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コンプライアンス・守秘義務・善管注意義務

正解（2）	 正解率　92.1％	

解　説

窓口担当者は，お客さまの個人属性（住所・職業・生年月日など）のほかに，資産・負債・

家族状況など，プライバシーに関わる様々な情報を知りえる立場にいる。これら業務上で

知ったお客さまの情報は，一切外部に漏らしてはいけない。

（1）は適切。テキスト№ 1 P7 ～ 8「2.（5）コンプライアンスの遵守」参照。

（2）は適切でない。取引先の内容を知らせてもよいとされているのは，取引先本人の承諾が

あった場合である。テキスト№ 1 P7 ～ 8「2.（5）コンプライアンスの遵守」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P7 ～ 8「2.（5）コンプライアンスの遵守」参照。

したがって，本問の正解は（2）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］　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。
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約束手形の要件と裏書

正解（1）	 正解率　84.8％	

解　説

（1）は適切でない。金額を誤記した時は訂正せず，新しい手形用紙を使用する。テキスト№

1 P11「3.（1）②約束手形 b. 約束手形の要件」参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P11「3.（1）②約束手形 b. 約束手形の要件」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P13「3.（1）②約束手形 c. 約束手形の裏書」参照。

したがって，本問の正解は（1）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］　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。
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線 引 小 切 手

正解（3）	 正解率　64.2％	

解　説

（1）は適切。テキスト№ 1 P18「3.（1）③小切手 c. 小切手の支払い」参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P18「3.（1）③小切手 c. 小切手の支払い」参照。

（3）は適切でない。一般線引小切手を特定線引小切手にすることは可能であるが，線引を抹

消することや，特定線引小切手を一般線引小切手に変更することはできない。テキスト№

1 P18「3.（1）③小切手 c. 小切手の支払い」参照。

したがって，本問の正解は（3）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］　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。
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貯 金 保 険 制 度

正解（2）	 正解率　36.4％	

解　説

（1）は適切でない。JA・JF は信用事業以外に経済，共済事業等も兼営する総合事業体であり，

このことが他の一般金融機関との大きな相違点となっている。預金保険機構とは別に「農

水産業協同組合貯金保険」（運営は農水産業協同組合貯金保険機構）に加入しており，「農

水産業協同組合貯金保険制度」がある。制度の内容は預金保険制度と同様となっている。

テキスト№ 1 P83「4.（1）貯金保険制度のしくみ」参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P85「4.（5）保護の範囲」参照。

（3）は適切でない。保険金の支払いは貯金者について法人・個人を問わない。テキスト№ 1 

P83「4.（2）ペイオフとは」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 2）農林中金アカデミー

［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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窓 口 担 当 者 の 心 構 え

正解（3）	 正解率　73.5％	

解　説

a. は適切。テキスト№ 1 P7「2.（3）コスト・収益意識を持つ」参照。

b. は適切。テキスト№ 1 P7「2.（4）幅広い知識を習得する」参照。

c. は適切。遵守すべき法令やルールも広範囲となる。特に日々の業務の中では守秘義務があ

り，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。さらに，個人情報

だけでなく，JA・JF の経営方針，計数，通達等についても同様となる。テキスト№ 1 P7

～ 8「2.（5）コンプライアンスの遵守」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。
（ 2）農林中金アカデミー

［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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約束手形の支払呈示期間

正解（2）	 正解率　85.4％	

解　説

約束手形の支払呈示期間は手形法の規定により，所持人は手形を振出人に対して支払期

日を含めて 3 取引日以内に呈示する必要がある。支払期日が休業日の場合は，当該休業日

に次ぐ取引日となる。本問の支払期日は 11 月 25 日なので，支払呈示期間は 11 月 25 日，

26 日，29 日である。テキスト№ 1 P15「3.（1）d. ②支払呈示期間」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［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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小切手の支払呈示期間

正解（1）	 正解率　87.4％	

解　説

小切手の支払いを受けるためには，呈示期間内に呈示する必要がある。小切手法の定め

る支払呈示期間は，「振出日の翌日から起算して 10 日以内（振出日を含めて 11 日）」である。

呈示期間内の休日は期間に算入され，最終日が休日（休業日）の場合はその翌営業日になる。

設問の最終日，9 月 25 日は休業日となるため，支払呈示期間は 9 月 16 日～ 9 月 27 日である。

テキスト№ 1 P17「3.（1）③ c.（1）支払呈示期間」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［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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預貯金者保護法の概要

