


（ 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］　守秘義務について「必要最小限の範囲で取引先の内容を知らせてもよいと
される場合」を述べたものである。適切でないものを１つ選びなさい。

（１）　法令に基づき質問や調査を受けた時で，国税徴収法に基づく税務調査等が
あった場合。

（２）　お客さまの自宅に電話をした際に，本人以外の同居家族の承諾を得た場合。
（３）　金融機関相互間の信用照会や情報交換など，ＪＡ・ＪＦの業務上で必要な場

合。

［問２］　約束手形の手形要件と裏書についての説明として，適切でないものを１つ
選びなさい。

（１）　約束手形金額を所定欄に記入する際に金額を誤記した時は，振出人の届出印
で訂正をする。

（２）　支払期日は，約束手形が支払われる日である。その記入方法には，一覧払い，
一覧後定期払い，日付後定期払い，確定日払いの４通りが定められている。

（３）　約束手形の裏書とは，その約束手形の金額を受け取る権利の移転を意味する。
裏書は手形法が認めた譲渡の方法である。

［問３］　線引小切手についての説明として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　小切手の表面に平行線を引いた小切手を線引小切手という。平行線の間に
「銀行渡り」「銀行」「Bank」と記入されたものも同じである。

（２）　線引小切手にしておくと，線引小切手の支払人である金融機関は，自己の取
引先か他の金融機関にしか支払いができない。また，受け入れ先についても自
己の取引先か他の金融機関に限定される。

（３）　平行線の中に特定の金融機関名が記入されたものを，特定線引小切手という。
一般線引小切手を特定線引小切手に変更することはできない。

窓口テラー
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［問４］　貯金保険制度の説明として，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度は，金融機関が万一経営破綻した場合に，全金融機関が加入し

ている預金保険機構が預貯金者に一定額の保険金の支払いを約束し，預貯金者
を保護する制度である。同制度にはＪＡ・ＪＦも加入している。

（２）　「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という３要件を満た
す決済用貯金は，全額保護の対象となる。

（３）　保険金の支払額は，ＪＡ・ＪＦごとに貯金者１人あたり元本 1,000 万円およ
びその元本にかかる利息等で，対象は個人のみである。

［問５］　窓口担当者の心構えについて，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．ＪＡ・ＪＦの収益は，お客さまから集めた資金を運用することで得られる利息
収入や，各種手数料から成り立っている。事務については合理化・省力化すべ
き点を考え，日々の業務にあたってはコスト・収益意識を持って取り組むこと
が必要である。

ｂ．ＪＡ・ＪＦの取扱商品やサービス内容・事務知識は基本である。お客さまの質
問に正確に答えられること，何でも相談される担当者となること，経済の動き
に関心を持ち，世間一般の話題やニュースに通じていることといった，幅広い
知識を習得することが必要である。

ｃ．コンプライアンスとは「法令等遵守」と訳される。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て厳正に遵守することを
いう。ＪＡ・ＪＦの経営方針，計数，通達等についてはディスクロージャー資
料としてお客さまに開示しているものを除き，外部に漏らしてはならない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［問６］　支払期日が 20××年 11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（土曜日，日曜日，祝日を休日とする）。

11 月

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３
（祝日） ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23
（祝日） 24 25 26 27

28 29 30

（１）　11 月 25 日，26 日，27 日
（２）　11 月 25 日，26 日，29 日
（３）　11 月 26 日，29 日，30 日

［問７］　振出日が 20××年９月 15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（土曜日，日曜日，祝日を休日とする）。

９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
（祝日） 21 22 23

（祝日） 24 25

26 27 28 29 30

（１）　９月 16 日～27 日
（２）　９月 16 日～25 日
（３）　９月 15 日～24 日
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［問８］　預貯金者保護法の説明として，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．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
正払い出し等の被害を受けた預貯金者の保護にある。

