テキスト No.1 P114「2. 具体的な活動手法はこうする（3）住宅関連会社

への説明会の開催」参照。

（2）は適切。テキスト No.1 P113「2. 具体的な活動手法はこうする（1）週 1 回の訪問」参照。

（3）は適切。テキスト No.1 P114「2. 具体的な活動手法はこうする（4）住宅関連会社とのタ

イアップ渉外」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 37］　自店で取引がある住宅関連会社とのパイプ作りのために，ローン推進担
当者が当該会社に対して直接行うべき営業活動として，適切でないものを

　　　１つ選びなさい。
（ 1）　住宅関連会社に住宅ローン説明会を行うにあたって，新しい住宅ローン商品

が発売されたり，ローン金利が改訂されたタイミングを，適切なタイミングと
とらえる必要はない。

（ 2）　ローン推進担当者が，情報収集のため住宅関連会社に週１回程度訪問する。
（ 3）　住宅関連会社が発掘した見込客について，住宅関連会社とのタイアップ渉外

を行う。

［問 38］　住宅ローンの借主が死亡した場合の対応として，適切なものはいくつあ
るか。（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．団体信用生命共済（保険）に対し，借主の債務額について，保険金の請求を行う。
ｂ．借主の死亡原因が，契約後１年以内の自殺だったり，当初に申告する健康状態
の告知事項に虚偽の記載（不実記入）があった場合には，保険金の支払いは受け
られなくなる。

ｃ．もし，団体信用生命共済（保険）が無効とされた場合でも，保証機関の保証は免
責とならない。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 39］　住宅金融支援機構のフラット 35について，適切でないものを１つ選びな
さい。

（ 1）　フラット 35 は，住宅金融支援機構が買取りを行う条件を備えた，民間金融
機関の長期固定金利の住宅ローンであり，長期の資金を調達する手段がない金
融機関にとって，金利リスクを回避できるというメリットがある。

（ 2）　フラット 35 は，本人または親族が住むための新築住宅の建設・購入資金に
利用でき，中古住宅や投資用住宅の購入に利用することはできない。

（ 3）　フラット 35 Ｓは，フラット 35 の基準よりもさらに省エネルギー性，耐震性
に優れた住宅を取得する場合に，フラット 35 の借入金利を一定期間引き下げ
る制度である。
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住宅ローン借主の死亡

正解（2）	 正解率　62.8％	

解　説

a. は適切である。金融機関は自己の負担で団信に加入しているので，借主死亡の場合には保

険金を受け取り，ローンの回収を図ることになる。テキスト No.2 P59「3. 住宅ローン審査

のポイント（3）団体信用生命共済（保険）の付保−⑤」，P115「1. 債務者の死亡と相続の

とき」参照。

b. は適切である。契約後 1 年以内の自殺や不実記入があった場合には，保険金の支払いは

受けられない。テキスト No.2 P115「1. 債務者の死亡と相続のとき」参照。
c. は適切でない。保証機関と金融機関との保証委託契約の内容により，保証機関の 保証

は免責となる場合もある。テキスト No.2 P116「1. 債務者の死亡と相続のとき」参照。

したがって，a，b が適切であるため，（2）が本問の正解である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 37］　自店で取引がある住宅関連会社とのパイプ作りのために，ローン推進担
当者が当該会社に対して直接行うべき営業活動として，適切でないものを

　　　１つ選びなさい。
（ 1）　住宅関連会社に住宅ローン説明会を行うにあたって，新しい住宅ローン商品

が発売されたり，ローン金利が改訂されたタイミングを，適切なタイミングと
とらえる必要はない。

（ 2）　ローン推進担当者が，情報収集のため住宅関連会社に週１回程度訪問する。
（ 3）　住宅関連会社が発掘した見込客について，住宅関連会社とのタイアップ渉外

を行う。

［問 38］　住宅ローンの借主が死亡した場合の対応として，適切なものはいくつあ
るか。（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．団体信用生命共済（保険）に対し，借主の債務額について，保険金の請求を行う。
ｂ．借主の死亡原因が，契約後１年以内の自殺だったり，当初に申告する健康状態
の告知事項に虚偽の記載（不実記入）があった場合には，保険金の支払いは受け
られなくなる。

