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解説編の利用にあたって

1 ．試験問題は，弊社ホームページに掲載中の別ファイルをご利用下さい。

2 ．解説に，2021年度の通信教育テキストの参照ページを記載していますが，今後，通信教育

テキストの改訂により参照ページが変更になる可能性がありますので，ご注意ください。

3 ．試験問題と解説は，試験実施日を基準にしておりますので，勉強にあたっては，その後の

「法令・規則・制度等」の改正，変更にご注意下さい。
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現金，手形・小切手についての知識

正解（1）	 正解率　85.3％	

解　説

窓口担当者にとって日常業務で欠かすことのできない，現金と手形・小切手の基本知識

を確認する問題である。

（1）は適切でない。損傷券の引き換えの規定は，紙幣の表・裏の両面があり，3 分の 2 以上

の面積が残っているものは全額，5 分の 2 以上，3 分の 2 未満の面積が残っているものは

半額と，日本銀行で手数料なしで引き換えることができる。テキスト№ 1 P10「3（1）①

C 損傷券」参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P10「3（1）②約束手形」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P15「3（1）③小切手」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］　現金，手形・小切手について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　法律で定められた「損傷券」の一定の規定に基づき，紙幣の表・裏の両面が

あって，３分の２以上の面積が残っているものは全額，３分の１以上３分の２
未満の面積が残っているものは半額として，日本銀行で引き換えができる。

（２）　「約束手形」とは，振出人が受取人に，いつ，どこで，いくら支払うかを約
束したもので，手形法で定められた支払約束証券という有価証券の一種である。

（３）　「小切手」とは，金融機関に対して自己の当座貯金から一定額を支払っても
らうことを委託して発行され，小切手法で定められた支払委託証券という有価
証券の一種である。

［問２］　支払期日が 20××年 10月 20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。

［ 10 月］

日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

（１）　10 月 20 日，21 日，22 日
（２）　10 月 21 日，22 日，24 日
（３）　10 月 20 日，21 日，24 日

窓口テラー
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約束手形の支払呈示期間

正解（3）	 正解率　93.1％	

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 10 月 20 日（木）なので，支払呈示期間は 

10 月 20 日，21 日，24 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（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］　現金，手形・小切手について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　法律で定められた「損傷券」の一定の規定に基づき，紙幣の表・裏の両面が

あって，３分の２以上の面積が残っているものは全額，３分の１以上３分の２
未満の面積が残っているものは半額として，日本銀行で引き換えができる。

（２）　「約束手形」とは，振出人が受取人に，いつ，どこで，いくら支払うかを約
束したもので，手形法で定められた支払約束証券という有価証券の一種である。

（３）　「小切手」とは，金融機関に対して自己の当座貯金から一定額を支払っても
らうことを委託して発行され，小切手法で定められた支払委託証券という有価
証券の一種である。

［問２］　支払期日が 20××年 10月 20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。

［ 10 月］

日 月 火 水 木 金 土

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

（１）　10 月 20 日，21 日，22 日
（２）　10 月 21 日，22 日，24 日
（３）　10 月 20 日，21 日，24 日
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小切手の支払呈示期間

正解（2）	 正解率　52.9％	

解　説

小切手の支払を受けるためには，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。

本問の呈示期間にある休日（休業日）は全て支払呈示期間内に当たるため全てそのまま算

入される。よって，本問の支払呈示期間は 9 月 11 日～ 9 月 20 日である。テキスト№ 1 P17 

「3（1）③ c．小切手の支払い」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３］　振出日が 20××年９月 10日（土）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。

［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 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

（１）　９月 10 日～20 日
（２）　９月 11 日～20 日
（３）　９月 12 日～21 日

［問４］　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）　小切手を一般線引小切手にすると，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，受け入れ先は，自己
の取引先か他の金融機関に限定される。一般線引小切手は，特定線引小切手に
することが可能である。

（２）　特定線引小切手とは，平行線の中に特定の金融機関名が記入されたもので，
記入された金融機関にだけ支払うことができる。特定金融機関が支払人の時は，
当該特定金融機関の取引先にだけ支払いができる。この特定線引小切手は，一
般線引小切手に変更できない。

（３）　自己宛小切手とは，支払銀行が振出人になっている小切手のことをいい，お
客さまの依頼を受けて，小切手金額の支払いを事前に受けて発行するのが一般
的である。小切手なので，当座貯金口座のないお客さまからの依頼には応じら
れない。
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小切手についての説明

正解（3）	 正解率　66.7％	

解　説

小切手は現金と同様に扱われており，支払い手段として流通している。金融機関のプロ

としてお客さまの質問にも答えられる知識が必要である。現行，小切手は線引きされたも

のが一般的で，平行線の間に「銀行渡り」「銀行」「Bank」などと記入されている。

（1）は適切。テキスト№ 1 P18「3（1）c ②一般線引小切手」参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P18 ～ 19「3（1）c ③特定線引小切手」参照。

（3）は適切でない。自己宛小切手は支払いの確実（支払銀行が振出人）な小切手を必要とす

るお客さまの依頼に応じて発行するもので，基本的には同額のお金を渡してその場で作成

してもらう。そのため，当座貯金口座を開設する必要はない。テキスト№ 1 P19「3（1）c（3） 

自己宛小切手」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３］　振出日が 20××年９月 10日（土）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。

［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 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

（１）　９月 10 日～20 日
（２）　９月 11 日～20 日
（３）　９月 12 日～21 日

［問４］　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）　小切手を一般線引小切手にすると，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，受け入れ先は，自己
の取引先か他の金融機関に限定される。一般線引小切手は，特定線引小切手に
することが可能である。

（２）　特定線引小切手とは，平行線の中に特定の金融機関名が記入されたもので，
記入された金融機関にだけ支払うことができる。特定金融機関が支払人の時は，
当該特定金融機関の取引先にだけ支払いができる。この特定線引小切手は，一
般線引小切手に変更できない。

（３）　自己宛小切手とは，支払銀行が振出人になっている小切手のことをいい，お
客さまの依頼を受けて，小切手金額の支払いを事前に受けて発行するのが一般
的である。小切手なので，当座貯金口座のないお客さまからの依頼には応じら
れない。
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内 国 為 替 業 務 の 概 要

正解（3）	 正解率　67.6％	

解　説

為替は遠隔地間の資金決済に直接現金を送らず，金融機関を通して決済する仕組である。

為替は貯金，貸出とともに JA・JF の主要業務の 1 つとして重要な機能を持っている。

（1）は適切。テキスト№ 1 P24「3（3）④ b．代金取立」参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P24「3（3）④ a．振込」参照。

（3）は適切でない。送金で資金を送るには，一般に送金小切手（送手）が使われる。自己宛

小切手は支払い手段としてお客さまが支払いの確実な小切手を必要とする時に発行するも

のである。テキスト№ 1 P24「3（3）④ c．送金」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問５］　内国為替業務について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　代金取立は，商売などで手形や小切手を受け取った人が，それらを現金に換

える時に利用される決済方法である。
（２）　振込は，受取人が金融機関に口座を持っている場合に利用される決済方法で，

送られた資金は，その預貯金口座に入金される。
（３）　送金は，受取人が金融機関に口座を持っていない時に利用される決済方法で，

一般に自己宛小切手（預貯金小切手）が使われる。

［問６］　事務処理の５原則についての説明として，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．現物主義の原則。現物とは，現金・手形・小切手類などを指し，現物に基づい
て確認し，授受・保管や管理を正確に行うことが基本である。必ずお客さまの
面前で現金類の確認を行うことが必要である。

ｂ．確認主義の原則。処理した事務は必ず他の人や電子計算システムなどで照合・
照査し，チェックし合う。目を代えて確認することで事務の正解性を高め，ミ
スを未然に防ぐことができる。

ｃ．検証主義の原則。間違いのない事務処理をするために，担当者は処理した仕事
をもう一度自分で見直して，再確認をする。

ｄ．記録主義の原則。すべての取引は，記録して保存する。取引がお客さまの意思
どおりに処理されたか確認するとともに，後日の証拠となる。

ｅ．個人責任主義の原則。「個々の仕事の責任は，事務処理を遂行する個人にある」
ということを前提にして，すべての取引や事務処理に担当者印や検証印を押し，
責任の所在を明確にする。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ

［問７］　お客さまの印章の取扱いについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　印鑑の押印は，本来お客さま自身が行うものであるが，やむを得ない場合に

限って，押す場所と使途を明確に説明し，お客さまの目の前で押印する。
（２）　印鑑を，未記入の用紙に先にもらったり，予備の用紙にもらったりしてはい

けない。また，当初から捨印を押すことも避け，基本的には，訂正箇所に訂正
印を押印してもらう。

（３）　印鑑の押捺は１つが原則である。違う種類の印鑑を並べて押すのは当然避け
るべきであるが，同一印鑑の場合はかまわない。
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事務処理の 5 原則の概要

正解（1）	 正解率　60.8％	

解　説

事務は「正確・迅速・丁寧」の 3 つの基本に従って行うことが大切であり，その 3 つの

基本に従って処理を行うために事務処理の 5 原則がある。

ａ．ｄ．ｅ．は適切。テキスト№ 1 P71「1（1）②事務の 5 原則」参照。

ｂ．は適切でない。検証主義の原則の説明となっている。テキスト№ 1 P71「1（1）②事務

の 5 原則」参照。

ｃ．は適切でない。確認主義の原則の説明となっている。テキスト№ 1 P71「1（1）②事務

の 5 原則」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５］　内国為替業務について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　代金取立は，商売などで手形や小切手を受け取った人が，それらを現金に換

える時に利用される決済方法である。
（２）　振込は，受取人が金融機関に口座を持っている場合に利用される決済方法で，

送られた資金は，その預貯金口座に入金される。
（３）　送金は，受取人が金融機関に口座を持っていない時に利用される決済方法で，

一般に自己宛小切手（預貯金小切手）が使われる。

［問６］　事務処理の５原則についての説明として，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．現物主義の原則。現物とは，現金・手形・小切手類などを指し，現物に基づい
て確認し，授受・保管や管理を正確に行うことが基本である。必ずお客さまの
面前で現金類の確認を行うことが必要である。

ｂ．確認主義の原則。処理した事務は必ず他の人や電子計算システムなどで照合・
照査し，チェックし合う。目を代えて確認することで事務の正解性を高め，ミ
スを未然に防ぐことができる。

