


（ 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］　JAの個人向けローンについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　JAのローンには，農業者に対し，農産物の生産，加工，流通等に必要な資

金を貸し出す「事業性資金貸出」と，組合員に対し住宅や消費財・サービス購
入に必要な資金を貸し出す「個人向け貸出」がある。

（２）　JAの個人向けローンを「JAバンクローン」と呼ぶ。2020 年３月末の総貸
出に占めるその割合は，約５割に達しており，JAの重要な業務として位置付
けられている。

（３）　JAの個人向けローンに占める住宅ローンの残高の比率は９割を超えており，
高い収益性も堅持している。

［問２］　個人向けローンの弱点補強策として，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　個人向けローンは信用リスクが高いため，有価証券または不動産を担保とし

て徴求することを義務付けることにより，信用力を強化している。
（２）　個人向けローンは，事業向け貸出に比べて１件当たりの金額が小さく，管理

コストが高い。そのため，ローンの定型化を図った上でホームページ上に必要
な要件を示し，顧客が申込みをすればその場で可否の結果が判明する，すなわ
ち非対面取引を活用してコスト削減を図っている。

（３）　個人向けローンは，顧客の信用力を調査して裏を取ることが難しいので，各
金融機関は個人信用情報機関に顧客のローンやクレジットの取引情報・返済履
歴等を登録し，その情報を基に適正な与信判断が行える一助としている。

［問３］　個人向けローンの契約締結にあたり，金融機関の担当者として遵守すべき
事項について，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．商品内容について，顧客の知識や経験等に応じて，理解と納得を得ることを目
的とした説明を行う必要がある。

ｂ．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，
十分な説明が必要である。

ｃ．契約の意思確認は，ローン契約者本人に対して行うことが必要であり，その保
証人や担保提供者（物上保証人）に対しては必要ない。

（１）　なし（すべて適切でない）
（２）　１つ
（３）　２つ

ローン推進
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［問４］　住宅金融支援機構「民間住宅ローンの貸出動向調査」（ 2020年 12月）にお
ける，民間金融機関の住宅ローンの取組姿勢について，適切でないものを１
つ選びなさい。

（１）　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。

（２）　住宅ローンの取組姿勢が今後も積極的な理由として，最も多いのは「家計取
引の向上」，次いで「短期的に収益獲得が可能」となっている。

（３）　借換えについても「積極的」が最も多いが，その比率は前回調査（ 2019 年
12 月）よりも減少している。これは，住宅ローンの競争激化により採算が悪化
しているためとみられる。

［問５］　住宅金融支援機構について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　住宅金融支援機構は，2007 年３月の旧住宅金融公庫の廃止に伴い，2007 年

４月に政府が全額出資して設立された。
（２）　住宅金融支援機構は，民間金融機関が行う超長期の一定の条件を備えた住宅

ローン債権を買い取り，それを担保とする債券を発行して個人投資家に販売す
る。

（３）　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る。

［問６］　住宅ローンの金利タイプについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　固定金利型は，基準として長期金利（ 10 年物国債利回り）が適用されるが，

金融機関はこれに金利が上昇した場合のリスクを織り込むので，適用金利が高
くなる。

（２）　変動金利型は，短期プライムレートに連動して適用金利を見直すが，元利金
返済額については５年間変動しない仕組みになっている。

（３）　住宅金融支援機構の 2020 年度「民間住宅ローンの貸出動向調査」によると，
2019 年度の新規貸出に占める固定金利型の割合は，2016 年度以降３年連続増
加して全体の約７割を占め，貸出残高に占める割合も 67％に達している。

［問７］　住宅ローンの返済方式について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　住宅ローンの多くが採用する返済方式である元利均等方式は，元金均等方式

よりトータルの金利支払い額は少なくて済む。
（２）　変動金利型で元利均等方式を採用する場合には，元利金の返済額は５年間変

えない仕組みになっているので，金利が上昇した場合には返済期間が予定より
長くなるおそれがある。

（３）　元金均等方式は，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。
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［問８］　住宅ローンの返済方法について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　ほとんどの金融機関は，返済負担が過度でなく，住宅取得後も健全な生活が