ｂ．保護対象は個人の預貯金者であり，法人は含まれない。保護義務があるのは預
貯金受入金融機関である。

ｃ．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。

ｄ．補償対象期間は，金融機関に盗難の通知がなされた日から遡って 30 日以内の
被害額を，原則として金融機関が負担する。

（１）　２つ
（２）　３つ
（３）　４つ

［問９］　非課税貯蓄制度について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　障がい者等の少額貯蓄非課税制度は，身体障害者手帳等の交付を受けている

者，遺族基礎年金等を受給している妻などを対象に，預貯金・合同運用信託・
特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券について，元本 350 万円
を限度に利子を非課税にする制度である。

（２）　障がい者等の方は少額貯蓄非課税制度と少額公債非課税制度の両方の制度を
利用した場合，合わせて元本 350 万円までの非課税貯蓄を保有することができ
る。

（３）　財形貯蓄には，一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の３種類があり，
３種類を合わせて元本 550 万円までの利子が非課税となる。

［問 10］　新規口座作成時にお客さまに確認・案内する主なものとして，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．マネー・ローンダリング防止や「犯罪収益移転防止法」による取引時確認。
ｂ．外国 PEPs かどうかの確認。
ｃ．「外国口座税務コンプライアンス法（FATCA＝ファトカ）」による「特定米国
人に該当するかどうか」等の確認。

ｄ．反社会的勢力ではないこと等の確認。
ｅ．「個人情報保護法」による利用目的等に関する案内。
ｆ．マイナンバーの貯金口座付番に関する案内。
（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ
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［問 11］　次の貯金の利息計算期間・日数・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：300 万円
作成日：20 ××年５月 10 日
期　間：６ヵ月
（１）　利息計算期間は５月 10 日から 11 月 10 日までの 185 日間で，満期日は 11 月

10 日である。
（２）　利息計算期間は５月 11 日から 11 月 10 日までの 184 日間で，満期日は 11 月

10 日である。
（３）　利息計算期間は５月 10 日から 11 月９日までの 184 日間で，満期日は 11 月

10 日である。

［問 12］　次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％ならびに
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：550 万円
作成日：20 ××年７月 10 日
期　間：６ヵ月
年利率：0.15％
（１）　3,314 円
（２）　3,315 円
（３）　3,332 円

［問 13］　財形住宅貯蓄の利用にあたっての条件として，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　65 歳未満の勤労者であること。
（２）　５年以上定期的に預入れが行われ，元利金を持ち家としての住宅取得等に充

当すること。
（３）　住宅を取得する場合，事業主，財形貯蓄の取扱金融機関から，住宅取得資金

の融資が受けられること。
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［問 14］　財形年金貯蓄の預入条件の説明として，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．申込時に 65 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．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 65 歳に
達する日以後の１日から 30 日までの間の日であること。

ｄ．支払期間は，５年以上 20 年以内で，３ヵ月ごと年４回であること。
（１）　２つ
（２）　３つ
（３）　４つ

［問 15］　現金の取扱いについて守るべきことの説明として，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．現金はお客さまの面前で二度数え，必ず復唱・確認する。
ｂ．他の金融機関の帯封が掛かっている場合は，数えなおしは行わず，そのまま受
け入れ，帯封は必ずＪＡ・ＪＦのものに取り替える。

ｃ．多額や多金種で確認に時間のかかる場合は，お客さまの面前で確認するのでは
なく，窓口担当者がそのまま出納係に手渡しをする。

ｄ．後方との現金の受け渡しは，声をかけて確実に行う。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 16］　高齢者への対応として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　記憶力が衰えた高齢者の場合，窓口担当者だけでなく役席者も同席し，一人

での対応は避ける。できれば家族と一緒の来店をお願いする。取引伝票や諸届
については重要な証拠になるので，安易に代筆を行わないようにする。

（２）　会話がかみ合わないなど，意思能力に不安が感じられる高齢者の場合，まず
は役席者に面談を依頼し，役席者に確認の上，家族に連絡を取る。家族の理解
やお客さまの状態によっては，代理人の選任や成年後見制度の利用を適宜案内
する。