正解（2）	 正解率　59.6％	

解　説

本法律は，偽造キャッシュカード等による預貯金の払戻し被害が多発したことを背景に

施行されたもので，ATM を利用した偽造・盗難カードによる不正払出し等の被害を受け

た預貯金者の保護を目的としている。

a. は適切でない。紛失カードは対象外。テキスト№ 1 P85「4.（6）①預貯金者保護法の目的」

参照。

b. は適切。テキスト№ 1 P85「4.（6）②保護対象」参照。

c. は適切。テキスト№ 1 P85「4.（6）③補償範囲」参照。

d. は適切。テキスト№ 1 P86「4.（6）⑤補償対象期間」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 4）農林中金アカデミー

［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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非課税貯蓄制度の概要

正解（1）	 正解率　49.7％	

解　説

（1）は適切。テキスト№ 1 P22「3.（3）②非課税貯蓄制度」参照。

（2）は適切でない。障がい者等の非課税貯蓄は，少額貯蓄非課税制度の元本 350 万円と少額

公債非課税制度の元本 350 万円，合わせて元本 700 万円まで保有することが可能である。

テキスト№ 1 P22「3.（3）②非課税貯蓄制度」参照。

（3）は適切でない。財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は合わせて元本 550 万円までの利子が非

課税となるが，一般財形貯蓄は非課税の対象とならない。テキスト№ 1 P22 ～ 23「3.（3）

②非課税貯蓄制度」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。（ 4）農林中金アカデミー

［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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新規口座開設時の確認事項

正解（3）	 正解率　60.9％	

解　説

新規口座の開設では，所定の新規申込書にお客さまの氏名・住所・電話番号・生年月日・

勤務先などを記入していただき，印鑑届に届出印を鮮明に押捺してもらうなどの基本的な

事務に加えて，選択肢のようなお客さまに確認すべきことやご案内すべきことが数多くあ

る。記述 a.b.c.d.e.f. の選択肢はすべて適切である。テキスト№ 1 P77「2.（3）③取引時確認」

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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利息計算期間の預入日数

正解（3）	 正解率　75.5％	

解　説

定期貯金の満期日は，作成日から 6 ヵ月後の応当日である 11 月 10 日である。利息計算

期間は片端入れで，預入日から満期日の前日まで数えるので，5 月 10 日から 11 月 9 日ま

での 184 日間である。テキスト№ 1 P81「3.（2）利息計算期間の預入日数」参照。

したがって，（3）が本問の正解である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［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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税 引 後 の 利 息 額

正解（2）	 正解率　80.8％	

解　説

利息は「元金×利率×預入日数÷ 365」で計算する。利息計算期間は片端入れで，預入

日から解約日（満期日）の前日（本問の場合は翌年の 1 月 9 日までの 184 日間）までを数

える。利子所得に対しては所得税および復興特別所得税 15.315％と住民税 5％が課税され

る。なお，利息計算では 1 円未満の金額は切り捨てられ，1 円以上の元金をもとに計算さ

れる。テキスト№ 1 P81 ～ 82「3. 貯金利息の計算（単利と複利）」，P116 ～ 118「3. 貯金利

子課税制度と税区分」参照。

（1）は適切でない。利息に対する課税は所得税および復興特別所得税の 15.315％と住民税 5％

を別々に計算するのが正しい。（1）は合算した 20.315％で計算している。

（2）は適切。税引前利息額：550 万円× 0.15％× 184 日÷ 365 ＝ 4,158 円。所得税および復興

特別所得税：4,158 円× 15.315％＝ 636 円，4,158 円× 5％＝ 207 円。税引き後利益：4,158 円

−（636 円＋ 207 円）＝ 3,315 円

（3）は適切でない。利息計算期間を片端入れではなく両端入れの 185 日間で計算しているた

め，誤りである。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［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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財 形 住 宅 貯 蓄 の 概 要

正解（1）	 正解率　67.5％	

解　説

財形住宅貯蓄は住宅を取得することを条件に積み立て，その元利金を住宅取得資金に充

当する。財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の元本を合わせて 550 万円まで非課税とされる。目

的以外の払出しの場合は，解約日から 5 年間遡及して利息に対して税金が追徴課税される。

（1）は適切ではない。年齢は 65 歳未満ではなく 55 歳未満が正しい。テキスト№ 1 P122「3.（6）

①財形住宅貯蓄」参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P122「3.（6）①財形住宅貯蓄」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P122「3.（6）①財形住宅貯蓄」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［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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財 形 年 金 貯 蓄 の 概 要

正解（1）	 正解率　53.6％	

解　説

財形年金貯蓄は，一定期間積み立てた後，一定の時期に元利合計額をとりまとめ，これ

を原資として 5 年以上 20 年以内の期間にわたって 3 ヵ月ごとの支払いを行うものである。

a. は適切でない。申込時の年齢は 65 歳未満ではなく 55 歳未満である。テキスト№ 1 P122

「3.（6）②財形年金貯蓄」参照。

b. は適切。テキスト№ 1 P122「3.（6）②財形年金貯蓄」参照。

c. は適切でない。支払開始日は 65 歳ではなく 60 歳に達する日であり，1 日から 28 日までの

間の日が正しい。テキスト№ 1 P.122「3.（6）②財形年金貯蓄」参照。

d. は適切。テキスト№ 1 P122「3.（6）②財形年金貯蓄」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 6）農林中金アカデミー