維持できるように，顧客の年収によって融資金額の範囲を定めている。年収に
占める年間返済額の割合は，通常 20％である。

（２）　フラット 35 の返済方法には，元利均等方式と元金均等方式があり，６ヵ月
ごとのボーナス払い（融資金額の 50％以内）も併用できる。

（３）　変動金利型で元利均等方式を採用する場合には，元利金の返済額は５年間変
えない仕組みになっているので，その間は途中で金利が上がれば元金の返済額
を減らすことで調整している。

［問９］　個人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．JA・JFや銀行は貸金業者ではないので総量規制の適用は受けないが，貸金業
法の趣旨にも鑑み，顧客への不相応に多額な融資は避けるよう心掛ける必要が
ある。

ｂ．消費者金融と並び，個人（消費者）に対して行われる販売金融は，2019 年まで
の過去５年で見ると大幅に増加しており，国内総生産に対する比率も高まって
いる。

ｃ．2010 年６月に施行された改正貸金業法は，貸金業者に大きな影響を与えており，
貸金業者の数，消費者向け貸付残高は 2020 年３月まで毎年減少を続けている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 10］　個人向けローンの販売における窓口での対応等について，適切でないも
のを１つ選びなさい。

（１）　顧客の潜在的ニーズとライフプランを理解したら，各種商品メニューの中か
ら，担当者が最もふさわしいと判断した商品を１つだけ提案することが有効で
ある。複数の商品提案は，顧客の判断を惑わせることになるため避ける。

（２）　住宅金融支援機構が，民間金融機関に実施した「住宅ローン貸出動向調査」
（ 2020 年）によれば，住宅ローンの販売チャネルとして主に重視するものは「住
宅事業者ルート」，「取引企業等の職域ルート」，「窓口等での個別対応」となっ
ている。

（３）　ローン材料を収集した場合には，自 JA・JF制定の「ローン材料および進捗
管理表」に入力する。店内打合せの結果，謝絶の先には原則として支店長席が
同行し，誠意をもってその旨を伝える。
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［問 11］　家計の借入れに関する現状について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　一世帯平均の負債残高は，2019 年までの３年間で増加しているが，年収に

占める負債比率は高まっていない。
（２）　総務省が行った「家計調査」（ 2019 年）によれば，勤労者世帯（２人以上の世

帯）の半数以上が借入れを行っており，家庭の多くは何らかの形でローンとか
かわりを持っている。

（３）　金融広報中央委員会が行った「家計の金融動向に関する世論調査」（ 2019 年）
において，借入れの目的として最も多いのは，２人以上の世帯では「住宅の取
得または増改築」，単身世帯では「日常の生活資金」という結果になった。

［問 12］　IT の発達とともに，個人向けローンの非対面取引が拡大しているが，以
下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．非対面取引は，金融機関にとってローンの管理コストを削減できるというメ
リットがある。

ｂ．非対面取引は，顧客にとっては金融機関の窓口に足を運ばなくても取引が可能
になるなど，取引の効率化が図れる。

ｃ．非対面取引は，ITの発達により今後も進展すると思われるので，顧客との接
点が少なくなる。したがって，金融機関の窓口対応の重要性は今後薄れてくる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 13］　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．リテール取引の最終目的は，個人・家計メイン先を増加させることである。そ
の際に，JA・JFが持っている個人向けローンの活用が有力な武器になる。

ｂ．個人・家計メイン化を推進する際に，中心となる商品は住宅ローンである。住
宅ローンの商品開発競争は激しく，商品性も多彩になっている。したがって，
顧客に直接相対する窓口担当者や渉外担当者は，商品内容を十分理解するとと
もに，基本に則ってリスクを回避しつつローンを売り込んでいく，営業力の強
化が求められる。