ｃ．検証主義の原則。間違いのない事務処理をするために，担当者は処理した仕事
をもう一度自分で見直して，再確認をする。

ｄ．記録主義の原則。すべての取引は，記録して保存する。取引がお客さまの意思
どおりに処理されたか確認するとともに，後日の証拠となる。

ｅ．個人責任主義の原則。「個々の仕事の責任は，事務処理を遂行する個人にある」
ということを前提にして，すべての取引や事務処理に担当者印や検証印を押し，
責任の所在を明確にする。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ

［問７］　お客さまの印章の取扱いについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　印鑑の押印は，本来お客さま自身が行うものであるが，やむを得ない場合に

限って，押す場所と使途を明確に説明し，お客さまの目の前で押印する。
（２）　印鑑を，未記入の用紙に先にもらったり，予備の用紙にもらったりしてはい

けない。また，当初から捨印を押すことも避け，基本的には，訂正箇所に訂正
印を押印してもらう。

（３）　印鑑の押捺は１つが原則である。違う種類の印鑑を並べて押すのは当然避け
るべきであるが，同一印鑑の場合はかまわない。
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印 章 の 取 扱 い

正解（3）	 正解率　89.2％	

解　説

社会のデジタル化やペーパーレス化が進むにつれて「通帳レス」「印鑑レス」の取引が

今後は増えていくと考えられる。しかし，金融機関の担当者として印章の取扱いに精通し

ていることは今後も求められる。

（1）は適切。テキスト№ 1 P72 ～ 73「1（4）印章の取扱い①」参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P73「1（4）印章の取扱い②」参照。

（3）は適切でない。印鑑票，払戻用紙等すべての取引において，印鑑の押捺は同一印鑑でも

並べて押すことは避ける。新しい印鑑票，払戻用紙等をいただくことが必要である。テキ

スト№ 1 P73「1（4）印章の取扱い③」参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問５］　内国為替業務について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　代金取立は，商売などで手形や小切手を受け取った人が，それらを現金に換

える時に利用される決済方法である。
（２）　振込は，受取人が金融機関に口座を持っている場合に利用される決済方法で，

送られた資金は，その預貯金口座に入金される。
（３）　送金は，受取人が金融機関に口座を持っていない時に利用される決済方法で，

一般に自己宛小切手（預貯金小切手）が使われる。

［問６］　事務処理の５原則についての説明として，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．現物主義の原則。現物とは，現金・手形・小切手類などを指し，現物に基づい
て確認し，授受・保管や管理を正確に行うことが基本である。必ずお客さまの
面前で現金類の確認を行うことが必要である。

ｂ．確認主義の原則。処理した事務は必ず他の人や電子計算システムなどで照合・
照査し，チェックし合う。目を代えて確認することで事務の正解性を高め，ミ
スを未然に防ぐことができる。

ｃ．検証主義の原則。間違いのない事務処理をするために，担当者は処理した仕事
をもう一度自分で見直して，再確認をする。

ｄ．記録主義の原則。すべての取引は，記録して保存する。取引がお客さまの意思
どおりに処理されたか確認するとともに，後日の証拠となる。

ｅ．個人責任主義の原則。「個々の仕事の責任は，事務処理を遂行する個人にある」
ということを前提にして，すべての取引や事務処理に担当者印や検証印を押し，
責任の所在を明確にする。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ

［問７］　お客さまの印章の取扱いについて，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　印鑑の押印は，本来お客さま自身が行うものであるが，やむを得ない場合に

限って，押す場所と使途を明確に説明し，お客さまの目の前で押印する。
（２）　印鑑を，未記入の用紙に先にもらったり，予備の用紙にもらったりしてはい

けない。また，当初から捨印を押すことも避け，基本的には，訂正箇所に訂正
印を押印してもらう。

（３）　印鑑の押捺は１つが原則である。違う種類の印鑑を並べて押すのは当然避け
るべきであるが，同一印鑑の場合はかまわない。
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貯 金 保 険 制 度 の 概 要

正解（2）	 正解率　40.2％	

解　説

（1）は適切。テキスト№ 1 P84「4（4）対象貯金等」参照。

（2）は適切でない。保護の範囲は 1 金融機関につき 1 貯金者あたり元本 1,000 万円およびそ

の元本に係る利息等である。同一金融機関の複数支店に取引がある場合は合算（名寄せ）

する。テキスト№ 1 P84 ～ 85「4（5）保護の範囲」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P83 ～ 85「4（2）ペイオフとは，（5）保護の範囲」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］　貯金保険制度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）　貯金保険制度の対象となる貯金等の範囲は，貯金，定期積金，元本補てん契

約のある金銭信託（含む貸付信託），農林債（保護預かり専用商品に限る）および，
これらの貯金等を用いた積立・財形貯蓄商品，確定拠出年金の運用に係る貯金
等である。

（２）　保護の範囲は，JA・JFの一店舗ごとに貯金者一人あたり元本 1,000 万円お
よびその元本に係る利息等である。

（３）　保険の対象は法人・個人を問わない。また，「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普通貯金は，全額保護の
対象となる。

［問９］　預貯金者保護法の説明として，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法の目的は，ATMを利用した偽造・盗難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である。
（２）　保護対象は，個人・法人の預貯金者である。保護義務があるのは，預貯金受

入金融機関である。
（３）　補償対象の取引範囲は，同一金融機関のATMを利用した預貯金の払戻しお

よび金銭の借入である。

［問 10］　財形住宅貯蓄の説明として，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．預入条件は，55 歳以下の勤労者であること。
ｂ．５年以上定期的に預入れ等が行われること。
ｃ．預入れした元金を持ち家としての住宅取得等に充当すること。
ｄ．住宅を取得する場合，住宅取得資金について融資が受けられるのは，財形貯蓄
の取扱金融機関からである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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預貯金者保護法の概要

正解（1）	 正解率　79.4％	

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い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。

（1）は適切。テキスト№ 1 P85「4（6）①預貯金者保護法の目的」参照。

（2）は適切でない。保護の対象となるのは個人の預貯金者であり，法人は含まれない。テキ

スト№ 1 P85「4（6）②保護対象」参照。

（3）は適切でない。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

入である。同一金融機関という制限はない。テキスト№ 1 P85「4（6）③補償範囲」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］　貯金保険制度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）　貯金保険制度の対象となる貯金等の範囲は，貯金，定期積金，元本補てん契

約のある金銭信託（含む貸付信託），農林債（保護預かり専用商品に限る）および，
これらの貯金等を用いた積立・財形貯蓄商品，確定拠出年金の運用に係る貯金
等である。

（２）　保護の範囲は，JA・JFの一店舗ごとに貯金者一人あたり元本 1,000 万円お
よびその元本に係る利息等である。

（３）　保険の対象は法人・個人を問わない。また，「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普通貯金は，全額保護の
対象となる。

［問９］　預貯金者保護法の説明として，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法の目的は，ATMを利用した偽造・盗難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である。
（２）　保護対象は，個人・法人の預貯金者である。保護義務があるのは，預貯金受

入金融機関である。
（３）　補償対象の取引範囲は，同一金融機関のATMを利用した預貯金の払戻しお

よび金銭の借入である。

［問 10］　財形住宅貯蓄の説明として，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．預入条件は，55 歳以下の勤労者であること。
ｂ．５年以上定期的に預入れ等が行われること。
ｃ．預入れした元金を持ち家としての住宅取得等に充当すること。
ｄ．住宅を取得する場合，住宅取得資金について融資が受けられるのは，財形貯蓄
の取扱金融機関からである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

−9−

窓口テラー



財 形 住 宅 貯 蓄 の 概 要

正解（1）	 正解率　0.0％	

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

に充当することにより，非課税の対象となる。財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の元本を合わ

せて 550 万円までが非課税の限度額である。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。

ａ．は適切ではない。年齢は 55 歳以下ではなく，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。

ｂ．は適切。テキスト№ 1 P122「3（6）①財形住宅貯蓄」参照。

ｃ．は適切でない。住宅取得に充当するのは元金だけではなく元利金である。テキスト№ 1 

P122「3（6）①財形住宅貯蓄」参照。

ｄ．は適切でない。住宅取得の資金の融資を受けられるのは取扱金融機関だけではなく事業

主等も含まれる。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。

（ 4）農林中金アカデミー

［問８］　貯金保険制度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）　貯金保険制度の対象となる貯金等の範囲は，貯金，定期積金，元本補てん契

約のある金銭信託（含む貸付信託），農林債（保護預かり専用商品に限る）および，
これらの貯金等を用いた積立・財形貯蓄商品，確定拠出年金の運用に係る貯金
等である。

（２）　保護の範囲は，JA・JFの一店舗ごとに貯金者一人あたり元本 1,000 万円お
よびその元本に係る利息等である。

（３）　保険の対象は法人・個人を問わない。また，「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普通貯金は，全額保護の
対象となる。

［問９］　預貯金者保護法の説明として，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法の目的は，ATMを利用した偽造・盗難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である。
（２）　保護対象は，個人・法人の預貯金者である。保護義務があるのは，預貯金受

入金融機関である。
（３）　補償対象の取引範囲は，同一金融機関のATMを利用した預貯金の払戻しお

よび金銭の借入である。

［問 10］　財形住宅貯蓄の説明として，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．預入条件は，55 歳以下の勤労者であること。
ｂ．５年以上定期的に預入れ等が行われること。
ｃ．預入れした元金を持ち家としての住宅取得等に充当すること。
ｄ．住宅を取得する場合，住宅取得資金について融資が受けられるのは，財形貯蓄
の取扱金融機関からである。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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税 引 後 の 利 息 額

正解（2）	 正解率　84.3％	

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（本問の場合は満期日の前日の 9 月 29 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 ～ 117「3

（1）利子課税制度の概要」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％を別々に計算することが正しい。（1）は合算した 20.315％で計算している。

（2）は適切。税引前利息額は「600 万円× 0.05％× 184 日÷ 365 ＝ 1,512 円」。所得税および

復興特別所得税は「1,512 円× 15.315％＝ 231 円，1,512 円× 5％＝ 75 円」。税引き後利息

額は「1,512 −（231 ＋ 75）＝ 1,206 円」。

（3）は適切でない。利息計算期間を「片端入れ」でなく「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］　下記の定期貯金の税引き後の利息額について，適切なものを１つ選びな
さい。なお，利子所得に対しては，所得税および復興特別所得税 15.315％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：600 万円
作成日：20 ××年３月 30 日
期　間：６ヵ月
年利率：0.05％
（１）　1,205 円
（２）　1,206 円
（３）　1,212 円