ｃ．もし，団体信用生命共済（保険）が無効とされた場合でも，保証機関の保証は免
責とならない。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 39］　住宅金融支援機構のフラット 35について，適切でないものを１つ選びな
さい。

（ 1）　フラット 35 は，住宅金融支援機構が買取りを行う条件を備えた，民間金融
機関の長期固定金利の住宅ローンであり，長期の資金を調達する手段がない金
融機関にとって，金利リスクを回避できるというメリットがある。

（ 2）　フラット 35 は，本人または親族が住むための新築住宅の建設・購入資金に
利用でき，中古住宅や投資用住宅の購入に利用することはできない。

（ 3）　フラット 35 Ｓは，フラット 35 の基準よりもさらに省エネルギー性，耐震性
に優れた住宅を取得する場合に，フラット 35 の借入金利を一定期間引き下げ
る制度である。
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フ ラ ッ ト 3 5

正解（2）	 正解率　81.9％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.1 P104「1. 住宅金融支援機構のフラット 35」参照。

（2）は適切でない。投資用住宅の購入には利用できないが，中古住宅の購入は認められている。

テキスト No.1 P106「1. 住宅金融支援機構のフラット 35（2）利用条件」参照。

（3）は適切。テキスト No.1 P107「1. 住宅金融支援機構のフラット 35（3）メリット」参照。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 37］　自店で取引がある住宅関連会社とのパイプ作りのために，ローン推進担
当者が当該会社に対して直接行うべき営業活動として，適切でないものを

　　　１つ選びなさい。
（ 1）　住宅関連会社に住宅ローン説明会を行うにあたって，新しい住宅ローン商品

が発売されたり，ローン金利が改訂されたタイミングを，適切なタイミングと
とらえる必要はない。

（ 2）　ローン推進担当者が，情報収集のため住宅関連会社に週１回程度訪問する。
（ 3）　住宅関連会社が発掘した見込客について，住宅関連会社とのタイアップ渉外

を行う。

［問 38］　住宅ローンの借主が死亡した場合の対応として，適切なものはいくつあ
るか。（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．団体信用生命共済（保険）に対し，借主の債務額について，保険金の請求を行う。
ｂ．借主の死亡原因が，契約後１年以内の自殺だったり，当初に申告する健康状態
の告知事項に虚偽の記載（不実記入）があった場合には，保険金の支払いは受け
られなくなる。

ｃ．もし，団体信用生命共済（保険）が無効とされた場合でも，保証機関の保証は免
責とならない。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 39］　住宅金融支援機構のフラット 35について，適切でないものを１つ選びな
さい。

（ 1）　フラット 35 は，住宅金融支援機構が買取りを行う条件を備えた，民間金融
機関の長期固定金利の住宅ローンであり，長期の資金を調達する手段がない金
融機関にとって，金利リスクを回避できるというメリットがある。

（ 2）　フラット 35 は，本人または親族が住むための新築住宅の建設・購入資金に
利用でき，中古住宅や投資用住宅の購入に利用することはできない。

（ 3）　フラット 35 Ｓは，フラット 35 の基準よりもさらに省エネルギー性，耐震性
に優れた住宅を取得する場合に，フラット 35 の借入金利を一定期間引き下げ
る制度である。
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カードローン・多目的ローン・フリーローン

正解（2）	 正解率　65.2％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.2　P24「2. フリーローンとカードローンの違いを知る」，P30「1. カー

ドローンは重要な商品（2）お客様のメリット ― 高い利便性と緊急性−①」参照。

（2）は適切でない。多目的ローンは資金使途証明の提出が必要だが，フリーローンは必要ない。

テキスト No.2　P21 ～ 22「1. 資金使途を限定しないローン（3）商品の概要−②」

（3）は適切。テキスト No.2　P21 ～ 22「1. 資金使途を限定しないローン（3）商品の概要−②」

参照。

したがって，（2）が本問の正解である

（ 14）農林中金アカデミー

［問 40］　ＪＡカードローン，ＪＡ多目的ローン，ＪＡフリーローンについて，適
切でないものを１つ選びなさい。

（ 1）　ＪＡカードローンは，あらかじめ決められた融資限度の範囲内で，いつでも
自由に反復して借入れができるが，ＪＡ多目的ローン，ＪＡフリーローンは都
度，審査を受ける必要がある。