ｃ．個人ローンの貸出先については，家計コンサルタントとしてのアドバイスも有
効である。家計は安易にローン借入れに依存してはならず，一方で家族の成長
に応じた目的積立も必要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［問 14］　個人向けローンの申込者に対する個人・家計メイン化推進策として，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．個人向けローンの申込獲得時がメイン化推進のスタートとなる。借入申込書を
受け付けた際に，その記載内容を通じて借主の情報を把握し，給与振込の指定
替えなどを勧誘する。

ｂ．個人向けローンの申込者が年金受給年齢に近い場合には，退職金振込指定や年
金指定の予約活動を行い，若年層の場合には，父母祖父母など近親者への年金
口座指定替えを勧誘する。

ｃ．ローン借入申込書の内容は，金融機関により若干の相違はあるが，借主の勤務
先，職位，収入，家族構成，住宅の保有状況，金融機関との取引状況などが詳
しく書かれている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 15］　住宅金融支援機構が 2019年度に行った「住宅ローン借換えの実態調査」
において，借換えを行ったケースとして最も多いものはどれか。ａ～ｃに入
る数値の適切な組合せを，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

・借換え後の融資額別に見ると，（　a　）万円超 2,500 万円以下である。
・借換えまでの経過年数が，（　b　）年以下である。
・借換えによる金利の低下幅は，全期間固定型では（　c　）％以下の場合である。
（１）　ａ．1,500　ｂ．３　ｃ．1.0
（２）　ａ．2,000　ｂ．４　ｃ．0.7
（３）　ａ．2,000　ｂ．５　ｃ．0.5

［問 16］　住宅ローンの借換え防止策として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　JAあんしん計画を利用している顧客の中で，11 年目に入り金利が上昇した

案件，特約期限が迫っており，近々金利が上昇する案件をリストアップし，そ
の先に対しては，役職者をはじめ窓口担当者や渉外担当者が情報を共有し，常
時目を配る。

（２）　顧客から金利引下げの申し出を受けた場合には，増改築等のローン提案を行
い，提案に応じなければ安易な引下げには同意しない。

（３）　住宅ローンを借りたもののその後は疎遠になっている先に対して，給与の振
込指定を受けたり，ガスや水道料金の引落し口座としてもらうことでメイン化
を図る。
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［問 17］　自店の内部取引情報を活用したローン推進について，適切でないものを
１つ選びなさい。

（ 1）　CIF（顧客情報ファイル）情報は，ローン取引を行う最初の時点で顧客から
提出された借入申込書をベースに自店で作成されたもので，その後は常に更新
するとともに，取引のメイン化を進めていく必要がある。

（２）　一般的に，取引歴が長い顧客は，延滞率が低い傾向にある。
（３）　信販，クレジット会社，サラ金へ毎月振込みを行っている顧客に対しては，

ローンの借換えを積極的にアプローチする。

［問 18］　職域ルートを活用したローン推進について，適切でないものを１つ選び
なさい。

（１）　職域ルートでローンの推進を行う場合，まずは自 JA・JFと取引がなくても
一定規模以上の職域先を選定し，アタックすることが有効である。

（２）　比較的期間が短く，融資金額も少額である個人ローンの借換えは，顧客と
JA・JF双方にとって手間のかかる割にメリットがそれほど多くないので，職
域ルートを活用して推進することが極めて有効である。

（３）　職域ルートでローンの推進を行う際は，企業ごとにニーズを把握した上で，
個別の推進メニューを作成することが有効である。

［問 19］　住宅ローンの借換えを推進する場合には，顧客から「いつ，どの金融機
関で，いくらを，金利何％で借りているか」をヒアリングした上で，借換え
によって具体的に「いくら返済額が軽減するか」を説明する必要があるが，
その他に借換え推進の前提条件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．守りの体制，すなわち自 JA・JF住宅ローンの流失防止体制を確立しておく。
ｂ．担保割れしている場合は，借換えローンの適用は検討しないようにする。
ｃ．借換え推進を，他の金融機関に気付かれないようにする。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［問 20］　住宅ローンに関連する情報として，適切なものを（１）～（３）の中から１
つ選びなさい。