［問 12］　下記の定期貯金の利息に対する課税額について，適切なものを１つ選び
なさい。なお，利子所得に対しては，所得税および復興特別所得税 15.315％
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：300 万円
作成日：20 ××年３月１日
期　間：６ヵ月
年利率：0.05％
（１）　152 円
（２）　153 円
（３）　154 円

［問 13］　注意すべき取引や不審な取引における取扱いについて，適切なものを１
つ選びなさい。

（１）　税金の令書（納付書）でお客さまから納付取消の申し出を受け，領収済判の抹
消・出納印の取消しをする際，領収済判および・出納印の押されている上に重
ねて出納印を押捺し，抹消処理を行う。

（２）　日常取引の少ない口座に多額の手形・小切手の入金，多額の振込入金があっ
た場合，セールスのチャンスと捉え，定期貯金等にシフトしてもらうように
セールスを行う。

（３）　数多くの手形・小切手が決済されると，すぐ現金で引き出しをする先は，貯
金口座を小切手類の資金化だけに利用することが多く，不渡り，組み戻し等の
事故，トラブルにつながる可能性がある。決済はよく確認し，取引は規定どお
り行い，お客さまの問い合わせには，担当者の推測で返事や一存での処理は行
わない。
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定期貯金の利息に対する課税額

正解（1）	 正解率　72.5％	

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（本問の場合は満期日の前日の 8 月 31 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，

所得税および復興特別所得税と住民税は別々に計算する。

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），（4）税金計算」，P116 ～ 117「3

（1）利子課税制度の概要」参照。

（1）は適切。計算式は下記のとおりで，1 円未満の端数は切り捨てとなる。「300 万円× 0.05％

× 184 日÷ 365 ＝ 756 円」，所得税および復興特別所得税は「756 円× 15.315％＝ 115 円，

756 円× 5％＝ 37 円，115 ＋ 37 ＝ 152 円」。

（2）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％

を別々に計算することが正しい。（2）は合算した 20.315％で計算している。

（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（1）である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 11］　下記の定期貯金の税引き後の利息額について，適切なものを１つ選びな
さい。なお，利子所得に対しては，所得税および復興特別所得税 15.315％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：600 万円
作成日：20 ××年３月 30 日
期　間：６ヵ月
年利率：0.05％
（１）　1,205 円
（２）　1,206 円
（３）　1,212 円

［問 12］　下記の定期貯金の利息に対する課税額について，適切なものを１つ選び
なさい。なお，利子所得に対しては，所得税および復興特別所得税 15.315％
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：300 万円
作成日：20 ××年３月１日
期　間：６ヵ月
年利率：0.05％
（１）　152 円
（２）　153 円
（３）　154 円

［問 13］　注意すべき取引や不審な取引における取扱いについて，適切なものを１
つ選びなさい。

（１）　税金の令書（納付書）でお客さまから納付取消の申し出を受け，領収済判の抹
消・出納印の取消しをする際，領収済判および・出納印の押されている上に重
ねて出納印を押捺し，抹消処理を行う。

（２）　日常取引の少ない口座に多額の手形・小切手の入金，多額の振込入金があっ
た場合，セールスのチャンスと捉え，定期貯金等にシフトしてもらうように
セールスを行う。

（３）　数多くの手形・小切手が決済されると，すぐ現金で引き出しをする先は，貯
金口座を小切手類の資金化だけに利用することが多く，不渡り，組み戻し等の
事故，トラブルにつながる可能性がある。決済はよく確認し，取引は規定どお
り行い，お客さまの問い合わせには，担当者の推測で返事や一存での処理は行
わない。
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注意すべき取引・不審な取引のチェック

正解（3）	 正解率　91.2％	

解　説

窓口には多くのお客さまが来店し，様々な依頼事項がある。後々トラブルの原因となら

ないように，いかなる場合でも事務の基本に基づいた慎重な取扱いが要求される。特別扱

いや勝手な判断をしてはならない。

（1）は適切でない。領収・出納印の取消しは正しく取消印を押捺し，証印を行う。領収済印

や出納印の押されている上から重ねての押捺では，後日領収済なのか取消しなのかが不明

確となり，トラブルとなる可能性がある。テキスト№ 1 P88「5（3）取引の取消し」参照。

（2）は適切でない。セールスと事故防止の双方の面で注意し，特に信用の不明確な手形・小

切手の場合は事務ミスを誘発させないように，手形・小切手の様式点検をきちんと行い取

り扱う。マネー・ローンダリング防止の観点からも対象取引であれば取引時確認を行うこ

と。テキスト№ 1 P87「5（1）日常取引の少ない口座に，多額の手形・小切手の入金，多

額の振込入金がある」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P87「5（2）数多くの手形・小切手が決済されると，すぐ現金引出し」

参照。

したがって，本問の正解は（3）である。

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 11］　下記の定期貯金の税引き後の利息額について，適切なものを１つ選びな
さい。なお，利子所得に対しては，所得税および復興特別所得税 15.315％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：600 万円
作成日：20 ××年３月 30 日
期　間：６ヵ月
年利率：0.05％
（１）　1,205 円
（２）　1,206 円
（３）　1,212 円

［問 12］　下記の定期貯金の利息に対する課税額について，適切なものを１つ選び
なさい。なお，利子所得に対しては，所得税および復興特別所得税 15.315％
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：300 万円
作成日：20 ××年３月１日
期　間：６ヵ月
年利率：0.05％
（１）　152 円
（２）　153 円
（３）　154 円

［問 13］　注意すべき取引や不審な取引における取扱いについて，適切なものを１
つ選びなさい。

（１）　税金の令書（納付書）でお客さまから納付取消の申し出を受け，領収済判の抹
消・出納印の取消しをする際，領収済判および・出納印の押されている上に重
ねて出納印を押捺し，抹消処理を行う。

（２）　日常取引の少ない口座に多額の手形・小切手の入金，多額の振込入金があっ
た場合，セールスのチャンスと捉え，定期貯金等にシフトしてもらうように
セールスを行う。

（３）　数多くの手形・小切手が決済されると，すぐ現金で引き出しをする先は，貯
金口座を小切手類の資金化だけに利用することが多く，不渡り，組み戻し等の
事故，トラブルにつながる可能性がある。決済はよく確認し，取引は規定どお
り行い，お客さまの問い合わせには，担当者の推測で返事や一存での処理は行
わない。
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小窓機能項目ごとの注目ポイント

正解（1）	 正解率　37.3％	

解　説

小窓機能のメインタブでは，本人と世帯情報，貯金情報，取引状況や満期情報等が確認

できる。この機能を積極的に活用し，声かけを行い取引の集中を図る。

（1）は適切。テキスト№ 2 P9「2（4）④小窓機能の活用の a．」参照。

（2）は適切でない。満期情報ありが表示されたら，「属性タブ」と「サービスタブ」ではなく，「取

引明細タブ」で詳細を確認して書替の案内をする。テキスト№ 2 P9「2（4）④小窓機能の

活用の a．b．c．d．」参照。

（3）は適切でない。取引状況からは，本人・世帯の全体的な取引状況が確認できる。テキス

ト№ 2 P9「2（4）④小窓機能の活用の a．」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 14］　小窓機能（顧客取引情報確認画面）のメインタブの活用のポイントとして，
適切なものを１つ選びなさい。

（１）　「生年月日・年齢と取引状況」から確認できることは，年金予約対象者か，
年金受給対象者か，年金振込があるか等である。

（２）　「満期情報」から確認・推進できることは，期流れ（満期が過ぎても継続や解
約がなされていない状態）も含めて，翌月末までに定期性貯金の満期が到来す
る場合に表示されるので，属性タブとサービスタブで詳細の確認と書替の案内
をする。

（３）　「取引状況」から確認できることは，本人の取引各項目の契約状況の有無で，
世帯取引までは表示されない。

［問 15］　財形年金貯蓄の説明として，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　預入条件として，申込時に 55 歳以下の勤労者で，積立期間は５年以上であ

ることが挙げられる。
（２）　年金形態以外の払出しが行われた場合は，その事実が発生した日より前３年

間遡って，支払われた利子等に対して追徴課税される。
（３）　支払開始日は最終預入日から６ヵ月以上５年以内で，かつ勤労者が 60 歳に

達する日以後の１日から 28 日までの間の日である。

［問 16］　守秘義務の説明として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの個人属性・資産・負債・家族状況など，業務上で知った様々な情

報を一切外部に漏らしてはならない。JA・JFの経営方針・計数・通達等につ
いても同様である。

（２）　取引先の内容を知らせてもよいとされるのは，取引先宅に電話で連絡が取れ
た場合，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
等があった場合のみである。

（３）　JA・JF職員の守秘義務は弁護士や医師のような法的な定めはないが，金融
機関としての性格上，取引先の秘密保持義務を負うとされている。正当な理由
なく JA・JF職員が秘密を漏らせば民事上の責任を負うことになる。
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財 形 年 金 貯 蓄 の 概 要

正解（3）	 正解率　34.3％	

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定期的に支払いを行うものである。

（1）は適切でない。申込時の年齢は 55 歳以下ではなく 55 歳未満である。テキスト№ 1 P122

「3（6）②財形年金貯蓄」参照。

（2）は適切でない。年金形態以外の払出しが行われた場合は，その事実が発生した日より前

5 年間遡って，支払われた利子等に対して追徴課税される。テキスト№ 1 P122「3（6）②

財形年金貯蓄」参照。

（3）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（3）である。

（ 6）農林中金アカデミー

［問 14］　小窓機能（顧客取引情報確認画面）のメインタブの活用のポイントとして，
適切なものを１つ選びなさい。

（１）　「生年月日・年齢と取引状況」から確認できることは，年金予約対象者か，
年金受給対象者か，年金振込があるか等である。

（２）　「満期情報」から確認・推進できることは，期流れ（満期が過ぎても継続や解
約がなされていない状態）も含めて，翌月末までに定期性貯金の満期が到来す
る場合に表示されるので，属性タブとサービスタブで詳細の確認と書替の案内
をする。