［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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現金の取扱いと確認の原則

正解（2）	 正解率　76.2％	

解　説

現金の取扱いは「現金その場限り，面前確認」が原則である。お客さまから現金を受け取っ

た後で万一過不足が判明しても，それを立証することは非常に困難である。お客さまの面

前で確認すれば，仮に過不足があったとしてもその場で解決できる。

a. は適切。テキスト№ 1 P20「3.（2）③現金その場限り，面前確認」参照。

b. は適切でない。他の金融機関の帯封は必ず取り，数えなおす。テキスト№ 1 P20「3.（2）

③現金その場限り，面前確認」参照。

c. は適切でない。多額・多金種の場合は，まず総額と大束を確認する。他係へはお客さまに

一言お断りし，了解を得ておくことが必要である。テキスト№ 1 P20「3.（2）③現金その

場限り，面前確認」参照。

d. は適切。テキスト№ 1 P20「3.（2）③現金その場限り，面前確認」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 6）農林中金アカデミー

［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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高齢者取引における基本的なポイント

正解（3）	 正解率　92.7％	

解　説

（1）は適切。テキスト№ 1 P104「10.（1）記憶力・身体能力の衰えた高齢者への対応」参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P105「10.（2）意思能力に不安がある高齢者への対応」参照。

（3）は適切でない。委任状等で口座名義人の意思が確認できれば，手続きを受けてもよい。

老人ホームが法人の主要取引先である場合は，電話で本人と特定事項確認や意思確認がで

きれば受け付けるなど，支店により独自の規定がある場合もある。テキスト№ 1 P105「10.

（3）老人ホームの職員が来店した時の対応」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 6）農林中金アカデミー

［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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高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン

正解（2）	 正解率　77.5％	

解　説

高齢者は加齢に伴い理解力や判断力が急激に低下することがある。取引を行う場合は，

リスクや商品性を理解し，お客さま自身の判断で取引を行っているかを，より慎重に確認

しなければならない。

（1）は適切。テキスト№ 1 P105「10.（4）高齢者に預かり資産を販売する際のルールと留意点」

参照。

（2）は適切でない。取引の対象となるお客さまの年齢は 70 歳以上ではなく，75 歳以上である。

テキスト№ 1 P105「10.（4）高齢者に預かり資産を販売する際のルールと留意点」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P105 ～ 106「10.（4）高齢者に預かり資産を販売する際のルール

と留意点」参照。

したがって，（2）が本問の正解である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［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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通帳・証書，印章の取扱いの留意点

正解（1）	 正解率　35.8％	

解　説

社会のデジタル化やペーパーレス化が進むことによって，今後は通帳レスや印鑑レスの

取引が増えていくと考えられるが，JA・JF の窓口担当者は金融機関のプロとして，通帳・

証書・印章の取扱いに精通していることが求められている。

a. は適切でない。通帳・証書は，貯金者が JA・JF に対して貯金債権を持っているという証

拠であり，証拠証券である。手形や小切手のように，それ自体が現金と同等の価値がある

有価証券とは異なる。テキスト№ 1 P72「1.（3）通帳・証書の取扱い」参照。

b. は適切。テキスト№ 1 P72「1.（4）印章の取扱い」参照。

c. は適切でない。未記入や予備の用紙に印鑑をもらうことは，お客さまに不信感を抱かせて

しまう。印鑑は必要な所にお客さま自身に押印してもらう。テキスト№ 1 P.73「1.（4）印

章の取扱い」参照。

d. は適切でない。印鑑の押印は 1 つが原則で，すべての取引において共通して言えることで

ある。違う種類の印鑑を並べて押すのは当然避けるべきで，同一印鑑でも避けたほうがよ

い。テキスト№ 1 P73「1.（4）印章の取扱い」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［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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貯金利子課税制度と税区分

正解（2）	 正解率　66.2％	

解　説

（1）は適切。テキスト№ 1 P118「3.（2）利子所得の源泉分離課税」参照。

（2）は適切でない。総合課税の対象は法人で，個人は一律分離課税となる。テキスト№ 1 

P117「3.（1）①分離課税」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P118「3.（2）利子所得の源泉分離課税」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 7） 農林中金アカデミー

［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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口座振替受付時の注意点