（１）　総務省統計局の「住宅・土地統計調査」（ 2018 年）によると，わが国の 2018
年の住宅総数は 6,240 万戸で，住宅全体に占める「持ち家率」は 61.2% に達し
ている。すなわち，住宅建設は量から質の時代を迎えたと言える。

（２）　住宅購入者の平均像から見ると，購入資金に関しては，自己資金が約３割で
借入れが約７割となっている。

（３）　住宅ローンの新規推進のターゲットとして有望なのは，団地・アパート居住
の 25～35 歳の顧客である。

［問 21］　住宅ローンの基本的な商品概要について，適切でないものを１つ選びな
さい。

（１）　借換えに伴う諸費用には，利用することができない。
（ 2）　融資期間は２年以上，35 年以内である。
（ 3）　融資金額は 30 万円以上，１億円以内である。

［問 22］　住宅ローンの契約時に借主に発生する費用について，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．金融機関は融資した物件に対し，第１順位の抵当権を設定する。最近では，金
融機関は保証会社の保証のみで，保証会社が担保を取る形もあるが，いずれの
場合でも借主は抵当権設定のための費用がかかる。

ｂ．JA・JF住宅ローンは，原則保証人は必要ないが，代わりに保証機関の保証を
義務付けている。ただし，保証料は JA・JFが負担するので，借主の費用負担
はない。

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

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ



（ 8）農林中金アカデミー

［問 23］　住宅ローンの手数料・保険について，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．事務手数料は，住宅ローンを借りる際に，借主が金融機関に対して支払う手数
料である。

ｂ．住宅ローンは競争激化により金利が下がり，金融機関は低い利益しか見込めな
い状況であるため，期限前に返済された場合には採算が取れなくなるおそれが
生じる。そのため，期限前の返済に対しては，予め一部繰上げ返済手数料，期
限前完済手数料などを徴収する旨を定めることにしている。

ｃ．団体信用生命共済（保険）は，金融機関と保険会社が提携して，ローン利用者を
被保険者として契約するものであり，ローン利用者が亡くなった場合に相続人
に共済金が支払われる。

（１）　１つ
（２）　２つ 
（３）　３つ

［問 24］　リフォーム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）　融資金額は，10 万円以上 1,000 万円以内である（一般型Aの場合）。
（２）　金利タイプは固定型である。
（３）　融資期間は，１年以上 10 年以内である（一般型Aの場合）。

［問 25］　住み替えローンについて，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．住み替えの場合には，新たに登記費用や不動産に係る費用が発生するが，この
費用を融資する金融機関はないため，顧客は自己資金を用意しておく必要があ
る。

ｂ．担保不足を回避する意味もあり，自宅購入から４年経過した人に限り，住み替
えローンを認めている金融機関もある。

ｃ．新しく購入する物件の資金手当てを先に行う場合には，既存の融資と重複する
という特徴があり，担保不足が生じる可能性がある。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［問 26］　空き家と政府の対策について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　総務省の住宅・土地統計調査（ 2018年）によると，空き家数は総住宅数の

10％を超えるに至っており，防災性・防犯性の低下，ごみの不法投棄，衛生の
悪化など周辺への様々な悪影響を与えているため，放置できない状況になって
いる。

（２）　政府は空き家対策として，税制上の特例措置を設けている。すなわち，相続
または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷
地等を，2023 年 12 月 31 日までの間に売却した場合，一定の条件に当てはま
る時は，譲渡所得の金額から最高 3,000 万円まで控除することができる。

（３）　空き家対策の税制上の特例措置の対象となるのは，被相続人が相続の開始直
前において居住していた家屋である。被相続人が老人ホーム等に入居していた
場合（一定の要件を満たした場合に限る）は，特例の対象とはならない。