（３）　「取引状況」から確認できることは，本人の取引各項目の契約状況の有無で，
世帯取引までは表示されない。

［問 15］　財形年金貯蓄の説明として，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　預入条件として，申込時に 55 歳以下の勤労者で，積立期間は５年以上であ

ることが挙げられる。
（２）　年金形態以外の払出しが行われた場合は，その事実が発生した日より前３年

間遡って，支払われた利子等に対して追徴課税される。
（３）　支払開始日は最終預入日から６ヵ月以上５年以内で，かつ勤労者が 60 歳に

達する日以後の１日から 28 日までの間の日である。

［問 16］　守秘義務の説明として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの個人属性・資産・負債・家族状況など，業務上で知った様々な情

報を一切外部に漏らしてはならない。JA・JFの経営方針・計数・通達等につ
いても同様である。

（２）　取引先の内容を知らせてもよいとされるのは，取引先宅に電話で連絡が取れ
た場合，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
等があった場合のみである。

（３）　JA・JF職員の守秘義務は弁護士や医師のような法的な定めはないが，金融
機関としての性格上，取引先の秘密保持義務を負うとされている。正当な理由
なく JA・JF職員が秘密を漏らせば民事上の責任を負うことになる。
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守秘義務（秘密保持義務）の概要

正解（2）	 正解率　63.7％	

解　説

守秘義務はコンプライアンスの中でも重要なものの 1 つであり，お客さまの信頼を得る

ためにも重要である。

（1）は適切。テキスト№ 1 P8「2（5）①守秘義務」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」，「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」，「JA・JF の業務上で必要な時。例えば，金融機関相互の信用照会等」となっ

ている。テキスト№ 1 P8「2（5）①守秘義務」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P8「2（5）①守秘義務」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］　小窓機能（顧客取引情報確認画面）のメインタブの活用のポイントとして，
適切なものを１つ選びなさい。

（１）　「生年月日・年齢と取引状況」から確認できることは，年金予約対象者か，
年金受給対象者か，年金振込があるか等である。

（２）　「満期情報」から確認・推進できることは，期流れ（満期が過ぎても継続や解
約がなされていない状態）も含めて，翌月末までに定期性貯金の満期が到来す
る場合に表示されるので，属性タブとサービスタブで詳細の確認と書替の案内
をする。

（３）　「取引状況」から確認できることは，本人の取引各項目の契約状況の有無で，
世帯取引までは表示されない。

［問 15］　財形年金貯蓄の説明として，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　預入条件として，申込時に 55 歳以下の勤労者で，積立期間は５年以上であ

ることが挙げられる。
（２）　年金形態以外の払出しが行われた場合は，その事実が発生した日より前３年

間遡って，支払われた利子等に対して追徴課税される。
（３）　支払開始日は最終預入日から６ヵ月以上５年以内で，かつ勤労者が 60 歳に

達する日以後の１日から 28 日までの間の日である。

［問 16］　守秘義務の説明として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの個人属性・資産・負債・家族状況など，業務上で知った様々な情

報を一切外部に漏らしてはならない。JA・JFの経営方針・計数・通達等につ
いても同様である。

（２）　取引先の内容を知らせてもよいとされるのは，取引先宅に電話で連絡が取れ
た場合，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
等があった場合のみである。

（３）　JA・JF職員の守秘義務は弁護士や医師のような法的な定めはないが，金融
機関としての性格上，取引先の秘密保持義務を負うとされている。正当な理由
なく JA・JF職員が秘密を漏らせば民事上の責任を負うことになる。
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窓口でよく発生する特殊なケース

正解（2）	 正解率　90.2％	

解　説

窓口では定型的な事務のほか，異例事務が発生している。担当者は独自の判断で処理を

せず，また自分の経験を過信せずに必ず上席者に取り次いで，指示に従っての手続きが必

要である。

（1）は適切。テキスト№ 1 P92「6（1）通帳，カード，印章をなくした（盗難にあった）」参照。

（2）は適切でない。カードの暗証番号を聞かれた場合，JA・JF としては，本人確認ができ

た上で上席者に取り次ぐことが必要である。テキスト№ 1 P93「6（2）印鑑，カードの暗

証番号を教えてほしい」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P93「6（3）貯金残高を教えてほしい」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］　異例事務の対処として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　通帳，カード，印章をなくしたという申し出があった場合は，悪意の払出し

などを防止するため，氏名・住所・取引名等を聞き，口座を確認してただちに
支払いを停止する。口座番号がはっきりしていない場合は，残高や取引内容を
聞き，口座を確認するだけでなく，何をなくしたのかもしっかり確認し，正し
い内容で支払停止の手続きを行う。

（２）　届出印鑑，カードの暗証番号を教えてほしいと依頼があった場合は，本人か
らの申し出であることが確認できれば，窓口担当者の段階で教えることができ
る。

（３）　貯金残高を教えてほしいと電話で依頼があった場合は，原則として，本人以
外に教えることはできない。氏名・住所・生年月日等を確認のうえ届出の電話
番号にかけ直すことなどにより，本人の確認が取れた場合は，支店の方針に
従って対応する。

［問 18］　歳入金の取扱いで，小切手等による受入れができる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．持参人払式または記名式持参人払いのもの。
ｂ．次のいずれかの金融機関にあてたもの。（イ）手形交換所に加盟している金融機
関，（ロ）代理交換委託金融機関，（ハ）自店の所在地内にある金融機関の店舗。

ｃ．小切手の金額が領収金額を超えないもの。
ｄ．小切手１通の金額または一度の納付に使用する小切手の合計金額が 500 万円未
満のもの。ただし，500 万円以上の場合でも，金融機関振出の自己宛小切手等，
特定のものは認められている。

（１）　２つ
（２）　３つ
（３）　４つ

［問 19］　JASTEMの端末画面から確認できる「小窓機能画面」（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取引
が表示される。契約がないものは，どこで利用しているかをお客さまに聞いて，
JA・JFでの利用の声かけをする。

（２）　取引明細タブには，本人と世帯の貯金（期間・金額等）・貸出金の取引明細が
表示される。貸出金は「延滞あり」も表示されるので，注意して確認する。

（３）　メインタブの貯金情報には，本人と世帯の総貯金残高と定期性残高が表示さ
れる。その差額は普通貯金残高となり，固定化の声かけをする。
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歳入金の小切手等による受入れの条件

正解（2）	 正解率　53.9％	

解　説

小切手による受入れが可能なものは，その小切手が不渡りになった時，納付分の取消し

が認められるものである。交通反則金は「証券受領」の取り扱いは認められない。また，

納付書に「現金納付」の表示があるものは小切手での収納ができない。

ａ．ｂ．ｃ．が適切。テキスト№ 1 P132 ～ 133「6（2）②小切手等による受入れ」参照。

ｄ．が不適切。小切手 1 通の金額または一度の納付に使用する小切手の合計金額は「300 万

円未満のもの」が正しい。さらに，「300 万円以上」の場合でも，金融機関振出の自己宛小

切手等，特定のものは認められている。テキスト№ 1 P132 ～ 133「6（2）②小切手等によ

る受入れ」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］　異例事務の対処として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　通帳，カード，印章をなくしたという申し出があった場合は，悪意の払出し

などを防止するため，氏名・住所・取引名等を聞き，口座を確認してただちに
支払いを停止する。口座番号がはっきりしていない場合は，残高や取引内容を
聞き，口座を確認するだけでなく，何をなくしたのかもしっかり確認し，正し
い内容で支払停止の手続きを行う。

（２）　届出印鑑，カードの暗証番号を教えてほしいと依頼があった場合は，本人か
らの申し出であることが確認できれば，窓口担当者の段階で教えることができ
る。

（３）　貯金残高を教えてほしいと電話で依頼があった場合は，原則として，本人以
外に教えることはできない。氏名・住所・生年月日等を確認のうえ届出の電話
番号にかけ直すことなどにより，本人の確認が取れた場合は，支店の方針に
従って対応する。

［問 18］　歳入金の取扱いで，小切手等による受入れができる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．持参人払式または記名式持参人払いのもの。
ｂ．次のいずれかの金融機関にあてたもの。（イ）手形交換所に加盟している金融機
関，（ロ）代理交換委託金融機関，（ハ）自店の所在地内にある金融機関の店舗。

ｃ．小切手の金額が領収金額を超えないもの。
ｄ．小切手１通の金額または一度の納付に使用する小切手の合計金額が 500 万円未
満のもの。ただし，500 万円以上の場合でも，金融機関振出の自己宛小切手等，
特定のものは認められている。

（１）　２つ
（２）　３つ
（３）　４つ

［問 19］　JASTEMの端末画面から確認できる「小窓機能画面」（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取引
が表示される。契約がないものは，どこで利用しているかをお客さまに聞いて，
JA・JFでの利用の声かけをする。

（２）　取引明細タブには，本人と世帯の貯金（期間・金額等）・貸出金の取引明細が
表示される。貸出金は「延滞あり」も表示されるので，注意して確認する。

（３）　メインタブの貯金情報には，本人と世帯の総貯金残高と定期性残高が表示さ
れる。その差額は普通貯金残高となり，固定化の声かけをする。
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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　44.1％	

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。属性タブには，本人を含む世帯全員の顧客番号や氏名，年齢等の属性情

報が表示される。顧客番号を基に検索して，各人の契約内容を把握し推進項目を確認する。

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。取引明細タブには，本人の貯金・貸出金の取引明細が表示される。定期

貯金の非自動継続も表示されるので継続の声かけをする。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。

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 17］　異例事務の対処として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　通帳，カード，印章をなくしたという申し出があった場合は，悪意の払出し

などを防止するため，氏名・住所・取引名等を聞き，口座を確認してただちに
支払いを停止する。口座番号がはっきりしていない場合は，残高や取引内容を
聞き，口座を確認するだけでなく，何をなくしたのかもしっかり確認し，正し
い内容で支払停止の手続きを行う。

（２）　届出印鑑，カードの暗証番号を教えてほしいと依頼があった場合は，本人か
らの申し出であることが確認できれば，窓口担当者の段階で教えることができ
る。

（３）　貯金残高を教えてほしいと電話で依頼があった場合は，原則として，本人以
外に教えることはできない。氏名・住所・生年月日等を確認のうえ届出の電話
番号にかけ直すことなどにより，本人の確認が取れた場合は，支店の方針に
従って対応する。