正解（2）	 正解率　64.9％	

解　説

口座振替は，それぞれの金融機関と収納企業との契約がなければ取扱いができない。種

類や取引内容が異なることがあるので，自 JA・JF のルールを確認しておくことが大切で

ある。a.b.c.d.f. は適切。テキスト№ 1 P115「2.（3）口座振替受付時の注意点」参照。

e. は適切でない。口座引落しの開始までには約 1 ～ 2 ヵ月を要する場合もある。収納企業の

努力により開始までの期間が短縮されているので，実状をよく把握してお客さまに説明を

する。翌月などと断言してはいけない。テキスト№ 1 P115「2.（3）口座振替受付時の注意点」

参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 8）農林中金アカデミー

［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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窓口事務の基本事項と注意点

正解（3）	 正解率　78.1％	

解　説

貯金の払戻しは，誤って第三者に払戻しをしないよう慎重に取り扱う必要がある。

（1）は適切。テキスト№ 1 P75「2.（2）①払戻請求書の内容の確認」参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P76「2.（2）③支払金額の確認」参照。

（3）は適切でない。番号札は法律上「免責証券」といわれ，「証拠証券」（←「有価証券」）

ではない。JA・JF が責任を問われないのは，番号札を提示した人が正当な所持人ではな

いという事実を知らない場合である。テキスト№ 1 P75「2，（2）②番号札の管理」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 8）農林中金アカデミー

［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。

−21−

窓口テラー



小窓機能（顧客取引情報確認画面）のポイント

正解（3）	 正解率　82.8％	

解　説

JASTEM では，今まで「通帳読み取り」や「オンライン照会」などから収集した情報

を端末の画面から確認できる。「メインタブ・属性タブ・取引明細タブ・サービスタブ」

の 4 つのタブで構成されている。この機能を活用して積極的に声かけをすることが望まれ

る。

（1）は適切でない。これはサービスタブの確認項目である。テキスト№ 2 P9「2.（4）④小

窓機能（顧客取引情報確認画面）の活用」参照。

（2）は適切でない。これは属性タブの確認項目である。テキスト№ 2 P9「2.（4）④小窓機能（顧

客取引情報確認画面）の活用」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P9「2.（4）④小窓機能（顧客取引情報確認画面）の活用」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 8）農林中金アカデミー

［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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セールスの苦手意識を解消するための方法

正解（3）	 正解率　88.7％	

解　説

セールスの苦手意識を解消する方法として，a.b.c.d. すべて適切。テキスト№ 2 P11「3. セー

ルスの目的・成果」，P12「3.（1）①お客さまの名前を覚える，②お客さまとの人間関係を作る」

参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［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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商品・サービスの分かりやすい説明

正解（1）	 正解率　58.9％	

解　説

窓口では限られた時間の中でお客さまの納得を得る説明をしなければならない。長々と

商品の仕組みを話すのではなく，簡潔で分かりやすい，手順を踏まえた話し方が必要であ

る。

（1）は適切。テキスト№ 2 P15「3.（2）①説明の手順」参照。

（2）は適切でない。利息は「利率」ではなく，受取額を「実額」で示し，計算式を書く等に

より具体的に説明する。テキスト№ 2 P15 ～ 16「3.（2）①説明の手順」参照。

（3）は適切でない。商品の理解度の確認は，ステップ②でパンフレット・リーフレットを使

い質問を交えて行う。ステップ③では，おすすめしたい理由についてさらに念を押し，申

込みの手続きや事務上の留意点などの説明を行う。テキスト№ 2 P16「3.（2）①説明の手順」

参照。

したがって，本問の正解は（1）である。
（ 9） 農林中金アカデミー

［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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断りに対する切り返し話法

正解（2）	 正解率　88.1％	

解　説

（1）は適切。テキスト№ 2 P18「3.（3）②お断りに対応する方法」参照。

（2）は適切でない。否定法の説明になっている。黙殺法は，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。テキスト№ 2 P18 ～ 19「3.（3）②お断りに対応する方法」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P18「3.（3）②お断りに対応する方法」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［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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決断を促すクロージングの基本話法

正解（1）	 正解率　66.9％	

解　説

セールスの最終段階であるクロージングの話法は，お客さまから出されたシグナルを

キャッチし，迷いから決断へと導く話し方である。

a. は適切でない。断りの切り返し話法における引用法の説明になっている。疑問解消法はお

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。テキス

ト№ 2 P20「3.（4）③クロージングの基本話法」参照。

b. は適切でない。断りの切り返し話法における資料利用法の説明になっている。動作訴求法

は，申込書・ペンを渡し行動を促す方法である。テキスト№ 2 P20「3.（4）③クロージン

グの基本話法」参照。

c.d.e. は適切。テキスト№ 2 P20「3.（4）③クロージングの基本話法」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 10）農林中金アカデミー