（ 2）　ＪＡ多目的ローンは資金使途証明の提出は不要だが，ＪＡフリーローンは資
金使途証明の提出が必要である。

（ 3）　ＪＡ多目的ローンは事業資金には利用できないが，ＪＡフリーローンは事業
資金にも利用できる。

［問 41］　住宅ローンの市場環境について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～
（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．住宅金融支援機構が 2020 年 12 月に発表した「住宅ローンの貸出動向調査」に
よれば，民間金融機関の住宅ローンの取組み姿勢は，新規については現状・今
後とも「積極的」が最も多いもののやや減少し，「自然体（現状維持）」の割合
が若干増加している

ｂ．住宅金融支援機構のフラット 35 の利用者の中で最も多いのは，新築建売住宅，
次いで新築マンション，新築注文住宅の順になっている。

ｃ．住宅金融支援機構のデータによれば，ＪＡの住宅ローン貸出は，2002 年 3 月
末の約７兆円からこの 18 年間に約６兆円増え，2020 年には約 13 兆円となっ
ている。この間，ＪＡのシェアは 3.8％から 6.5％に上昇した。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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住宅ローンの市場環境

正解（2）	 正解率　41.3％	

解　説

a. は適切。テキスト No.1 P33「1. 他業態をも含めた競争が激化している住宅ローン市場（2）

それでも魅力がある住宅ローン」参照。

b. は適切でない。新築注文住宅，新築建売住宅，マンションの順になっている。テキスト

No.1 P83「2. 新規推進は団地，アパート居住者に的を絞る」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P32「1. 他業態をも含めた競争が激化している住宅ローン市場（1）

住宅ローン貸出残高の推移 図表 2-2」参照。

したがって，a，c が適切であるため，（2）が本問の正解である。
（ 14）農林中金アカデミー

［問 40］　ＪＡカードローン，ＪＡ多目的ローン，ＪＡフリーローンについて，適
切でないものを１つ選びなさい。

（ 1）　ＪＡカードローンは，あらかじめ決められた融資限度の範囲内で，いつでも
自由に反復して借入れができるが，ＪＡ多目的ローン，ＪＡフリーローンは都
度，審査を受ける必要がある。

（ 2）　ＪＡ多目的ローンは資金使途証明の提出は不要だが，ＪＡフリーローンは資
金使途証明の提出が必要である。

（ 3）　ＪＡ多目的ローンは事業資金には利用できないが，ＪＡフリーローンは事業
資金にも利用できる。

［問 41］　住宅ローンの市場環境について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～
（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．住宅金融支援機構が 2020 年 12 月に発表した「住宅ローンの貸出動向調査」に
よれば，民間金融機関の住宅ローンの取組み姿勢は，新規については現状・今
後とも「積極的」が最も多いもののやや減少し，「自然体（現状維持）」の割合
が若干増加している

ｂ．住宅金融支援機構のフラット 35 の利用者の中で最も多いのは，新築建売住宅，
次いで新築マンション，新築注文住宅の順になっている。

ｃ．住宅金融支援機構のデータによれば，ＪＡの住宅ローン貸出は，2002 年 3 月
末の約７兆円からこの 18 年間に約６兆円増え，2020 年には約 13 兆円となっ
ている。この間，ＪＡのシェアは 3.8％から 6.5％に上昇した。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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延滞発生時の初期対応

正解（2）	 正解率　46.3％	

解　説

a. は適切でない。3 日以内が，長くも短くもない日数である。これを前提として会話をリー

ドしていくと，延滞の本当の理由も分かってくる。テキスト No.2 P95「1. 延滞督促とその

際の注意点（2）勤務先への電話は必ず本人に」参照。

b. は適切。テキスト No.2 P95「1. 延滞督促とその際の注意点（2）勤務先への電話は必ず本人に」

参照。

c. は適切。テキスト No.2 P97「1. 延滞督促とその際の注意点（3）文書による督促は慎重に

言葉を選ぶ」参照。

したがって，b，c が適切であるため，（2）が本問の正解である。

（ 15） 農林中金アカデミー

［問 42］　ローンの貸出先に延滞が発生したときの対応として，適切なものはいく
つあるか。（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．延滞が生じた借主に，いつ弁済できるかを問うのではなく，例えば１カ月以内
に当月分を支払えるかどうかを問い，具体的に話を詰めていくことも大切であ
る。