［問 18］　歳入金の取扱いで，小切手等による受入れができる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．持参人払式または記名式持参人払いのもの。
ｂ．次のいずれかの金融機関にあてたもの。（イ）手形交換所に加盟している金融機
関，（ロ）代理交換委託金融機関，（ハ）自店の所在地内にある金融機関の店舗。

ｃ．小切手の金額が領収金額を超えないもの。
ｄ．小切手１通の金額または一度の納付に使用する小切手の合計金額が 500 万円未
満のもの。ただし，500 万円以上の場合でも，金融機関振出の自己宛小切手等，
特定のものは認められている。

（１）　２つ
（２）　３つ
（３）　４つ

［問 19］　JASTEMの端末画面から確認できる「小窓機能画面」（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取引
が表示される。契約がないものは，どこで利用しているかをお客さまに聞いて，
JA・JFでの利用の声かけをする。

（２）　取引明細タブには，本人と世帯の貯金（期間・金額等）・貸出金の取引明細が
表示される。貸出金は「延滞あり」も表示されるので，注意して確認する。

（３）　メインタブの貯金情報には，本人と世帯の総貯金残高と定期性残高が表示さ
れる。その差額は普通貯金残高となり，固定化の声かけをする。
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公的年金の受給に関する説明

正解（2）	 正解率　22.5％	

解　説

老後の生活資金の大きな柱となるのが公的年金である。各金融機関にとってシルバー層

は，最大のマーケットとして位置づけられている。

（1）は適切。テキスト№ 2 P100「3（1）請求の手続き」参照。

（2）は適切でない。年金支給は偶数月の年 6 回であるが，各回の過去の 2 ヵ月分の年金が支

払われる。テキスト№ 2 P100「3（2）年金は偶数月の年 6 回支給」参照。

（3）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。

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］　公的年金の受給に関する説明で，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　年金の受給要件を満たしている人には，年金受給開始年齢に到達する３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
書類を添えて，年金事務所または市町村役場等に提出する。

（２）　年金の支払日は，原則として，２月，４月，６月，８月，10 月，12 月の年
６回で，支払日は 15 日（ 15 日が土曜・日曜の時は，金曜日が支払日）となって
いる。支払１回に，次の２ヵ月分の年金が支払われる。

（３）　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。

［問 21］　商品・サービスを分かりやすく説明する方法について，適切でないもの
を１つ選びなさい。（定期貯金を例とする）

（１）　ステップ１では，お客さまにおすすめしたい理由を説明する。そして商品・
サービスのセールスポイントを，具体的に「お得です・便利です・ご安心で
す」などと述べる。

（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
ては利率より受取額（実額）を示す。言葉だけではなくメモを活用し，計算式を
書いて説明すると，簡潔で分かりやすい。

（３）　ステップ３では，すすめたい理由を話し，お客さまの理解の度合いを確認し
たり，質問を促す。総合口座やカードなどセットで説明を行い，申込みの手続
き，事務上の留意点などを説明する。

［問 22］　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）　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，

そのうち財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄は，合わせて元本 350 万円までの利子が
非課税となる。

（２）　「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。

（３）　「障がい者等の少額公債非課税制度」は，「少額貯蓄非課税制度」と同じ内容
で公債にも適用され，元本 350 万円を限度に利子が非課税となる。したがって，
障がい者等の方が両方の制度を利用した場合，合わせて元本 700 万円までの非
課税貯蓄を保有することができる。
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商品・サービスのわかりやすい説明方法

正解（3）	 正解率　52.9％	

解　説

限られた時間の中でお客さまに納得していただくためには，おすすめしたい商品やサー

ビスを簡潔でわかりやすく，手順を踏まえた話し方をすることが必要である。

（1）は適切。テキスト№ 2 P15「3（2）①説明の手順」参照。

（2）は適切。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 のパンフレット・リーフレットを使い

説明する段階で行う。ステップ 3 の最終段階では，おすすめしたい理由について念を押し，

申込み手続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（3）である。（ 8）農林中金アカデミー

［問 20］　公的年金の受給に関する説明で，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　年金の受給要件を満たしている人には，年金受給開始年齢に到達する３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
書類を添えて，年金事務所または市町村役場等に提出する。

（２）　年金の支払日は，原則として，２月，４月，６月，８月，10 月，12 月の年
６回で，支払日は 15 日（ 15 日が土曜・日曜の時は，金曜日が支払日）となって
いる。支払１回に，次の２ヵ月分の年金が支払われる。

（３）　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。

［問 21］　商品・サービスを分かりやすく説明する方法について，適切でないもの
を１つ選びなさい。（定期貯金を例とする）

（１）　ステップ１では，お客さまにおすすめしたい理由を説明する。そして商品・
サービスのセールスポイントを，具体的に「お得です・便利です・ご安心で
す」などと述べる。

（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
ては利率より受取額（実額）を示す。言葉だけではなくメモを活用し，計算式を
書いて説明すると，簡潔で分かりやすい。

（３）　ステップ３では，すすめたい理由を話し，お客さまの理解の度合いを確認し
たり，質問を促す。総合口座やカードなどセットで説明を行い，申込みの手続
き，事務上の留意点などを説明する。

［問 22］　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）　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，

そのうち財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄は，合わせて元本 350 万円までの利子が
非課税となる。

（２）　「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。

（３）　「障がい者等の少額公債非課税制度」は，「少額貯蓄非課税制度」と同じ内容
で公債にも適用され，元本 350 万円を限度に利子が非課税となる。したがって，
障がい者等の方が両方の制度を利用した場合，合わせて元本 700 万円までの非
課税貯蓄を保有することができる。
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非課税貯蓄制度の概要

正解（1）	 正解率　60.8％	

解　説

非課税貯蓄制度とは，社会政策上，個人の利子所得に対する課税の例外制度として国の

定めた制度である。対象者に制限はあるが，利用できるお客さまにとって大変有利な制度

である。

（1）は適切でない。財形貯蓄の非課税枠は，財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄を合わせて元本

550 万円までの利子が非課税となる。テキスト№ 1 P22 ～ 23「3（3）②非課税貯蓄制度」

参照。

（2）は適切。テキスト№ 1 P22「3（3）②非課税貯蓄制度」参照。

（3）は適切。テキスト№ 1 P22「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。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 20］　公的年金の受給に関する説明で，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　年金の受給要件を満たしている人には，年金受給開始年齢に到達する３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
書類を添えて，年金事務所または市町村役場等に提出する。

（２）　年金の支払日は，原則として，２月，４月，６月，８月，10 月，12 月の年
６回で，支払日は 15 日（ 15 日が土曜・日曜の時は，金曜日が支払日）となって
いる。支払１回に，次の２ヵ月分の年金が支払われる。

（３）　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。

［問 21］　商品・サービスを分かりやすく説明する方法について，適切でないもの
を１つ選びなさい。（定期貯金を例とする）

（１）　ステップ１では，お客さまにおすすめしたい理由を説明する。そして商品・
サービスのセールスポイントを，具体的に「お得です・便利です・ご安心で
す」などと述べる。

（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
ては利率より受取額（実額）を示す。言葉だけではなくメモを活用し，計算式を
書いて説明すると，簡潔で分かりやすい。

（３）　ステップ３では，すすめたい理由を話し，お客さまの理解の度合いを確認し
たり，質問を促す。総合口座やカードなどセットで説明を行い，申込みの手続
き，事務上の留意点などを説明する。

［問 22］　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）　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，

そのうち財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄は，合わせて元本 350 万円までの利子が
非課税となる。

（２）　「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。

（３）　「障がい者等の少額公債非課税制度」は，「少額貯蓄非課税制度」と同じ内容
で公債にも適用され，元本 350 万円を限度に利子が非課税となる。したがって，
障がい者等の方が両方の制度を利用した場合，合わせて元本 700 万円までの非
課税貯蓄を保有することができる。
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セールスの成果を上げる工夫

正解（2）	 正解率　98.0％	

解　説

セールスは，それぞれのお客さまのニーズに合った商品やサービスをおすすめすること

である。

個人の推進目標ばかりを念頭にした一方的な押しつけセールスを行っていては，お客さ

まの信用や信頼を得ることができず，成約にもつながらない。そのためにも，まずは窓口

担当者自身がお客さまに受け入れていただくことは大切。

（1）は適切。テキスト№ 2 P12「3（1）①お客さまの名前を覚える」参照。

（2）は適切でない。「〇〇さま」と随所に名前を入れて呼ぶことで，お客さまに親近感を持っ

ていただける。テキスト№ 2 P12「3（1）①お客さまの名前を覚える」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P13「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。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 23］　セールスの成果を上げるための工夫について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　お客さまに担当者自身を受け入れていただき，効果的なセールスを行うため
の第一歩は，お客さまの名前を覚えることである。

（２）　あいさつの時やお客さまと会話をする時，その都度「〇〇さま」と名前でお
呼びすることは個人情報保護の観点から慎むべきであり，通常は「お客さま」
と呼ぶほうがよい。

（３）　お客さまとの人間関係を良くするため，「お客さまの顔と名前が一致してい
る」「お客さまに自分の名前を覚えてもらう」「親しくなってもあいさつやけじ
めを大切にする」ことなどが重要である。

［問 24］　お客さまのお断りに対応する切り返しの話法について，適切なものはい
くつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．肯定法は，お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
法とも言われる。

ｂ．逆転法は，お客さまの言葉に共感を示さずに，すぐさま「それは違いまして」
と否定して断りを克服する切り返しの方法で，イエス・バット法とも言われて
いる。

ｃ．黙殺法は，お客様の断りに対して，いったん沈黙し，お客さまの様子をみる方
法である。

ｄ．質問法は，お客さまの断りに対して逆にこちらから質問をして，断りの真の理
由を探り，解決策を考え出す方法である。

ｅ．引用法は，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対応する方法である。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ
 
［問 25］　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，適切なものを

１つ選びなさい。
（１）　パンフレット・リーフレット等を見せて納得のいくように話を進める方法を，

疑問解消法という。
（２）　お客さまの言葉をとらえ，送られてくるシグナルを上手につかみ，あくまで

も承諾いただいたと決めてかかる方法を，推定承諾法という。
（３）　お客さまの発言が明らかに間違っていたり，誤解がある時，言い方を柔らか

く内容をはっきりと否定して対応する方法を，事態緊急法という。
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お断りに対応する方法