［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。

−26−

窓口テラー



電話セールス時の心構えと留意点

正解（2）	 正解率　94.7％	

解　説

言葉癖が説得力を下げてしまう。語尾が伸びたり，「だと思いますが」といったあいま

いな締めくくりでは，自信がなく不正確な印象を持たれてしまうので，注意が必要である。

（1）は適切。テキスト№ 2 P28 ～ 29「5.（1）④相手にメッセージを正確に伝える方法」参照。

（2）は適切でない。言葉癖が頻繫に出ると，自信がなく不正確な印象を持たれて，説得力を

下げることになる。テキスト№ 2 P29「5.（1）④相手にメッセージを正確に伝える方法」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P29「5.（1）④相手にメッセージを正確に伝える方法」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。
（ 10）農林中金アカデミー

［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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電 話 で 応 対 の 留 意 点

正解（3）	 正解率　99.3％	

解　説

（1）は適切。テキスト№ 2 P28「5.（1）①相手への配慮，気遣い」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P28「5.（1）②聴き取りやすい声の演出のポイント」参照。

（3）は適切でない。「はい，はい」「そうです，そうです」「なるほど，なるほど」などを何

度も発してしまうと，人によっては「自分の話しを軽んじられているような印象」を与え

てしまう可能性があり注意が必要である。テキスト№ 2 P28「5.（1）③普段よりも「相づち」

を多く打つ」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 10）農林中金アカデミー

［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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総合口座の概要とセールスポイント

正解（3）	 正解率　90.1％	

解　説

総合口座は，普通貯金に定期貯金をセットし，普通貯金の口座を通じて当座貸越が利用

できるもので，一般の融資のような手続きは一切不要である。

（1）は適切。テキスト№ 2 P34「1.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P34「1.（1）②自動融資で手続きも簡単・低い利息で借入れできる」

参照。

（3）は適切でない。デビットカードの支払口座としても利用できる。テキスト№ 2 P34 ～ 35

「1.（1）①店頭だけでなく ATM でも入出金ができる，⑤デビットカードの支払い口座と

して利用できる」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［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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スーパー定期貯金の商品概要

正解（2）	 正解率　55.6％	

解　説

スーパー定期貯金は，低金利下でも流動性貯金より有利で，個人・法人を問わず利用で

きる。預入期間はお客さまの資金運用ニーズに合わせて短期・中期・長期の中から選択で

きる。個人の場合は，総合口座の担保定期貯金として設定することが可能である。

（1）は適切。テキスト№ 2 P37「2.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

（2）は適切でない。預入期間 3 年以上ではなく 2 年以上の単利型が，預入日から 1 年ごとの

応当日に中間利息（約定利率× 70％）を受け取ることができる。テキスト№ 2 P37「2.（1）

商品概要とセールスポイント」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P37「2.（1）商品概要とセールポイント」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［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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大口定期貯金の商品性とセールスポイント

正解（2）	 正解率　68.9％	

解　説

大口定期貯金は，JA・JF と貯金者との交渉（相対取引）によって，預入期間や金額に

応じて利率が決められるという特徴のある貯金商品である。

（1）は適切でない。預入金額は 100 万円以上ではなく 1,000 万円以上である。テキスト№ 2 

P39「3.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P39「3.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

（3）は適切でない。預入期間 3 年以上ではなく 2 年以上の単利型で，中間利息は（約定利率

× 60％）ではなく（約定利率× 70％）である。大口定期貯金はスーパー定期貯金とは異なり，

個人の場合も単利型のみである。テキスト№ 2 P39「3.（1）商品概要とセールスポイント，

P40（3）セールス上の留意点」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 11） 農林中金アカデミー

［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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期日指定定期貯金の商品概要

正解（1）	 正解率　55.6％	

解　説

期日指定定期貯金は，比較的流動性も高く，1 年複利で運用できるというセールスポイ

ントがある。総合口座にセットすることができる。一部引出しの指定期日以降，1 ヵ月以

内にその引出しをしない時は，その期日指定は自動的に消滅する。

（1）は適切。テキスト№ 2 P41「4.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

（2）は適切でない。満期日の指定は 1 週間以上前ではなく 1 ヵ月以上前である。テキスト№

2 P41 ～ 42「4.（1）商品概要とセールスポイント，（3）セールス上の留意点」参照。

（3）は適切でない。一部引出し後の残高は，満期日まで預入時当初の条件のまま定期貯金と

して残せる。テキスト№ 2 P41「4.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 12）農林中金アカデミー

［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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貯蓄貯金の商品概要とセールスポイント