ｂ．弁済を怠ることによる不利益，例えば個人信用情報センターに登録されると銀
行等ばかりでなく，信販会社による割賦品の購入やクレジットカードの利用な
どがすべてできなくなることを告げる方が，繰り返し弁済を依頼するよりも効
果的である。

ｃ．文書による督促を行う場合は，返済約定を安易に考えている人には，約定を守
らないことは重大な契約違反であり，自己の社会的名誉や地位にも影響を及ぼ
すことを教える必要がある。名誉心，自尊心，功利的な気持ちを刺激し，他に
優先して弁済させるように仕向ける文書とする。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 43］　住宅ローンの販売，商品概要について，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．総務省統計局が５年に一度行っている「住宅・土地統計調査」によると，わが
国の 2018 年の住宅総数は 6,240 万戸（ 2013 年比 177 万戸増）で，住宅全体に持
ち家が占める「持ち家比率」は 61.2％（ 2013 年比マイナス 0.5％）と，高水準な
がらほぼ横ばいの状態である。これは，わが国の住宅建設は，量から質の時代
を迎えたと言われるゆえんである。

ｂ．住宅ローンの新規推進のターゲットは，団地，アパート居住の 35～45 歳の人
である。これらの人たちは，社会的にも中間管理職の地位にある人が多く，お
おむね子育てファミリーであるため，効率よく推進できる可能性が高い。

ｃ．今後の金利情勢の変化によって，顧客の返済負担が増える可能性が想定される
固定金利型の仕組みについては，説明に際し特に注意が必要である。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

−42−

ローン推進



住宅ローンの販売，商品概要

正解（2）	 正解率　60.6％	

解　説

a. は適切。テキスト No.1 P80「1. 住宅購入時は自己資金 2 割，残りの 8 割は借入れ（1）多

様化するニーズを把握する」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P83「2. 新規推進は団地，アパートの居住者に的を絞る」参照。

c. は適切でない。今後の金利情勢の変化によって，顧客の返済負担が増える可能性が想定さ

れるのは，「変動金利型」の住宅ローンである。テキスト No.1 P85「4. 注意すべき説明事項」

参照。

したがって，a.b が適切であるため，（2）が本問の正解である。

（ 15） 農林中金アカデミー

［問 42］　ローンの貸出先に延滞が発生したときの対応として，適切なものはいく
つあるか。（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．延滞が生じた借主に，いつ弁済できるかを問うのではなく，例えば１カ月以内
に当月分を支払えるかどうかを問い，具体的に話を詰めていくことも大切であ
る。

ｂ．弁済を怠ることによる不利益，例えば個人信用情報センターに登録されると銀
行等ばかりでなく，信販会社による割賦品の購入やクレジットカードの利用な
どがすべてできなくなることを告げる方が，繰り返し弁済を依頼するよりも効
果的である。

ｃ．文書による督促を行う場合は，返済約定を安易に考えている人には，約定を守
らないことは重大な契約違反であり，自己の社会的名誉や地位にも影響を及ぼ
すことを教える必要がある。名誉心，自尊心，功利的な気持ちを刺激し，他に
優先して弁済させるように仕向ける文書とする。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ

［問 43］　住宅ローンの販売，商品概要について，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．総務省統計局が５年に一度行っている「住宅・土地統計調査」によると，わが
国の 2018 年の住宅総数は 6,240 万戸（ 2013 年比 177 万戸増）で，住宅全体に持
ち家が占める「持ち家比率」は 61.2％（ 2013 年比マイナス 0.5％）と，高水準な
がらほぼ横ばいの状態である。これは，わが国の住宅建設は，量から質の時代
を迎えたと言われるゆえんである。

ｂ．住宅ローンの新規推進のターゲットは，団地，アパート居住の 35～45 歳の人
である。これらの人たちは，社会的にも中間管理職の地位にある人が多く，お
おむね子育てファミリーであるため，効率よく推進できる可能性が高い。

ｃ．今後の金利情勢の変化によって，顧客の返済負担が増える可能性が想定される
固定金利型の仕組みについては，説明に際し特に注意が必要である。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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住 宅 ロ ー ン の 審 査