（３）　老人ホームの職員が来店した場合，委任状等で口座名義人の意思が確認でき
たとしても，本人と面談確認ができない場合は取引を受け付けてはならない。
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［問 17］　日本証券業協会による「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）　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
ることとする。

（２）　高齢のお客さまに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，そして面接内容の録音，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。

［問 18］　事務に対する基本姿勢のうち，通帳・証書，印章の取扱いについて適切
なものはいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．通帳や証書は，貯金者がＪＡ・ＪＦに対して貯金債権を持っている証拠になる
有価証券であるため，現金・現物と同様に厳格かつ正確に取り扱う。

ｂ．書類への押印は，本来お客さま自身が行うもので，担当者が印章を借りて押捺
してはいけない。ただし，真にやむを得ない事情がある場合は，使途を明確に
説明しながらお客さまの目の前で押捺する。

ｃ．未記入の用紙や予備の用紙に印鑑を先にいただく時は，お客さまによく説明し
て納得いただいてから押捺してもらう。

ｄ．届出印鑑の押捺は１つが原則だが，同一印鑑であれば並べて押してもかまわな
い。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 19］　利子課税制度・非課税貯蓄制度について，適切でないものを１つ選びな
さい。

（１）　分離課税とは，金融機関が個人への利子支払時に所得税および復興特別所得
税 15.315％，住民税５％の割合で源泉徴収および特別徴収を行い，所轄税務署
および都道府県税事務所に納付することで，他の所得と分離して課税関係を終
了させることである。

（２）　総合課税は法人，個人ともに対象となり，所得税および復興特別所得税
15.315％，住民税５％の合計 20.315％が課税される。

（３）　利子所得の源泉分離課税において，外国人に対する徴収は，国税分のみ課税
となる。
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［問 20］　口座振替依頼書の受付時の注意点として，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．引落口座の科目を確認。口座番号をチェックする。
ｂ．引落口座と依頼書の住所，氏名（フリガナを含む），科目，口座番号等をチェッ
クし，印鑑照合を行う。

ｃ．口座振替をする利用者の住所，氏名，登録番号等をチェックする。
ｄ．登録番号は必ずお客さまに記入していただき，できれば領収書等でチェックす
る。

ｅ．依頼書点検後は受付日，受領印を押し，控えをお客さまにお渡しする。その際，
口座引落し開始月は翌月となる旨を説明する。

ｆ．何らかの事情で口座振替をやめる時は，ただちに収納企業またはＪＡ・ＪＦに
届け出るよう依頼する。

（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ

［問 21］　貯金の払戻し，支払い業務として，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

るかを確認し，印鑑照合を行う。印鑑照合には「折り重ね照合」や「重ね合わ
せ照合」などの方法がある。自信が持てない場合は自分だけで判断せず，他の
人にも照合してもらう。

（２）　原則として，「おいくらですか」と支払金額の確認をする。金額確認の励行
は現金の受渡しをはっきりさせるとともに，番号札と同様に誤払い防止の１つ
となっている。

（３）　支払い受付時にお客さまに渡す番号札は，本人確認の手段として，法律上
「証拠証券」（有価証券）といわれている。番号札を提示した人が正当な所持人
でなくても，本払戻しを行ったＪＡ・ＪＦの責任を問われることはない。