［問 27］　ローンを使ったアパート建築は相続税対策として有効だが，その理由と
して適切でないものを１つ選びなさい。

（１）　アパート建築に伴う借入金は，そのままの金額が債務控除される。
（２）　アパートの建物の課税評価額は，借家権割合（通常 30％）が減額されるので，

相続税評価額はその分安くなる。
（３）　アパートの事業用宅地は，200 ㎡までの部分が貸家建付地として評価され，

さらにその価額の 60％が原則としてカットされる。

［問 28］　住宅金融支援機構のフラット 35の利用条件について，適切でないものを
１つ選びなさい。

（１）　申込時の年齢が 70 歳未満であること。ただし，親子リレー返済を希望する
場合はその限りではない。

（２）　住宅金融支援機構団体信用生命保険特約制度への加入が，義務付けられてい
る。

（３）　保証人は必要ない。ただし，対象物件に第１順位抵当権を設定する。
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［問 29］　住宅関連会社との情報交換について，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．住宅関連会社とのパイプ作りのためには，自 JA・JFの住宅ローン説明会の開
催やタイアップ渉外などの手法は有効とは言えない。

ｂ．住宅関連会社との緊密な関係を築くことは，金融機関のみならず，住宅関連会
社にとってもメリットがある。

ｃ．住宅関連会社からの住宅ローンの持込案件については，「持込実績表」を作成し，
住宅関連会社ごとに実績を把握できるようにする。顧客から住宅関連会社を紹
介してほしいと依頼された場合には，持込実績が上位の会社の中から選び，恩
に報いるようにする。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 30］　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．わが国の金利水準は，長い間低い水準で横ばいになっているので，顧客にとっ
て借換えのメリットが出にくい状態になっている。

ｂ．増改築は築後５～10 年が目安とされているが，新築時に借り入れた住宅ロー
ンの残高は，この時点ではあまり減っていない顧客が多い。そこで，増改築の
折に，既存の他金融機関の住宅ローンも借り換えてもらい，一本化する戦略も
ある。

ｃ．対象となる物件を不動産登記簿で閲覧して探す場合，乙区に所有権移転請求権
保全の仮登記が記載された物件は，慎重な対応が必要である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 31］　住宅ローンの借換え推進には，法務局で不動産登記簿を閲覧することが
有効であるが，その際の留意点として適切なものを１つ選びなさい。

（１）　表題部を閲覧し，所有者が誰かだけでなく，登記の受付年月日や番号，所有
権を得た原因と日付を必ず確認する。

（２）　乙区欄を閲覧し，借入先，金額，金利，借入日，担保の種類などの情報をつ
かむ。

（３）　甲区欄を閲覧し，借換え推進を行う際の担保に関する情報を取得する。
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［問 32］　住宅ローン相談会の開催のポイントについて，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．店頭利用客や店舗前を通る通行人から見込客を発掘していくためにも，ポス
ターの掲示はもちろん，JA・JF住宅ローンのメリット（金利等）をしっかりと
アピールした店頭ディスプレーを実施する。

ｂ．開催頻度は，各店舗３ヵ月に１回程度。単発的な開催ではなく，継続的に開催
する。

ｃ．開催場所については，市民会館やイベントホールなどの外部会場は避ける。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 33］　2019年４月１日より発足した，新しい相続時精算課税選択の特例につい
ては，財産移転をスムーズにできるなどのメリットがあるが，注意すべき点
もある。注意点として，適切でないものを１つ選びなさい。

（１）　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
贈与税について認められている，最高 2,000 万円までの贈与税の控除（夫婦間
贈与の特例）が受けられなくなる。

（２）　一度この制度を選択すると，その年以降すべてこの制度が適用され，元に戻
ることはできない。

（３）　小規模宅地の特例が受けられなくなる。

［問 34］　住宅にかかる税金には，取得した時や保有している期間中にかかるもの
がある。以下の組合せのうち，住宅取得時にかかる税金として適切なものは
どれか。（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．固定資産税
ｂ．登録免許税
ｃ．不動産取得税
ｄ．消費税
（１）　a，b，c
（２）　a，c，d
（３）　b，c，d
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［問 35］　マイカーローンと教育ローンの推進について，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．マイカーローンは，自動車の修理・車検費用，車庫建設費用（ 300 万円以内）に
も利用可能である。

ｂ．マイカーローンは，自店の顧客管理資料に基づく日常の渉外活動や職域セール
ス，地場のディーラーからの紹介が有効であり，教育ローンは全職員による
「一斉セールス」が有効である。