正解（1）	 正解率　21.1％	

解　説

a. は適切でない。土地とその上の建物は 80％以内，マンションは 75％以内，借地上の建物

は 65％以内，国債は 90％以内とする例が多い。テキスト No.2 P53「3. 住宅ローン審査の

ポイント（2）担保物件の検討−①」参照。

b. は適切でない。ボーナス返済額は総借入額の 50％以内とするのが通常である。テキスト

No.2 P52「3. 住宅ローン審査のポイント（1）返済が可能か−⑤」参照。

c. は適切でない。自己資金が物件購入価格の 20 ～ 30％あり，残りの 70 ～ 80％を住宅ロー

ンで調達するのが一般的である。テキスト No.2 P53「3. 住宅ローン審査のポイント（2）

担保物件の検討−①」参照。

したがって，a，b，c すべて適切でないため，（1）が本問の正解である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 44］　住宅ローンの審査に関連して，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．担保掛目については，土地とその上の建物は 70％以内，マンションは 65％以内，
借地上の建物は 55％以内，国債は 60％以内とする例が多い。

ｂ．ボーナス返済の併用を認める場合は，ボーナス返済額は総借入額の 80％以内
とするのが通常である。

ｃ．新規に住宅ローンを利用する場合，自己資金が物件購入価格の 10～20％あり，
残りの 80～90％を住宅ローンで調達するのが一般的である。

（ 1）　０（なし）
（ 2）　１つ
（ 3）　２つ

［問 45］　住宅関連税制について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　相続時精算課税選択の特例を利用することで，父母又は祖父母は 2,000 万円

まで贈与税なしで贈与することができる。
（ 2）　夫婦間贈与の特例とは，婚姻期間が 20 年以上ある配偶者から居住用不動産

の贈与を受けた場合の贈与税については，基礎控除 110 万円のほか，最高 2,000
万円の控除が認められる。

（ 3）　住宅借入金等特別控除の主な適用要件は，①住宅取得後６ヵ月以内に居住
し，その後引続き居住していること，②控除を受けようとする年の所得金額が，
3,000 万円以下であること，③床面積が 50 ㎡以上であり，床面積の２分の１以
上が居住用であること，④一定の借入金または債務があり，返済期間が 10 年
以上で，分割して返済することである。

［問 46］　ローンの借換えについて，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の中
から１つ選びなさい。

ａ．住宅ローンの借換え時には，貯金通帳の出入りを見ることにより，顧客の返済
ぶりをチェックできるので，与信リスクを排除しやすいという利点がある。

ｂ．住宅ローン以外の狭義の個人ローンでは，融資金額も小さく，返済期間もそれ
ほど長くはないので，借換えによる金利負担の軽減にはつながりにくい。しか
し，取引一本化により全体として月々の返済負担が軽減できる場合は，顧客に
とっても目に見えやすいメリットになる。

ｃ．住宅ローンの借換えは，ＪＡ・ＪＦにとって，比較的短期間に長期貸出を伸ば
すことができるというメリットがある。

ｄ．担保割れしている場合は，ただちに検討を中止する。
（ 1）　２つ
（ 2）　３つ
（ 3）　４つ
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住 宅 関 連 税 制

正解（1）	 正解率　59.6％	

解　説

（1）は適切でない。相続時精算課税選択の特例を利用することで，2,500 万円まで贈与税な

しで贈与することができる。テキスト No.1 P131 ～ 132「1. 相続時精算課税選択の特例」

参照。

（2）は適切。テキスト No.1 P134　「3. 夫婦贈与の特例」参照。

（3）は適切。P134 ～ 135「4. 住宅借入金等特別控除」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 44］　住宅ローンの審査に関連して，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．担保掛目については，土地とその上の建物は 70％以内，マンションは 65％以内，
借地上の建物は 55％以内，国債は 60％以内とする例が多い。

ｂ．ボーナス返済の併用を認める場合は，ボーナス返済額は総借入額の 80％以内
とするのが通常である。

ｃ．新規に住宅ローンを利用する場合，自己資金が物件購入価格の 10～20％あり，
残りの 80～90％を住宅ローンで調達するのが一般的である。

（ 1）　０（なし）
（ 2）　１つ
（ 3）　２つ

［問 45］　住宅関連税制について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　相続時精算課税選択の特例を利用することで，父母又は祖父母は 2,000 万円