［問 22］　JASTEMの端末画面から確認できる「小窓機能」（顧客取引情報確認画
面）について，適切なものを１つ選びなさい。

（１）　属性タブには，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
が表示される。

（２）　サービスタブには，世帯内顧客の顧客番号や氏名，年齢，勤務先等が表示さ
れる。

（３）　取引明細タブの定期貯金の項目では，満期日と継続方法が確認でき，定期積
金の項目では満期日が確認できる。
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［問 23］　セールスに対する苦手意識は様々な理由が考えられる。苦手意識を解消
するための方法として，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．自ＪＡ・ＪＦの取扱商品やサービスの知識を高める。
ｂ．セールスして断られた際の切り返しの方法を学ぶ。
ｃ．お客さまの名前を覚え，お客さまとの人間関係を作る。
ｄ．セールスをするお客さまの対象層を理解する。
（１）　２つ
（２）　３つ
（３）　４つ

［問 24］　分かりやすい商品説明の仕方「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し，商品・サービスのセールス
ポイント「～だからお得です」「～だから便利です」「～だからご安心です」等
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，実額よりも利率の違いについてパンフレットの表示箇所を示しながら説
明する。

（３）　ステップ③では，商品内容について，お客さまの理解度を確認したり，質問
を促したりする。

［問 25］　お客さまのお断りに対応する切り返しの話法について，適切でないもの
を１つ選びなさい。

（１）　逆転法は，お客さまの言葉を一度「そうですね。～ですものね」と共感し，
受けとめて「しかし～」と続ける方法で，イエス・バット法とも言われている。

（２）　黙殺法は，お客さまの発言が明らかに間違っていたり，誤解がある場合に使
用する。言い方は柔らかく，内容をはっきりと否定する対応方法で，聞き流し
法とも言われている。

（３）　肯定法は，お客さまの断りの言葉をそのまま応答に用いる方法で，おうむ返
し法とも言われている。
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［問 26］　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，適切なものは
いくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．疑問解消法は，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て説明する方法である。

ｂ．動作訴求法は，パンフレット・リーフレット等の資料を見せながら話を進める
方法である。

ｃ．推定承諾法は，お客さまの言葉をとらえて，あくまでも承諾いただいたと決め
てかかる方法である。

ｄ．事態緊急法は，金利の上下・申込期限などを伝え，決断を促す方法である。
ｅ．二者択一法は，「期間は１年・２年のどちらになさいますか」「ご名義はご主人
様ですか，それとも奥様ですか」などと，２つの中から１つを選んでもらう方
法である。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ

［問 27］　電話セールスで，お客さまにメッセージを正確に伝える方法として，適
切でないものを１つ選びなさい。

（１）　一文は簡潔にし，伝えたいことを強調する。語尾は，「～なので」「～です
が」とせずに「～です」とし，きちんと読点（。）で終わる話し方にする。

（２）　クッション言葉を入れる。「～ですが」「～ということですので」「一応」
「えーっと」を頻繁に使用することで，柔らかい印象を与えることができる。

（３）　似た発音の言葉や数字に注意し，言葉を代えるなどして伝える。「午後１時
は 13 時」「数字の７は（しち）ではなく（なな）」などにする。

［問 28］　電話でのコミュニケーション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）　お客さまにとって，電話は突然の訪問者と同じである。電話をかけた際は，
「ただ今５分ほどお時間よろしいでしょうか」というように，相手に配慮する
姿勢や気遣いが大切である。

（２）　非対面のコミュニケーションでは，感情や気持ちを声だけで察し，言葉だけ
で伝えなければならない。したがって，テンポやアクセント，抑揚や強弱など，
聴き取りやすい声の演出がポイントとなる。

（３）　電話でのコミュニケーションにおいては，対面の会話のとき以上に，「聞い
ていますよ」という意味を込めて，普段よりも「なるほど，なるほど」を何度
も発することが重要である。
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［問 29］　総合口座の商品性とセールスポイントとして，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　「預ける」「貯める」「支払う」「借りる」という機能を１つにまとめた商品で
ある。個人のみが利用でき（原則として未成年者は利用不可），法人は利用でき
ない。

（２）　担保となる定期貯金で最高限度以内（定期貯金残高の 90％以内等）であれば，
当座貸越（借入れ・返済）が利用できる。当座貸越利率は，担保定期貯金金利に
プラス 0.5％が一般的である。