ｃ．教育ローンの資金使途は，学費納付書等の確認資料を申し受けて確認する。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 36］　JAバンクの教育ローンの商品概要について，適切でないものを１つ選び
なさい。

（１）　返済方法は元利均等返済で，ボーナス併用の返済は認めていない。
（２）　融資対象は，教育施設に就学予定または就学中の子弟がいる人である。
（３）　担保や保証は不要だが，JAが指定する保証機関の保証は必要である。

［問 37］　JAバンクの多目的ローン（一般型A）の商品概要について，適切なものを
１つ選びなさい。

（１）　融資対象になる人は，JAが指定する保証機関の保証を受けられる人である。
（２）　事業資金にも，多目的ローンは利用できる。
（３）　繰上げ返済，条件変更の場合には，手数料は不要である。

［問 38］　ＪAバンクのカードローンの商品概要について，適切でないものを１つ
選びなさい。

（１）　融資金額は 10 万円以上 500 万円以内である。
（２）　変動金利型と固定金利型がある。
（３）　前月約定返済日現在の借入残高に応じて，返済用貯金口座からの自動引き落

しにより返済する。
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［問 39］　カードローンの顧客側のメリットについて，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．顧客はCDやATMを利用して，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，普通貯金に振り込むことで自動的に返
済が進む。

ｂ．ローンカードを保有していても使用しない限り何ら負担を負うわけではなく，
予定外に資金が必要になった時に利用することができるので，緊急時に対応で
きる。

ｃ．資金使途は自由であり，事業性資金にも利用できるというメリットがある。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 40］　カードローンの特徴について，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．カードローンは，潜在的な資金需要者を主たる対象として開発されているが，
実際に契約者の半数近くは借入れが発生していない。したがって，「機能とし
てのローン」を売り込むとともに，潜在的な資金需要に対して小口かつ大量に
販売することが必要である。

ｂ．各金融機関は，商品に独自性を出そうと努力しており，適用金利の下限を下げ
たり，下限を下げないまでも給与・年金の振込指定，クレジットカードの利用，
公共料金の自動振替などの取引項目を設定し，この取引項目数に応じて金利を
優遇する所も見受けられる。

ｃ．カードローンは適用金利が高く，住宅ローンが利幅の大きな商品ではなくなっ
た現在，相対的に利幅の大きな商品である。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［問 41］　以下のケースにおけるAさんの年間返済比率（小数点第２位以下四捨五
入）について，適切なものを１つ選びなさい。

＜ケース＞
　前年度税込年収 1,100 万円のAさんから，マイカーローン 300 万円の申込みを受
けた。この案件では，マイカーローンの年間返済額は 50 万円となる。Aさんの借
入状況は，以下のとおりである。
【借入状況】
教育ローン借入残高 240 万円（当初借入額 300 万円）
毎月返済額５万円（年間返済額 60 万円）
住宅ローン借入残高 2,200 万円（当初借入額 3,000 万円）
毎月返済額 8万 5,000 円（年間返済額 102 万円）
（ 1）　 7.7％
（２）　19.3％
（３）　21.2％

［問 42］　団体信用生命共済（保険）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．金融機関が団体信用生命共済（保険）を付保するのは，住宅ローン等のように収
益を生まない資産取得を対象とするローンで，借主が死亡した場合，弁済力の
ない遺族を担保処分のために退去させる等の問題を回避することを狙いとして
いる。

ｂ．住宅ローンの借入時に申告する健康状態の告知事項欄に，虚偽の記載（不実記
載）があった場合や，契約後１年以内の自殺の場合，もしくは犯罪行為を受け
た結果，死亡もしくは高度障害となった場合には，共済金が支払われないこと
もある。

ｃ．団体信用生命共済（保険）の共済掛金は，金融機関が負担する場合が一般的だが，
すべての金融機関がそうとは限らない。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［問 43］　住宅ローンの申込受付時に顧客から徴求する書類について，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．契約書の名前，印影との一致を確認するため，６ヵ月以内に発行された印鑑証
明書を徴求した。