まで贈与税なしで贈与することができる。
（ 2）　夫婦間贈与の特例とは，婚姻期間が 20 年以上ある配偶者から居住用不動産

の贈与を受けた場合の贈与税については，基礎控除 110 万円のほか，最高 2,000
万円の控除が認められる。

（ 3）　住宅借入金等特別控除の主な適用要件は，①住宅取得後６ヵ月以内に居住
し，その後引続き居住していること，②控除を受けようとする年の所得金額が，
3,000 万円以下であること，③床面積が 50 ㎡以上であり，床面積の２分の１以
上が居住用であること，④一定の借入金または債務があり，返済期間が 10 年
以上で，分割して返済することである。

［問 46］　ローンの借換えについて，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の中
から１つ選びなさい。

ａ．住宅ローンの借換え時には，貯金通帳の出入りを見ることにより，顧客の返済
ぶりをチェックできるので，与信リスクを排除しやすいという利点がある。

ｂ．住宅ローン以外の狭義の個人ローンでは，融資金額も小さく，返済期間もそれ
ほど長くはないので，借換えによる金利負担の軽減にはつながりにくい。しか
し，取引一本化により全体として月々の返済負担が軽減できる場合は，顧客に
とっても目に見えやすいメリットになる。

ｃ．住宅ローンの借換えは，ＪＡ・ＪＦにとって，比較的短期間に長期貸出を伸ば
すことができるというメリットがある。

ｄ．担保割れしている場合は，ただちに検討を中止する。
（ 1）　２つ
（ 2）　３つ
（ 3）　４つ
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ロ ー ン の 借 換 え

正解（2）	 正解率　70.7％	

解　説

a. は適切。テキスト No.1 P75「1. 借換えが最大の推進策である理由」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P76「1. 借換えが最大の推進策である理由」参照。

c. は適切。テキスト No.1 P75「1. 借換えが最大の推進策である理由」参照。

d. は適切でない。担保割れしていても，条件を満たすときは借換えローンの適用を検討する。

テキスト No.1 P76「2. 推進の準備はこうする（2）借換え推進のポイント」参照。

したがって，a，b，c が適切であるため，（2）が本問の正解である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 44］　住宅ローンの審査に関連して，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．担保掛目については，土地とその上の建物は 70％以内，マンションは 65％以内，
借地上の建物は 55％以内，国債は 60％以内とする例が多い。

ｂ．ボーナス返済の併用を認める場合は，ボーナス返済額は総借入額の 80％以内
とするのが通常である。

ｃ．新規に住宅ローンを利用する場合，自己資金が物件購入価格の 10～20％あり，
残りの 80～90％を住宅ローンで調達するのが一般的である。

（ 1）　０（なし）
（ 2）　１つ
（ 3）　２つ

［問 45］　住宅関連税制について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　相続時精算課税選択の特例を利用することで，父母又は祖父母は 2,000 万円

まで贈与税なしで贈与することができる。
（ 2）　夫婦間贈与の特例とは，婚姻期間が 20 年以上ある配偶者から居住用不動産

の贈与を受けた場合の贈与税については，基礎控除 110 万円のほか，最高 2,000
万円の控除が認められる。

（ 3）　住宅借入金等特別控除の主な適用要件は，①住宅取得後６ヵ月以内に居住
し，その後引続き居住していること，②控除を受けようとする年の所得金額が，
3,000 万円以下であること，③床面積が 50 ㎡以上であり，床面積の２分の１以
上が居住用であること，④一定の借入金または債務があり，返済期間が 10 年
以上で，分割して返済することである。

［問 46］　ローンの借換えについて，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の中
から１つ選びなさい。

ａ．住宅ローンの借換え時には，貯金通帳の出入りを見ることにより，顧客の返済
ぶりをチェックできるので，与信リスクを排除しやすいという利点がある。

ｂ．住宅ローン以外の狭義の個人ローンでは，融資金額も小さく，返済期間もそれ
ほど長くはないので，借換えによる金利負担の軽減にはつながりにくい。しか
し，取引一本化により全体として月々の返済負担が軽減できる場合は，顧客に
とっても目に見えやすいメリットになる。

ｃ．住宅ローンの借換えは，ＪＡ・ＪＦにとって，比較的短期間に長期貸出を伸ば
すことができるというメリットがある。

ｄ．担保割れしている場合は，ただちに検討を中止する。
（ 1）　２つ
（ 2）　３つ
（ 3）　４つ
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ローン審査のチェックポイント