（３）　総合口座取引の核となるのは普通貯金である。給与や年金などの自動受取り
や公共料金やクレジット代金などの自動支払いの口座としては利用できるが，
デビットカードの支払口座としては利用できない。

［問 30］　スーパー定期貯金の商品概要とセールスポイントとして，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る。１円以上１円単位で預入でき，付利単位は
１円である。

（２）　預入期間３年以上の単利型は，預入日から１年ごとの応当日に中間利息（約
定利率× 70％）が受け取れる。

（３）　個人の場合，預入期間３年以上の半年複利型がある。

［問 31］　大口定期貯金の商品概要とセールスポイントとして，適切なものを１つ
選びなさい。

（１）　自由金利型定期貯金が正式名称で，個人・法人ともに利用できる。預入金額
は 100 万円以上で，１円単位で預入できる。付利単位は１円である。

（２）　預入期間は，資金運用ニーズに合わせて，短期・中期・長期とそれぞれの中
から選択できる。さらに１・３・６ヵ月，１年～５年の定型方式と，１ヵ月以
上５年未満の期日指定方式から選択できる。

（３）　預入期間３年以上の単利型の場合，預入日から１年ごとの応当日に中間利息
（約定利率× 60％）が受け取れる。個人の場合は，単利型と複利型の２種類が
ある。
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［問 32］　期日指定定期貯金の商品概要とセールスポイントについて，適切なもの
を１つ選びなさい。

（１）　個人限定の商品で，預入期間は最長３年（ただし１年は据置期間）である。預
入時の約定利率で，１年ごとの複利計算を行う。

（２）　据置期間後は１週間以上前に満期日を指定すれば，いくらでも（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。従来の中途解約
と違い，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。

（３）　一部引出しを行うと，その後の利率は一部引出しを行った時の預入条件（利
率）となるが，定期貯金としてそのまま残せる。

［問 33］　貯蓄貯金の商品概要とセールスポイントについて，適切なものを１つ選
びなさい。

（１）　個人のみが利用できる。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，その逆の貯蓄貯金から普通貯金への振替えも可能である。

（２）　基準残高は 20 万円で，20 万円以上の場合は，残高に応じて自動的に階層別
の金利がつく。20 万円未満の場合でも普通貯金の金利と同じである。

（３）　給与・年金・配当金等の振込受け取り口座として，また，公共料金やクレ
ジット代金の支払いなど，決済口座としての利用ができる。

［問 34］　お客さまとの身近な話題づくりのきっかけになるキーワード，「キドニタ
チカケシ衣食住」の説明として，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．「キ」は季節や気候の話題
ｂ．「ド」は道楽（趣味）の話題
ｃ．「ニ」はニュースの話題
ｄ．「タ」は旅の話題
ｅ．「チ」は知人の話題
ｆ．「カ」は家族の話題
ｇ．「ケ」は健康の話題
ｈ．「シ」は宗教の話題
（１）　６つ
（２）　７つ
（３）　８つ
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［問 35］　ＪＡカード（一体型）のセールスポイントとして，適切でないものを１つ
選びなさい。

（１）　年会費は初年度無料である。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。

［問 36］　キャッシュカードの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）　キャッシュカード１枚で預貯金の入出金，振込，残高照会，他の口座への振
替，借入れなど幅広い取引ができる。「全国キャッシュサービス（MICS）」の
発足により，他の複数金融機関の本支店で現金の引出しと残高照会ができる。