正解（1）	 正解率　63.7％	

解　説

お客さまがセールスを断わるのには，いくつかの理由がある。その理由を冷静に把握し，

真意を発見することで，相手を説得する的確な対応をとることができる。切り返し話法を

上手に使いこなすことができるようになることは重要である。

ａ．ｄ．ｅ．は適切である。テキスト№ 2 P17 ～ 18「3（3）②お断りに対応する方法」参照。

ｂ．は不適切である。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，受け留めてから「しかし～」と続ける方法である。

ｃ．は不適切である。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。

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］　セールスの成果を上げるための工夫について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　お客さまに担当者自身を受け入れていただき，効果的なセールスを行うため
の第一歩は，お客さまの名前を覚えることである。

（２）　あいさつの時やお客さまと会話をする時，その都度「〇〇さま」と名前でお
呼びすることは個人情報保護の観点から慎むべきであり，通常は「お客さま」
と呼ぶほうがよい。

（３）　お客さまとの人間関係を良くするため，「お客さまの顔と名前が一致してい
る」「お客さまに自分の名前を覚えてもらう」「親しくなってもあいさつやけじ
めを大切にする」ことなどが重要である。

［問 24］　お客さまのお断りに対応する切り返しの話法について，適切なものはい
くつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．肯定法は，お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
法とも言われる。

ｂ．逆転法は，お客さまの言葉に共感を示さずに，すぐさま「それは違いまして」
と否定して断りを克服する切り返しの方法で，イエス・バット法とも言われて
いる。

ｃ．黙殺法は，お客様の断りに対して，いったん沈黙し，お客さまの様子をみる方
法である。

ｄ．質問法は，お客さまの断りに対して逆にこちらから質問をして，断りの真の理
由を探り，解決策を考え出す方法である。

ｅ．引用法は，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対応する方法である。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ
 
［問 25］　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，適切なものを

１つ選びなさい。
（１）　パンフレット・リーフレット等を見せて納得のいくように話を進める方法を，

疑問解消法という。
（２）　お客さまの言葉をとらえ，送られてくるシグナルを上手につかみ，あくまで

も承諾いただいたと決めてかかる方法を，推定承諾法という。
（３）　お客さまの発言が明らかに間違っていたり，誤解がある時，言い方を柔らか

く内容をはっきりと否定して対応する方法を，事態緊急法という。
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決断を促すクロージングの基本話法

正解（2）	 正解率　76.5％	

解　説

お客さまに迷いの気持ちが生じたとき，担当者からのタイムリーな一言が決断につなが

る。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動作・表情・

言葉から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。

（1）は適切でない。断りの切り返し話法の「資料利用法」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。

（2）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。

（3）は適切でない。断りの切り返し話法の「否定法」の説明になっている。「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。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（2）である。

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 23］　セールスの成果を上げるための工夫について，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　お客さまに担当者自身を受け入れていただき，効果的なセールスを行うため
の第一歩は，お客さまの名前を覚えることである。

（２）　あいさつの時やお客さまと会話をする時，その都度「〇〇さま」と名前でお
呼びすることは個人情報保護の観点から慎むべきであり，通常は「お客さま」
と呼ぶほうがよい。

（３）　お客さまとの人間関係を良くするため，「お客さまの顔と名前が一致してい
る」「お客さまに自分の名前を覚えてもらう」「親しくなってもあいさつやけじ
めを大切にする」ことなどが重要である。

［問 24］　お客さまのお断りに対応する切り返しの話法について，適切なものはい
くつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．肯定法は，お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
法とも言われる。

ｂ．逆転法は，お客さまの言葉に共感を示さずに，すぐさま「それは違いまして」
と否定して断りを克服する切り返しの方法で，イエス・バット法とも言われて
いる。

ｃ．黙殺法は，お客様の断りに対して，いったん沈黙し，お客さまの様子をみる方
法である。

ｄ．質問法は，お客さまの断りに対して逆にこちらから質問をして，断りの真の理
由を探り，解決策を考え出す方法である。

ｅ．引用法は，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対応する方法である。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ
 
［問 25］　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，適切なものを

１つ選びなさい。
（１）　パンフレット・リーフレット等を見せて納得のいくように話を進める方法を，

疑問解消法という。
（２）　お客さまの言葉をとらえ，送られてくるシグナルを上手につかみ，あくまで

も承諾いただいたと決めてかかる方法を，推定承諾法という。
（３）　お客さまの発言が明らかに間違っていたり，誤解がある時，言い方を柔らか

く内容をはっきりと否定して対応する方法を，事態緊急法という。
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総合口座のセールスポイント

正解（2）	 正解率　84.3％	

解　説

総合口座は「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り，

個人（原則として未成年者は利用できない）のみ利用ができる。

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

35「1（1）商品概要とセールスポイントの①⑤」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P35「1（1）商品概要とセールスポイントの③」参照。

（3）は適切でない。貸越利率は担保となる定期貯金金利にプラス 0.5％である。担保設定順

位は定期貯金利率の高い順ではなく低い順が正しい。テキスト№ 2 P34「1（1）商品概要

とセールスポイントの②」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］　総合口座の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）　総合口座取引の核となるのは普通貯金である。入出金は店頭，ATM等で行

うことができる。各種の自動受取りや自動支払いの口座として利用できるが，
デビットカードの支払口座としては利用できない。

（２）　公共料金の自動支払い，クレジットカードの決済，各種ローンの返済時に普
通貯金残高が不足する場合，セットされている定期貯金を担保として自動的に
借入が可能なので，普通貯金の残高不足を気にする必要がない。

（３）　担保となる定期貯金残高の最高限度額以内であれば，当座貸越を利用できる。
貸越利率は担保定期貯金の金利にプラス 0.3％が一般的で，担保定期貯金の設
定順位は定期貯金利率の高い順となる。

［問 27］　電話でのコミュニケーションのポイントとして，適切でないものを１つ
選びなさい。

（１）　電話をかける際には「５分ほどお時間よろしいでしょうか。」など，相手に
配慮する姿勢や気遣いが必要である。また，普段より少し高めの声で，ゆっく
り，ハキハキと，聴き取りやすい声で話すようにする。

（２）　「相づち」として「はい，はい」「なるほど，なるほど」等を普段の会話以上
に，何度も発することで，聞いていることを相手方に伝えられる。

（３）　非対面で，相手にメッセージを正確に伝えるために，似た発音の言葉や数字
に注意する。言葉を代え，「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］　スーパー定期貯金の商品概要として，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・法人を問わず利用できる。
ｂ．1,000 円以上１円単位で預入でき，付利単位は１円である。
ｃ．個人の場合，総合口座の担保定期貯金として設定できる。対象者は，非課税貯
蓄制度を利用できる場合もある。

ｄ．個人の場合，預入期間２年以上のものでは半年複利型があり，さらに有利な運
用ができる。

ｅ．預入期間３年以上の単利型は，預入日から１年ごとの応答日に中間利息（約定
利率× 70％）が受け取れる。

ｆ．貯金保険制度の保護対象である。
（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ
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電話セールス時の心構えと留意点

正解（2）	 正解率　98.0％	

解　説

非対面のコミュニケーションでは，「相手への配慮，気遣い」「聴き取りやすい声の演出」

「普段よりも相づちを多く打つ」「相手にメッセージを正確に伝える」等の注意を払うこと

が大切である。

（1）は適切。テキスト№ 2 P28「5（1）電話のコミュニケーションのポイントの①②」参照。

（2）は適切でない。相づちを打つことは大切であるが，「はい，はい」「なるほど，なるほど」

などの言葉を何度も発すると，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」

を与えてしまうため，注意が必要である。テキスト№ 2 P29「5（1）電話のコミュニケーショ

ンのポイントの③」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P28 ～ 29「5（1）電話のコミュニケーションのポイントの④」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］　総合口座の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）　総合口座取引の核となるのは普通貯金である。入出金は店頭，ATM等で行

うことができる。各種の自動受取りや自動支払いの口座として利用できるが，
デビットカードの支払口座としては利用できない。

（２）　公共料金の自動支払い，クレジットカードの決済，各種ローンの返済時に普
通貯金残高が不足する場合，セットされている定期貯金を担保として自動的に
借入が可能なので，普通貯金の残高不足を気にする必要がない。

（３）　担保となる定期貯金残高の最高限度額以内であれば，当座貸越を利用できる。
貸越利率は担保定期貯金の金利にプラス 0.3％が一般的で，担保定期貯金の設
定順位は定期貯金利率の高い順となる。

［問 27］　電話でのコミュニケーションのポイントとして，適切でないものを１つ
選びなさい。

（１）　電話をかける際には「５分ほどお時間よろしいでしょうか。」など，相手に
配慮する姿勢や気遣いが必要である。また，普段より少し高めの声で，ゆっく
り，ハキハキと，聴き取りやすい声で話すようにする。

（２）　「相づち」として「はい，はい」「なるほど，なるほど」等を普段の会話以上
に，何度も発することで，聞いていることを相手方に伝えられる。

（３）　非対面で，相手にメッセージを正確に伝えるために，似た発音の言葉や数字
に注意する。言葉を代え，「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］　スーパー定期貯金の商品概要として，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・法人を問わず利用できる。
ｂ．1,000 円以上１円単位で預入でき，付利単位は１円である。
ｃ．個人の場合，総合口座の担保定期貯金として設定できる。対象者は，非課税貯
蓄制度を利用できる場合もある。

ｄ．個人の場合，預入期間２年以上のものでは半年複利型があり，さらに有利な運
用ができる。

ｅ．預入期間３年以上の単利型は，預入日から１年ごとの応答日に中間利息（約定
利率× 70％）が受け取れる。

ｆ．貯金保険制度の保護対象である。
（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ
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スーパー定期貯金の商品概要

正解（1）	 正解率　30.4％	

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。

個人の場合は預入期間 3 年以上のものでは，半年複利型があり有利な運用ができる。

ａ．ｃ．ｆ．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。

ｂ．は適切でない。預入できるのは 1 円以上で 1,000 円以上ではない。

ｄ．は適切でない。問題文の「預入期間 2 年以上のものでは半年複利型があり」が誤り。正

しくは「預入期間 3 年以上に半年複利型があり」，さらに有利な運用ができる。テキスト

№ 2 P37「2（1）商品概要とセールスポイント」参照。

ｅ．は適切でない。預入期間 2 年以上の単利型が正しい。テキスト№ 2 P37「2（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。