正解（3）	 正解率　51.0％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.2 P71「4. 事前審査と適否のポイント」参照。

（2）は適切。テキスト No.2 P71「4. 事前審査と適否のポイント」参照。

（3）は適切でない。住宅ローンや他からの借入れを含め，月の返済額が収入の 20％程度であ

ることがポイントである。テキスト No.2 P72「4. 事前審査と適否のポイント（2）個人ロー

ン審査の適否のポイント」参照。

したがって，（3）が本問の正解である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［問 47］　個人ローンの審査について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　個人ローンの審査の項目とその確認資料について，多くの金融機関では，顧

客の利便性を考え，確認書類を揃えなくてもネットで事前審査が受けられるよ
うになっている。

（ 2）　事前審査が通ると，事前審査の申請どおりの正式申込みであれば，正式な審
査もほぼ間違いなく通る。

（ 3）　各種の個人向け無担保ローンの審査に共通している事項として，住宅ローン
や他からの借入れを含め，月の返済額が収入の 50％程度であることが挙げら
れる。

［問 48］　ＪＡ・ＪＦマイカーローンとディーラーの提携ローン，それぞれのメリッ
トについて，一般的に適切でないものを１つ選びなさい。

（ 1）　ＪＡ・ＪＦマイカーローンは，運転免許取得資金も借りられる。
（ 2）　ＪＡ・ＪＦマイカーローンは，車が担保となるので審査が簡単である。
（ 3）　ＪＡ・ＪＦマイカーローンは，ディーラーローンに比べて低金利である。

［問 49］　住宅ローンの他金融機関への借換えへの対応として，適切なものはいく
つあるか。（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．現在のＪＡ・ＪＦの住宅ローン金利よりも，他金融機関の金利の方が安く，借
り換えた方が返済負担が軽くなる場合は注意が必要である。

ｂ．顧客から残高証明の発行依頼があったときは，借換えの前触れと考えてよい。
ｃ．借換えを行う場合には，抵当権を設定し直す費用や，保証料・保険料などの新
たな負担が生じない。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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マイカーローンとディーラーローン

正解（2）	 正解率　92.3％	

解　説

（1）は適切。テキスト No.2 P9「3. ディーラーローンと比較した長所を売る」参照。

（2）は適切でない。JA・JF マイカーローンではなく，ディーラーの提携ローンは車が担保

になるので，審査が簡単である。テキスト No.2 P9「3. ディーラーローンと比較した長所

を売る」参照。

（3）は適切。テキスト No.2 P9「3. ディーラーローンと比較した長所を売る」参照。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［問 47］　個人ローンの審査について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　個人ローンの審査の項目とその確認資料について，多くの金融機関では，顧

客の利便性を考え，確認書類を揃えなくてもネットで事前審査が受けられるよ
うになっている。

（ 2）　事前審査が通ると，事前審査の申請どおりの正式申込みであれば，正式な審
査もほぼ間違いなく通る。

（ 3）　各種の個人向け無担保ローンの審査に共通している事項として，住宅ローン
や他からの借入れを含め，月の返済額が収入の 50％程度であることが挙げら
れる。

［問 48］　ＪＡ・ＪＦマイカーローンとディーラーの提携ローン，それぞれのメリッ
トについて，一般的に適切でないものを１つ選びなさい。

（ 1）　ＪＡ・ＪＦマイカーローンは，運転免許取得資金も借りられる。
（ 2）　ＪＡ・ＪＦマイカーローンは，車が担保となるので審査が簡単である。
（ 3）　ＪＡ・ＪＦマイカーローンは，ディーラーローンに比べて低金利である。

［問 49］　住宅ローンの他金融機関への借換えへの対応として，適切なものはいく
つあるか。（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．現在のＪＡ・ＪＦの住宅ローン金利よりも，他金融機関の金利の方が安く，借
り換えた方が返済負担が軽くなる場合は注意が必要である。

ｂ．顧客から残高証明の発行依頼があったときは，借換えの前触れと考えてよい。
ｃ．借換えを行う場合には，抵当権を設定し直す費用や，保証料・保険料などの新
たな負担が生じない。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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住宅ローンの借換えへの対応