（２）　夫婦で１つの口座を利用する場合，代理人（配偶者に限る）カードを発行する
ことで，夫婦がそれぞれキャッシュカードを持ち，ATMの利用ができる。

（３）　デビットカード（J-Debit）は，加盟店での買物などの際にキャッシュカード
により，代金の支払いを一定期間後に行うサービスである。

［問 37］　金融機関における預金・貸出・債務保証の相続手続について，適切でな
いものを１つ選びなさい。

（１）　貯金の場合，当座貯金は委任契約であるため，取引名義人が死亡した時点で
解約処理を行う。その後の小切手決済には応じられない。他の貯金等の払戻し
は，原則として遺産分割協議書により確認のうえ対応する。

（２）　貸出の場合，団体信用生命共済（保険）付きの住宅ローンは，取引名義人の死
亡により，死亡保険金で負債を相殺（清算）する。保険の付いていない貸出は，
相続人が資産と負債を相続する。

（３）　債務保証の場合，被相続人が他人の金融機関の借入れについて保証している
ケースがある。保証している個人が死亡した時は，原則として相続人に継承さ
れるが，相続人は債務保証を資産とは分けて放棄することができる。
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［問 38］　相続の発生原因について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　相続は個人が死亡した瞬間に開始され，相続人が被相続人の死亡の事実を

知っているか否かは関係ない。死亡届は，死亡の事実を知った日から 10 日以
内に提出する必要がある。

（２）　震災や海難事故などの事変の犠牲者については，死体は確認されないが死亡
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
市区町村長宛て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 10 年以上明らかでない時（普通失踪），また危難に遭遇した
者の生死が危難の去った後３年以上明らかでない時（特別失踪）には，その利害
関係人は家庭裁判所に対して法律上死亡したとみなす，失踪宣告の請求ができ
る。

［問 39］　住宅ローンのセールスについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　近年は住宅ローン金利が低水準で推移し，借換えを行えば必ずお客さまに金

銭的なメリットが出るため，現在住宅ローンを返済中のすべてのお客さまが借
換えのセールス対象となる。

（２）　JASTEM端末の小窓機能（顧客取引情報確認画面）や通帳読み取り，お客さ
まとの会話から，新築や中古の住宅・マンション購入の資金ニーズを発掘する。
小窓機能の住所欄が集合住宅の名前や地番であることも注目点になる。

（３）　借換えのニーズ発掘のポイントは，JASTEM端末の小窓機能（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ことや，サービス
タブの共済欄に火災・家財などの記載があることも注目点になる。

［問 40］　教育ローンのセールスについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　JASTEM端末（顧客取引情報確認画面）のメインタブの世帯構成に，13 歳～

20 歳前後の年齢の子供がいることが，教育ローンのニーズ発掘のポイントで
ある。

（２）　教育資金は，結婚資金，住宅資金とともに人生の３大資金の１つと言われて
いる。子供の年齢や進学予定など，お客さまとの会話の中から資金ニーズを発
掘する。

（３）　教育ローンは，特に推薦入試が決まる 11 月から翌年３月にかけて需要が高
まる。日頃からお客さまにＪＡ・ＪＦの教育ローンの案内を行い，資金計画に
取り入れていただくアプローチをする。



（ 15） 農林中金アカデミー

［問 41］　カードローンのセールスの対象者ならびにニーズ発掘のポイントとして，
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．通帳読み取りでキャッシングを利用している方。
ｃ．普通貯金に一定以上の残高がある方。
ｄ．JASTEM端末の小窓機能（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。

ｅ．旅行やレジャーを楽しんでいる方
（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ

［問 42］　年金の受取りに関する説明として，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　年金の受取口座の指定替えをする時は，「受取機関変更届」に年金証書のマ

イナンバー（個人番号）または基礎年金番号・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。

（２）　年金の受給要件を満たしている人には，年金受給開始年齢の６ヵ月前に年金
請求書が送られてくる。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，年金事務所または市区町村役場等に提出する。

（３）　年金の支払月は，１月，３月，５月，７月，９月，11 月の年６回で，支払
日は 15 日となっている。１回につき過去の２ヵ月分の年金が支払われる。

［問 43］　相続税の申告の手続と納付方法について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　相続税の申告書は，被相続人の死亡時における住所が日本国内にある場合に