（ 10）農林中金アカデミー

［問 26］　総合口座の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）　総合口座取引の核となるのは普通貯金である。入出金は店頭，ATM等で行

うことができる。各種の自動受取りや自動支払いの口座として利用できるが，
デビットカードの支払口座としては利用できない。

（２）　公共料金の自動支払い，クレジットカードの決済，各種ローンの返済時に普
通貯金残高が不足する場合，セットされている定期貯金を担保として自動的に
借入が可能なので，普通貯金の残高不足を気にする必要がない。

（３）　担保となる定期貯金残高の最高限度額以内であれば，当座貸越を利用できる。
貸越利率は担保定期貯金の金利にプラス 0.3％が一般的で，担保定期貯金の設
定順位は定期貯金利率の高い順となる。

［問 27］　電話でのコミュニケーションのポイントとして，適切でないものを１つ
選びなさい。

（１）　電話をかける際には「５分ほどお時間よろしいでしょうか。」など，相手に
配慮する姿勢や気遣いが必要である。また，普段より少し高めの声で，ゆっく
り，ハキハキと，聴き取りやすい声で話すようにする。

（２）　「相づち」として「はい，はい」「なるほど，なるほど」等を普段の会話以上
に，何度も発することで，聞いていることを相手方に伝えられる。

（３）　非対面で，相手にメッセージを正確に伝えるために，似た発音の言葉や数字
に注意する。言葉を代え，「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］　スーパー定期貯金の商品概要として，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・法人を問わず利用できる。
ｂ．1,000 円以上１円単位で預入でき，付利単位は１円である。
ｃ．個人の場合，総合口座の担保定期貯金として設定できる。対象者は，非課税貯
蓄制度を利用できる場合もある。

ｄ．個人の場合，預入期間２年以上のものでは半年複利型があり，さらに有利な運
用ができる。

ｅ．預入期間３年以上の単利型は，預入日から１年ごとの応答日に中間利息（約定
利率× 70％）が受け取れる。

ｆ．貯金保険制度の保護対象である。
（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ
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大口定期貯金の商品概要

正解（2）	 正解率　29.4％	

解　説

大口定期貯金は預入金額 1,000 万円以上で，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。

ａ．ｂ．は適切。

ｃ．は適切でない。利率の決め方は預入金額だけではなく，預入期間等にも応じて決められ

る。

ｄ．は適切でない。預入期間の期日指定方式は「1 ヵ月以上 5 年以下」ではなく，「1 ヵ月以

上 5 年未満」が正しい。

ｅ．は適切でない。中間利息が受け取れるのは預入期間 3 年以上ではなく 2 年以上の単利型

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。

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］　大口定期貯金の商品概要として，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．正式名称は「自由金利型定期貯金」で，個人・法人ともに利用できる。
ｂ．預入金額は 1,000 万円以上で，１円単位で預入できる。
ｃ．利率は，預入金額に応じて，JA・JFと貯金者との交渉により決める。
ｄ．預入期間は，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年以下の期日指定方式か
ら選択できる。

ｅ．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× 70％）が受け取れる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 30］　期日指定定期貯金の商品概要について，適切なものはいくつあるか，（１）
～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．個人・法人問わず利用できる商品である。
ｂ．預入期間は最長３年（ただし１年は据置期間）で，預入時の約定利率で，１年ご
との複利計算をする。

ｃ．据置期間後は，１ヵ月以上前に満期日を指定すれば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。

ｄ．引き出す場合，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。
ｅ．１円以上１円単位で預入でき，付利単位も１円である。
ｆ．一部引出し後の残高は，満期日まで，預入時の条件で定期貯金として残せる。
（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ

［問 31］　貯蓄貯金の商品概要とセールスポイントについて，適切でないものを１
つ選びなさい。

（１）　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が可能である。また，公共料金やクレ
ジット代金の支払いなど，決済口座として利用できる。

（２）　個人のみが利用できる貯金。給与・年金・配当金等の振込受け取り口座とし
ての利用はできない。また，総合口座の取扱いもできない。

（３）　基準残高は 10 万円で，10 万円以上の場合は，残高に応じて自動的に階層別
の金利がつき，10 万円未満の場合でも普通貯金の金利が適用される。
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期日指定定期貯金の商品概要

正解（2）	 正解率　38.2％	

解　説

期日指定定期貯金は個人限定の商品で，利息は 1 年ごとの複利計算で，利子課税繰り延

べのメリットが得られる。一部引出しや解約する場合は，事前の通知が必要となる。一部

引出し後の残高は満期日まで預入時の条件のまま継続される。

ａ．は不適切。ｂ．ｃ．ｄ．ｅ．ｆ．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。

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］　大口定期貯金の商品概要として，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．正式名称は「自由金利型定期貯金」で，個人・法人ともに利用できる。
ｂ．預入金額は 1,000 万円以上で，１円単位で預入できる。
ｃ．利率は，預入金額に応じて，JA・JFと貯金者との交渉により決める。
ｄ．預入期間は，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年以下の期日指定方式か
ら選択できる。

ｅ．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× 70％）が受け取れる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 30］　期日指定定期貯金の商品概要について，適切なものはいくつあるか，（１）
～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．個人・法人問わず利用できる商品である。
ｂ．預入期間は最長３年（ただし１年は据置期間）で，預入時の約定利率で，１年ご
との複利計算をする。

ｃ．据置期間後は，１ヵ月以上前に満期日を指定すれば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。

ｄ．引き出す場合，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。
ｅ．１円以上１円単位で預入でき，付利単位も１円である。
ｆ．一部引出し後の残高は，満期日まで，預入時の条件で定期貯金として残せる。
（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ

［問 31］　貯蓄貯金の商品概要とセールスポイントについて，適切でないものを１
つ選びなさい。

（１）　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が可能である。また，公共料金やクレ
ジット代金の支払いなど，決済口座として利用できる。

（２）　個人のみが利用できる貯金。給与・年金・配当金等の振込受け取り口座とし
ての利用はできない。また，総合口座の取扱いもできない。

（３）　基準残高は 10 万円で，10 万円以上の場合は，残高に応じて自動的に階層別
の金利がつき，10 万円未満の場合でも普通貯金の金利が適用される。

−30−

窓口テラー



貯蓄貯金の商品概要とセールスポイント

正解（1）	 正解率　76.5％	

解　説

貯蓄貯金は預入れや引出しに制限があるが，普通貯金より高い金利が設定されている。

貯蓄待機資金の活用が図れたり，決済準備資金の活用が図れる。

（1）は適切でない。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は利用できない。

テキスト№ 2 P43「5（1）商品概要とセールスポイント」参照。

（2）は適切。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。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。

（ 11） 農林中金アカデミー

［問 29］　大口定期貯金の商品概要として，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．正式名称は「自由金利型定期貯金」で，個人・法人ともに利用できる。
ｂ．預入金額は 1,000 万円以上で，１円単位で預入できる。
ｃ．利率は，預入金額に応じて，JA・JFと貯金者との交渉により決める。
ｄ．預入期間は，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年以下の期日指定方式か
ら選択できる。

ｅ．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× 70％）が受け取れる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 30］　期日指定定期貯金の商品概要について，適切なものはいくつあるか，（１）
～（３）の中から１つ選びなさい。

ａ．個人・法人問わず利用できる商品である。
ｂ．預入期間は最長３年（ただし１年は据置期間）で，預入時の約定利率で，１年ご
との複利計算をする。

ｃ．据置期間後は，１ヵ月以上前に満期日を指定すれば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。

ｄ．引き出す場合，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。
ｅ．１円以上１円単位で預入でき，付利単位も１円である。
ｆ．一部引出し後の残高は，満期日まで，預入時の条件で定期貯金として残せる。
（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ

［問 31］　貯蓄貯金の商品概要とセールスポイントについて，適切でないものを１
つ選びなさい。

（１）　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が可能である。また，公共料金やクレ
ジット代金の支払いなど，決済口座として利用できる。

（２）　個人のみが利用できる貯金。給与・年金・配当金等の振込受け取り口座とし
ての利用はできない。また，総合口座の取扱いもできない。

（３）　基準残高は 10 万円で，10 万円以上の場合は，残高に応じて自動的に階層別
の金利がつき，10 万円未満の場合でも普通貯金の金利が適用される。
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積立式定期貯金＜満期型＞の商品概要

正解（1）	 正解率　75.5％	

解　説

積立式定期貯金は貯蓄性貯金の基本商品の 1 つである。ライフサイクルのそれぞれのラ

イフステージの中に積立のニーズがある。ライフイベントでの必要金額などをよく調べて

おき，お客さまに提案できるようにする。

（1）は適切でない。預入方法は自動振替のほかに随時預入も可能である。

（2）は適切。

（3）は適切。テキスト№ 2 P48「7（1）商品概要とセールスポイント＜満期型＞」参照。

したがって，の正解は（1）である。

（ 12）農林中金アカデミー

 ［問 32］　積立式定期貯金＜満期型＞の商品概要として，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　積立期間は６ヵ月以上 10 年以下で，据置期間は１ヵ月以上３年以下である。
預入方法は自動振替により，１ヵ月，２ヵ月，３ヵ月，６ヵ月のいずれかの積
立周期での預入となる。随時の預入はできない。

（２）　適用金利は，各分割預入時の期日指定定期貯金の約定利率を適用する。ただ
し，預入日から満期日までの期間が１年未満の場合は預入時のスーパー定期貯
金（単利型）の約定金利が適用となる。

（３）　満期日前に解約する場合は，各定期貯金の中途解約の取扱いに準じる。なお，
この商品は貯金保険制度の保護対象である。

［問 33］　定期積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）　定期的に掛金を払い込む積立型の商品である。掛金の支払方法は，普通貯金
からの自動振替も利用でき，満期日にまとまった給付契約金を受け取ることが
できる。

（２）　個人限定の商品で，掛金額は１回あたり 1,000 円以上で１円単位である。契
約期間は，６ヵ月以上最長５年（各 JA・JF の任意）である。金利は，契約時の
金利が全期間に渡って適用される固定金利である。