正解（2）	 正解率　76.2％	

解　説

a. は適切。テキスト No.1 P63「4. 他金融機関への借換え防止策（1）なぜローンの借換えが

起こるのか」参照。

b. は適切。テキスト No.1 P65「4. 他金融機関への借換え防止策（3）対応策」参照。

c. は適切でない。借換えを行う場合には，抵当権を設定し直す費用や，保証料・保険料など

の新たな負担が生じる。テキスト No.1 P64「4. 他金融機関への借換え防止策（2）「借換え」

に注意が必要な状態とは−②」参照。

したがって，a，b が適切であるため，（2）が本問の正解である。
（ 17） 農林中金アカデミー

［問 47］　個人ローンの審査について，適切でないものを１つ選びなさい。
（ 1）　個人ローンの審査の項目とその確認資料について，多くの金融機関では，顧

客の利便性を考え，確認書類を揃えなくてもネットで事前審査が受けられるよ
うになっている。

（ 2）　事前審査が通ると，事前審査の申請どおりの正式申込みであれば，正式な審
査もほぼ間違いなく通る。

（ 3）　各種の個人向け無担保ローンの審査に共通している事項として，住宅ローン
や他からの借入れを含め，月の返済額が収入の 50％程度であることが挙げら
れる。

［問 48］　ＪＡ・ＪＦマイカーローンとディーラーの提携ローン，それぞれのメリッ
トについて，一般的に適切でないものを１つ選びなさい。

（ 1）　ＪＡ・ＪＦマイカーローンは，運転免許取得資金も借りられる。
（ 2）　ＪＡ・ＪＦマイカーローンは，車が担保となるので審査が簡単である。
（ 3）　ＪＡ・ＪＦマイカーローンは，ディーラーローンに比べて低金利である。

［問 49］　住宅ローンの他金融機関への借換えへの対応として，適切なものはいく
つあるか。（ 1）～（ 3）の中から１つ選びなさい。

ａ．現在のＪＡ・ＪＦの住宅ローン金利よりも，他金融機関の金利の方が安く，借
り換えた方が返済負担が軽くなる場合は注意が必要である。

ｂ．顧客から残高証明の発行依頼があったときは，借換えの前触れと考えてよい。
ｃ．借換えを行う場合には，抵当権を設定し直す費用や，保証料・保険料などの新
たな負担が生じない。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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延滞発生時の対応のポイントと対策

正解（2）	 正解率　54.3％	

解　説

a. は適切。テキスト No.2 P89「2. 不良化の兆候を見逃がすな（1）前夜作業での引落し不能

は要注意」参照。

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

No.2 P107「4. 内容証明の効力と限界」参照。

c. は適切。テキスト No.2 P90「2. 不良化の兆候を見逃がすな（2）2 回連続引落し不能は訪問

が必要」参照。

したがって，a，c が適切であるため，（2）が本問の正解である。

（ 18）農林中金アカデミー

［問 50］　ローンの延滞について，適切なものはいくつあるか。（ 1）～（ 3）の中か
ら１つ選びなさい。

ａ．ローンや公共料金の引落し作業は引落日前日の夜間に行われるが，この作業で
引落し不能になった先は，不良化の兆候として見過ごしてはならない。

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

ｃ．公共料金の支払いは，家計の中でも優先順位は高いはずなので，これが２回連
続，前夜引落しで不能になるのは，よほどずぼらな人か家計に破綻をきたして
いる人と考えられる。このような先には，電話での連絡だけでなく，訪問によ
り延滞管理を行う。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解

問１ ２ 問11 ２ 問21 ３ 問31 ２ 問41 ２

問２ ２ 問12 １ 問22 ３ 問32 ２ 問42 ２

問３ １ 問13 １ 問23 ３ 問33 ２ 問43 ２

問４ ３ 問14 ３ 問24 ３ 問34 ３ 問44 １

問５ １ 問15 ３ 問25 ２ 問35 ３ 問45 １

問６ １ 問16 １ 問26 ３ 問36 ３ 問46 ２

問７ ２ 問17 ３ 問27 １ 問37 １ 問47 ３

問８ ３ 問18 ２ 問28 ３ 問38 ２ 問48 ２

問９ ３ 問19 ３ 問29 １ 問39 ２ 問49 ２

問10 ３ 問20 ３ 問30 １ 問40 ２ 問50 ２
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正解一覧表