ｂ．所得確認のため，給与所得者であるローン申込者から，源泉徴収票を徴求した。
ｃ．資金使途を確認するため，ローン申込者に対し，購入する住宅の売買契約書の
提出を求めた。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 44］　ローン取引にあたり特別な注意を要する人について，適切でないものを
１つ選びなさい。

（１）　未成年者や成年被後見人などの「制限行為能力者」との取引については，こ
れらの人を法的に保護することを目的に，取引に取消権が認められているので
注意が必要である。

（２）　多重債務者は，外見や短時間の面接ではなかなか判別できないが，個人情報
センターに照会すれば，既に多重債務の状態になっている人はほとんど排除で
きる。

（３）　夫婦一方の行為が家事代理権の範囲に属さない場合でも，民法 110 条の表見
代理が成立するので，ローン取引上，問題が生じることはない。

［問 45］　代理人による手続きについて，ローン担当者として適切でない対応はい
くつあるか。（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．妻が息子の結婚資金として，夫の名義で 1,000 万円のローンの申込みに来店し
たので，手続きを行った。

ｂ．来店した人が本人の代理人だと称し，本人の委任状も印鑑証明書も持参したの
で，フリーローンの手続きを行ったが，後日，本人が「代理権を与えていな
かった」と言ってきた。しかし，取引店では「これは表見代理が成り立つから
問題ない」として放置した。

ｃ．ローン借入れの印紙の消印を押し忘れていたが，債務内容に直接関係のない個
所の消印漏れであったことから，使いの人（使者）が訪れたので消印を押しても
らった。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［問 46］　ローン延滞先への初動として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　あらためて債権書類の点検を行う。
（２）　延滞を生じたローン借主と直ちに連絡を取り，入金の督促を行い，必ず入金

の約束を得るようにする。
（３）　相手が会社員の場合，平日の日中は勤務先にいるので，そこに電話し，本人

が不在の場合は同僚や上司に伝言を依頼する。

［問 47］　内容証明郵便による督促について，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．内容証明による督促は，金融機関の強い意思表示になるとともに，債務者に対
して法的に支払いを強制するような効力を有している。

ｂ．債務者は，内容証明に対して回答する義務がある。
ｃ．金銭債権の時効は，債務者に支払いの催告をすることによって，当面３ヵ月間
時効の完成が猶予されることになっており，この催告を内容証明によって行う。

（ 1）　なし（すべて適切でない）
（ 2）　１つ
（ 3）　２つ

［問 48］　居住用財産を譲渡した場合の特別控除について，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．この制度は居住用財産を譲渡した場合で，一定の条件を満たす時は，その譲渡
益から上限 3,000 万円の控除が認められるという制度である。

ｂ．住宅取り壊し後，譲渡契約の日まで，その敷地を貸駐車場などその他の用に供
している場合には，この制度は適用されない。

ｃ．この制度の適用を受けるには，売却した人の所有期間が 10 年以上であること
が必要である。

（ 1）　１つ
（ 2）　２つ
（ 3）　３つ
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［問 49］　特殊な債権管理について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　個人再生は，民事再生法の改正により 2001 年４月から施行された制度で，

一定の条件を満たせば，住宅を維持したまま債務整理ができる。弁済期間は３
年で，特別な事情があれば５年まで延長が可能である。

（２）　保証人・担保権者・担保物の第三取得者・後順位担保権者・親兄弟から弁済
の申し出があった場合には，債権者としての金融機関はこれを拒むことができ
ない。

（３）　親戚や知人などから弁済の申し出があった場合には，金融機関はこれを債務
者に通知し，または債務者がこれを承諾することが債務者その他の第三者に対
抗する要件である。

［問 50］　ローン取引時に徴求する，以下の書類のチェックポイントについて，適
切でないものを１つ選びなさい。

（１）　健康保険被保険者証で，一見客の取引時確認を行う。
（２）　確定申告書は，原則税務署の受領印があるものとする。
（３）　給与証明書などの年収証明書は，発行先（企業等）の信頼性がポイントである。
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