正解（1）	 正解率　86.1％	

解　説

貯蓄貯金は，預入れや引出しに様々な制限があるが，普通貯金より高い金利が設定され

る場合がある。そのため，満期日の異なる定期貯金をまとめる期日調整や，収益性の高い

商品に投資するタイミングを計るため等，一時的に預けておく方法が取れる。

（1）は適切。テキスト№ 2 P43 ～ 44「5.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

（2）は適切でない。基準残高は 20 万円ではなく 10 万円である。テキスト№ 2 P43「5.（1）

商品概要とセールスポイント」参照。

（3）は適切でない。各種の振込や受け取り口座としての利用はできない。総合口座の取扱い

もできない。テキスト№ 2 P43「5.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 12）農林中金アカデミー

［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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お客さまとの話題づくりのためのキーワード

正解（2）	 正解率　64.2％	

解　説

お客さまと会話をする際に，きっかけになる身近な話題の頭文字を集めた「キドニタチ

カケシ衣食住」の説明である。話題は，お客さまの性別・年代・職業などによって会話が

スムースにつながるものと，途絶えてしまうものとが考えられる。お客さまの興味を引き，

会話が続きそうな話題を工夫すること。

a.b.c.d.e.f.g. は適切。テキスト№ 2 P14「3.（1）②お客さまとの人間関係を作る」参照。

h. は適切でない。「宗教」ではなく「仕事」が適切。テキスト№ 2 P14「3.（1）②お客さま

との人間関係を作る」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 12）農林中金アカデミー

［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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JA カード（一体型）のセールスポイント

正解（1）	 正解率　86.8％	

解　説

JA カード（一体型）は，IC キャッシュカードとクレジットカードが 1 枚になった，JA

ならではの特典を備えたカードである。クレジットカードは普段の買い物だけではなく公

共料金の支払い，ネットショッピング，通信販売など，利用できる場面は広がっており，

お客さまの生活においてとても便利なカードである。

（1）は適切でない。次年度以降の年会費が無料となる条件は，「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」

のいずれか 1 つに該当すればよい。テキスト№ 2 P55「10.（2）セールスポイント」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P55 ～ 56「10.（2）セールスポイント」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P55 ～ 56「10.（2）セールスポイント」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［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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キャッシュカードの概要

正解（3）	 正解率　81.5％	

解　説

キャッシュカードは，個人の幅広い層を対象にセールスができる。普通貯金，貯蓄貯金

の取引先には，家計のメイン化を図る観点から代理人取引も合わせてすすめたい。

（1）は適切。テキスト№ 2 P52「9.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P52「9.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

（3）は適切でない。デビットカード（J-Debit）は，加盟店で買い物などをする際に，キャッ

シュカードにより貯金残高の範囲内で代金の支払いを即時に行うサービスである。テキス

ト№ 2 P53「9.（1）商品概要とセールスポイント」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［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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貯金・貸出・債務保証の相続手続

正解（3）	 正解率　75.5％	

解　説

相続のほとんどは，相続人（取引先の親族）からの申し出により判明する。この時，窓

口担当者として，取引先との関係，相続人であるかどうか，相続人全員の意向はどうなの

かを把握することが重要である。

（1）は適切。テキスト№ 2 P145「2.（2）①貯金の場合」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P146「2.（2）②貸出の場合」参照。

（3）は適切でない。相続には，財産も負債もすべて相続する「単純承認」，積極財産の範囲

内で消極財産を相続する「限定承認」，積極財産，消極財産とも全く相続しない「相続放棄」

の 3 つの方法がある。「相続放棄」の場合，債務と資産を分けて債務だけ放棄することは

できない。テキスト№ 2 P139 ～ 140「1.（3）相続の承認と放棄」，P146「2.（2）③債務保

証の場合」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［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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相 続 の 発 生 原 因

正解（2）	 正解率　80.8％	

解　説

相続は個人の死亡により開始される。死亡には自然死亡のほか，失踪宣告により死亡し

たとみなされるものも含まれる。

（1）は適切でない。死亡届は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。テキスト№ 2 P138「1.（1）①死亡」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P138「1.（1）②認定死亡」参照。

（3）は適切でない。普通失踪は不在者の生死が 7 年以上明らかではない時，特別失踪は危難

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に，失踪宣告を申し立て

ることができる。テキスト№ 2 P138「1.（1）③失踪宣告」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 14）農林中金アカデミー

［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。
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住宅ローンのセールス

正解（1）	 正解率　87.4％	

解　説

借換えを含め住宅ローンの借入金額は，高額で返済期間も長期となるので，JA・JF と

長く取引してもらえる商品である。

（1）は適切でない。借換えメリットがあるかどうかは，「借換え前後の金利差」「借入残高」「借

入残存期間」がポイントになる。借換え前と後に金利差があったとしても，お客さまに必

ず金銭的なメリットが出るとは限らない。テキスト№ 2 P74「2.（1）セールスの対象とな

るお客さま」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P75「2.（2）ニーズ発掘のポイント」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P75「2.（2）ニーズ発掘のポイント」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。
（ 14）農林中金アカデミー

［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。
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教育ローンのセールス