は，その被相続人の死亡時における住所地を管轄する市区町村長か税務署長に
提出する。

（２）　相続税の申告書を期限内に提出した人は，原則としてその申告書の提出期限
（法的納期限）までに，相続税額を納付しなければならない。期限後申告および
修正申告の場合は，その提出の日が納期限となる。

（３）　相続税の申告は，相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日か
ら６ヵ月以内にすることになっている。
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［問 44］　マイカーローンのニーズが見込まれるお客様として，適切でないものを
１つ選びなさい。

（１）　通帳読み取りで，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）　自動車税の納付や自動車共済の納付に来店した時に，現在所有している車に，
どれくらいの期間乗っているかなどの話題になる。

（３）　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。また JASTEMの小
窓機能のメインタブ共済欄に自動車の記載がある。

［問 45］　リフォームローンのセールスについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　住宅の築年数が 15 年から 20 年以上経過している方は，セールスの主な対象

となる。
（２）　JASTEM端末の小窓機能（顧客取引情報確認画面）のメインタブの住所欄が，

戸建てや分譲マンションの地番の方は，セールスの対象者である。
（３）　子供が結婚し二世帯住宅を検討している方は，セールスの対象者と考えられ

るが，子供が独立して家を出たという方は対象者とは考えられない。

［問 46］　投資信託のリスクについて，基準価額に影響を及ぼす主な変動要因の説
明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．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。価格は，最終的には市場における需要と供
給により決定する。

ｂ．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。一般的には，金利が上がると債券価格も上がり，金利が下がると
債券価格も下がる。

ｃ．信用リスクとは，債券等を発行する国や企業が財政難，経営不振等の理由によ
り，利息や償還金をあらかじめ定めた条件で支払うことができなくなるリスク
である。

ｄ．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。
外国通貨建ての投資信託の場合，一般的に円高ならば基準価額の下落要因，円
安ならば上昇要因となる。

（１）　２つ
（２）　３つ
（３）　４つ
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［問 47］　ゆうちょ銀行の主力商品である定額貯金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）　３年までは６ヵ月ごとの段階金利を適用しており，半年複利なので長く預け
れば預けるほど利子が利子を生み有利に運用できる。

（２）　総合通帳に組み入れておけば，いざという時に担保となる貯金の 90％以内，
１冊の総合通帳につき最高 300 万円までの自動融資を受けることができる。

（３）　少額預金の利子に対する非課税貯蓄制度（マル優）として，他の金融機関の預
貯金等とは別枠で 350 万円まで非課税となる。

［問 48］　投資信託の３つの特徴について，適切なものを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

千円の少額資金から始めることができる。たくさんの投資家から資金を集める
ことで，大きな投資が可能となる。

（２）　投資信託の中には，運用資金を国内外の株式や債券等を対象として分散して
投資を行う商品がある。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，他の値上がりでカバーすることが可能となる。

（３）　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。プロによる運用
の結果，必ず高い運用実績が得られる。

［問 49］　NISA（少額投資非課税制度）について，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　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。
（２）　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の両方の制度を利用することができる。
（３）　NISAの非課税期間は最長 20 年間である。
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［問 50］　個人型確定拠出年金（iDeCo）について，適切でないものを１つ選びなさ
い。

（１）　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。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。

（２）　iDeCo は，「掛金の拠出時，運用時，受取時」の３つの段階で税制優遇があ
る。注意点は，原則として 60 歳まで引き出せないこと，60 歳で受け取るには，
通算加入者等期間が 10 年必要となること，60 歳までの通算加入者等期間が 10
年に満たない場合は段階的に受給開始年齢が遅れること，口座管理手数料等が
かかることである。

（３）　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。掛金の運用
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，運用期間，目標金額などを考慮して選択する。なお，選択した運用
商品は原則として変更できない。