正解（2）	 正解率　57.6％	

解　説

教育ローンは子供の進学や教育に関する費用，自宅外から通学するためのアパート代等

の費用に利用することができる。昨今は，子供の習い事にかける費用や大学院への進学が

増え，親の負担が増している。計画的に貯蓄してきた分だけでは賄いきれないニーズに対

応する。

（1）は適切。テキスト№ 2 P81「4.（2）ニーズ発掘のポイント」参照。

（2）は適切でない。人生の 3 大資金は教育資金，住宅資金，老後資金である。結婚資金は入っ

ていない。テキスト№ 2 P81「4.（3）アプローチのポイント」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P82「4.（4）セールストーク」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 14）農林中金アカデミー

［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。
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カードローンのセールス

正解（3）	 正解率　54.3％	

解　説

カードローンは，フリーローンと同じく資金使途は自由である。違いは使い道を確認で

きる資料等を必要としない点である。極度額の範囲内であれば，何度でも限度額まで利用

できる。ATM で借入れや随時返済ができ，利便性が高い。

a. は適切。テキスト№ 2 P88「7.（1）セールスの対象となるお客さま」参照。

b.c.d. は適切。テキスト№ 2 P88「7.（2）ニーズ発掘のポイント」参照。

e. 適切。テキスト№ .2 P89「7.（3）アプローチのポイント」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 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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年金の受取りに関する説明

正解（1）	 正解率　90.7％	

解　説

老後の生活資金の柱となるのが公的年金である。超高齢社会で，各金融機関にとってシ

ルバー層が最大のマーケットになっている。地域に密着した戦略を展開し，積極的な年金

受給口座の獲得推進は大変重要である。

（1）は適切。テキスト№ 2 P100「3.（3）年金を受け取る金融機関の変更」参照。

（2）は適切でない。受給要件を満たしている人には，年金受給開始年齢の 3 ヵ月前に年金請

求書が送られてくる。テキスト№ 2 P100「3.（1）請求の手続き」参照。

（3）は適切でない。年金の支払月は原則として偶数月である。テキスト№ 2 P100「3.（2）

年金は偶数月の年 6 回支給」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 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。

−42−

窓口テラー



相 続 税 の 申 告 と 納 付

正解（2）	 正解率　41.1％	

解　説

被相続人から相続によって財産を取得した人に係る課税価格の合計額が「遺産に係る基

礎控除」を超える場合は，納める相続税額が算出される人は相続税の申告をしなければな

らない。

（1）は適切でない。申告書の提出先は，被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署

長に提出する。市区町村長は提出先ではない。

テキスト№ 2 P158「6.（1）②申告書の提出先」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P159「6.（2）①税金の納付」参照。

（3）は適切ではない。相続税の申告は，相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日

から 10 ヵ月以内となっている。テキスト№ 2 P158「6.（1）③申告書の提出期限」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 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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マイカーローンのニーズ発掘

正解（3）	 正解率　72.2％	

解　説

マイカーローンは，自動車・バイク（中古車を含む）の購入，自動車等の点検や修理，

車検費用，車庫の建設費用等に利用することができる。一度利用すると，車の買替え時に

また JA・JF でローンを組んでいただけるなど，比較的長い期間の取引が期待できる。

（1）は適切。テキスト№ 2 P78「3.（2）ニーズ発掘のポイント」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P77 ～ 78「3.（2）ニーズ発掘のポイント，（3）アプローチのポイント」

参照。

（3）は適切でない。JASTEM の小窓機能（顧客取引情報確認画面）に貸出金の自動車欄が

あるのは，「サービスタブ」ではなく「メインタブ」である。また JASTEM の小窓機能の

共済欄の自動車の記載は，「メインタブ」ではなく「サービスタブ」にある。テキスト№ 2 

P9「2.（4）④小窓機能（顧客取引情報確認画面）の活用」，テキスト№ 2 P78「3.（2）ニー

ズ発掘のポイント」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 16）農林中金アカデミー

［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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リフォームローンのセールス

正解（3）	 正解率　76.8％	

解　説

リフォームローンは住宅の増改築や改装，補修などやバリアフリー化等，持ち家を維持

し，快適に過ごすために利用することが可能である。

（1）は適切。

テキスト№ 2 P83 ～ 84「5.（1）セールスの対象となるお客さま，[AK9]（3）アプローチの

ポイント」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P83「5.（2）ニーズ発掘のポイント」参照。

（3）は適切でない。子供が結婚し，二世帯住宅を検討している方はもちろん，子供が独立し

て家を出たという方も減築や間取り変更の可能性があり，セールスの対象者となる。テキ

スト№ 2 P84「5.（3）アプローチのポイント」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 16）農林中金アカデミー

［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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投 資 信 託 の リ ス ク

正解（2）	 正解率　73.5％	

解　説

資産運用において「リスク」とは，収益，損失の振れ幅を意味する。高いリターン（収益）

を得ようとすれば高いリスクを伴い，リスクを低く抑えようとすればリターンも低くなる

傾向がある。投資信託のリスクは，投資対象の株式や債券等の価格が変動することによる

ものである。

a.c.d. は適切。テキスト№ 3 P13「4.（1）①リスクの説明」参照。

b. は適切でない。一般的に金利が上がると債券価格は下落し，金利が下がると債券価格は上

がる。テキスト№ 3 P13「4.（1）①リスクの説明」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。

（ 16）農林中金アカデミー

［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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ゆうちょ銀行の定額貯金の概要

正解（3）	 正解率　64.9％	

解　説

ゆうちょ銀行は民営化（2007 年）後も，JA・JF と同様に「貯金」という用語を使用し

ている。そのゆうちょ銀行の主力商品である定額貯金は，他金融機関のスーパー定期預金

などと競合している。

（1）は適切。テキスト№ 3 P38「1.（1）メリット①」参照。

（2）は適切。テキスト№ 3 P38「1.（1）メリット②」参照。

（3）は適切でない。非課税制度（マル優）については，他の金融機関と共通の非課税枠（350

万円）が利用できる。テキスト№ 3 P38「1.（1）メリット③」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［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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投 資 信 託 の 特 徴

正解（2）	 正解率　78.1％	

解　説

投資信託のことを一般的に「ファンド」という。ファンドは「基金」という意味で，不

特定多数の投資家から資金を集め，それをひとまとめ（基金）にする。その資金を株式や

債券等有価証券に分散投資している。

（1）は適切でない。投資信託の投資資金は「千円」ではなく「1 万円」程度の資金から始め

ることができる。テキスト№ 3 P4「2.（1）①少額資金」参照。

（2）は適切。テキスト№ 3 P5「2.（1）②分散投資」参照。

（3）は適切でない。投資家から集めた資金は，専門家である「ファンドマネージャー」が運

用するが，最終的にはそのファンドに組み入れられている株式など，有価証券の相場動向

がファンドの収益性を大きく左右するため，必ずしも高い運用実績が得られるとは限らな

い。テキスト№ 3 P5「2.（1）③専門家運用」参照。

したがって，本問の正解は（2）である。
（ 17） 農林中金アカデミー

［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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N I S A の 概 要

正解（1）	 正解率　55.0％	

解　説

NISA（少額投資非課税制度）は，個人投資家のための税制優遇制度である。毎年 120

万円までの非課税投資枠が設定され，上場株式・株式投資信託等の配当・譲渡益等が非課

税となる。

（1）は適切。テキスト№ 3 P18 ～ 19「5.（3）① NISA の概要」参照。

（2）は適切でない。NISA とつみたて NISA は，どちらか一方しか利用することができない。

テキスト№ 3 P18 ～ 19「5.（3）① NISA の概要，③つみたて NISA」参照。

（3）は適切でない。NISA の非課税期間は最長 5 年間である。なお，つみたて NISA の非課

税期間は最長 20 年間である。テキスト№ 3 P18 ～ 19「5.（3）① NISA の概要，③つみた

て NISA」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［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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個人型確定拠出年金（iDeCo）の概要

正解（3）	 正解率　66.9％	

解　説

iDeCo は運用結果により，受取額が変わる私的年金の 1 つで，税制メリットがある商品

である。

（1）は適切。テキスト№ 3 P23「6. 個人型確定拠出年金（iDeCo）」参照。

（2）は適切。テキスト№ 3 P23「6. 個人型確定拠出年金（iDeCo）」参照。

（3）は適切でない。掛金の運用商品（預貯金，保険商品，投資信託等）は，原則としていつ

でも変更可能である。テキスト№ 3 P23「6. 個人型確定拠出年金（iDeCo）」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 18）農林中金アカデミー

［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。
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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 ３ 問21 ３ 問31 ２ 問41 ３

問２ １ 問12 ２ 問22 ３ 問32 １ 問42 １

問３ ３ 問13 １ 問23 ３ 問33 １ 問43 ２

問４ ２ 問14 １ 問24 １ 問34 ２ 問44 ３

問５ ３ 問15 ２ 問25 ２ 問35 １ 問45 ３

問６ ２ 問16 ３ 問26 １ 問36 ３ 問46 ２

問７ １ 問17 ２ 問27 ２ 問37 ３ 問47 ３

問８ ２ 問18 １ 問28 ３ 問38 ２ 問48 ２

問９ １ 問19 ２ 問29 ３ 問39 １ 問49 １

問10 ３ 問20 ２ 問30 ２ 問40 ２ 問50 ３

窓口テラー

正解一覧表