（３）　契約期間内で積立期間が自由に選べ，目標額に合わせて毎月の払込指定日に
積み立て，子供の教育資金や住宅購入資金など，具体的，計画的に貯蓄をする
場合にすすめられる商品である。

［問 34］　JAカード（一体型）のセールスポイントとして，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．初年度は年会費が無料である。
ｂ．次年度以降の年会費は，年間 10 万円以上のカードショッピング利用で無料と

なる。
ｃ．次年度以降の年会費は，電気料金か携帯電話料金のいずれかを JA カードで支

払えば無料となる。
ｄ．特典として，「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。
ｅ．特典として，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。
ｆ．海外旅行傷害保険サービスが付帯されている。

（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ
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定期積金の商品概要とセールスポイント

正解（2）	 正解率　81.4％	

解　説

定期積金のニーズはそれぞれのライフイベントの中にある。お客さまごとに必要資金の

聞き取りをして，提案することがポイントとなる。積立金額は月々 1,000 円からでき，お

客さまベースで無理なく将来のための資金づくりができる商品である。

（1）は適切。

（2）は適切でない。定期積金は個人限定の商品ではなく，法人も可能。

（3）は適切。テキスト№ 2 P50「8（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（2）である。

（ 12）農林中金アカデミー

 ［問 32］　積立式定期貯金＜満期型＞の商品概要として，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　積立期間は６ヵ月以上 10 年以下で，据置期間は１ヵ月以上３年以下である。
預入方法は自動振替により，１ヵ月，２ヵ月，３ヵ月，６ヵ月のいずれかの積
立周期での預入となる。随時の預入はできない。

（２）　適用金利は，各分割預入時の期日指定定期貯金の約定利率を適用する。ただ
し，預入日から満期日までの期間が１年未満の場合は預入時のスーパー定期貯
金（単利型）の約定金利が適用となる。

（３）　満期日前に解約する場合は，各定期貯金の中途解約の取扱いに準じる。なお，
この商品は貯金保険制度の保護対象である。

［問 33］　定期積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）　定期的に掛金を払い込む積立型の商品である。掛金の支払方法は，普通貯金
からの自動振替も利用でき，満期日にまとまった給付契約金を受け取ることが
できる。

（２）　個人限定の商品で，掛金額は１回あたり 1,000 円以上で１円単位である。契
約期間は，６ヵ月以上最長５年（各 JA・JF の任意）である。金利は，契約時の
金利が全期間に渡って適用される固定金利である。

（３）　契約期間内で積立期間が自由に選べ，目標額に合わせて毎月の払込指定日に
積み立て，子供の教育資金や住宅購入資金など，具体的，計画的に貯蓄をする
場合にすすめられる商品である。

［問 34］　JAカード（一体型）のセールスポイントとして，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．初年度は年会費が無料である。
ｂ．次年度以降の年会費は，年間 10 万円以上のカードショッピング利用で無料と

なる。
ｃ．次年度以降の年会費は，電気料金か携帯電話料金のいずれかを JA カードで支

払えば無料となる。
ｄ．特典として，「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。
ｅ．特典として，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。
ｆ．海外旅行傷害保険サービスが付帯されている。

（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ
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JA カード（一体型）のセールスポイント

正解（2）	 正解率　60.8％	

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。JA 直売所での 5％引きや「JA-SS」・「ホクレン

SS」利用時の割引等がある。クレジットカードは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が広がっている。

ａ．ｃ．ｄ．ｅ．ｆ．は適切。

ｂ．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 10 万円以上ではなく，

12 万円以上のカードショッピング利用である。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（2）である。

（ 12）農林中金アカデミー

 ［問 32］　積立式定期貯金＜満期型＞の商品概要として，適切でないものを１つ選
びなさい。

（１）　積立期間は６ヵ月以上 10 年以下で，据置期間は１ヵ月以上３年以下である。
預入方法は自動振替により，１ヵ月，２ヵ月，３ヵ月，６ヵ月のいずれかの積
立周期での預入となる。随時の預入はできない。

（２）　適用金利は，各分割預入時の期日指定定期貯金の約定利率を適用する。ただ
し，預入日から満期日までの期間が１年未満の場合は預入時のスーパー定期貯
金（単利型）の約定金利が適用となる。

（３）　満期日前に解約する場合は，各定期貯金の中途解約の取扱いに準じる。なお，
この商品は貯金保険制度の保護対象である。

［問 33］　定期積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）　定期的に掛金を払い込む積立型の商品である。掛金の支払方法は，普通貯金
からの自動振替も利用でき，満期日にまとまった給付契約金を受け取ることが
できる。

（２）　個人限定の商品で，掛金額は１回あたり 1,000 円以上で１円単位である。契
約期間は，６ヵ月以上最長５年（各 JA・JF の任意）である。金利は，契約時の
金利が全期間に渡って適用される固定金利である。

（３）　契約期間内で積立期間が自由に選べ，目標額に合わせて毎月の払込指定日に
積み立て，子供の教育資金や住宅購入資金など，具体的，計画的に貯蓄をする
場合にすすめられる商品である。

［問 34］　JAカード（一体型）のセールスポイントとして，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．初年度は年会費が無料である。
ｂ．次年度以降の年会費は，年間 10 万円以上のカードショッピング利用で無料と

なる。
ｃ．次年度以降の年会費は，電気料金か携帯電話料金のいずれかを JA カードで支

払えば無料となる。
ｄ．特典として，「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。
ｅ．特典として，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。
ｆ．海外旅行傷害保険サービスが付帯されている。

（１）　４つ
（２）　５つ
（３）　６つ
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公的年金の支給開始年齢

正解（1）	 正解率　53.9％	

解　説

ａ．は適切でない。公的年金における年齢は，出生の日から起算し，「誕生日の前日」に 

1 歳年齢が加齢される。テキスト No.2 P98「2（2）③年数の数え方」参照。支給開始年齢

に到達した日が公的年金の受給権発生日となるため，正しく覚えておきたい。

ｂ．は適切でない。「繰上げ支給」の年金額は，請求した年齢に応じて一定の割合で減額され，

「繰下げ支給」の年金額は，請求した年齢に応じて一定の割合で増額され，それらの年金

額が生涯にわたって続くことになる。テキスト No.2 P97「2（2）①国民年金」参照。なお，

「繰上げ支給」「繰下げ支給」などの選択は，老後の生活状況などを考えてお客さま自身が

決められることであり，安易な説明や助言は絶対に避けるべきである。

ｃ．適切である。テキスト No.2 P98「2（3）支給開始年齢の引上げ」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］　公的年金の支給開始年齢に関する以下の記述について，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．年金における年数の数え方として，年齢は出生の日から起算し，誕生日の当日
に１歳年齢が加齢される。例えば，誕生日が 1956 年（昭和 31 年）10 月 10 日の
人は，2021 年（令和３年）10 月 10 日に 65 歳となる。

ｂ．老齢基礎年金は原則として 65 歳から支給されるが，本人の希望により，60 歳
から 64 歳の間で受給する「繰上げ支給」，または 66 歳以降に受給する「繰下
げ支給」を選ぶこともできる。ただし，「繰上げ支給」「繰下げ支給」ともに，
年金額は 65 歳支給の年金額と変わらず，生涯にわたって同じ年金額が支給さ
れる。

ｃ．共済組合員の場合は，男性，女性ともに 1953 年（昭和 28 年）４月２日生まれ以
降の人から，老齢厚生年金の支給開始時期が段階的に引き上げられ，1961 年（昭
和 36 年）４月２日生まれ以降の人は，65 歳支給開始となる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 36］　マイカーローンの対象先，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．家族構成の変化やエコカーの普及などで車の買替えを検討している方。
ｂ．自動車税や自動車共済の納付に来店された方。
ｃ．通帳読み取りで，自動車保険（損害保険会社）の引き落としや，ディーラー系の
ローン会社への引き落としがある方。

ｄ．JASTEM端末の小窓機能（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場合。

ｅ．JASTEM端末の小窓機能（顧客取引情報確認画面）のメインタブ共済欄に，自
動車の記載がある。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ
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マイカーローンのセールス

正解（1）	 正解率　30.4％	

解　説

マイカーローンの資金使途は，自動車・バイク（中古を含む）の購入，自動車等の点検・

修理，車検費用，運転免許証の取得費用，車庫の建設費用などに利用することができる。

一度利用すると次回の買換え時の利用も見込め，比較的長い期間の取引が期待できる。

ａ．ｂ．ｃ．は適切。テキスト№ 2 P77 ～ 78「3（1）セールスの対象となるお客さま，（2）ニー

ズ発掘のポイント」参照。

ｄ．は適切でない。小窓機能のサービスタブではなくメインタブである。テキスト№ 2 P78 

「3（2）ニーズ発掘のポイント」参照。

ｅ．は適切でない。小窓機能のメインタブではなく，サービスタブである。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（1）である。

（ 13） 農林中金アカデミー

［問 35］　公的年金の支給開始年齢に関する以下の記述について，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．年金における年数の数え方として，年齢は出生の日から起算し，誕生日の当日
に１歳年齢が加齢される。例えば，誕生日が 1956 年（昭和 31 年）10 月 10 日の
人は，2021 年（令和３年）10 月 10 日に 65 歳となる。

ｂ．老齢基礎年金は原則として 65 歳から支給されるが，本人の希望により，60 歳
から 64 歳の間で受給する「繰上げ支給」，または 66 歳以降に受給する「繰下
げ支給」を選ぶこともできる。ただし，「繰上げ支給」「繰下げ支給」ともに，
年金額は 65 歳支給の年金額と変わらず，生涯にわたって同じ年金額が支給さ
れる。

ｃ．共済組合員の場合は，男性，女性ともに 1953 年（昭和 28 年）４月２日生まれ以
降の人から，老齢厚生年金の支給開始時期が段階的に引き上げられ，1961 年（昭
和 36 年）４月２日生まれ以降の人は，65 歳支給開始となる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問 36］　マイカーローンの対象先，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．家族構成の変化やエコカーの普及などで車の買替えを検討している方。
ｂ．自動車税や自動車共済の納付に来店された方。
ｃ．通帳読み取りで，自動車保険（損害保険会社）の引き落としや，ディーラー系の
ローン会社への引き落としがある方。

ｄ．JASTEM端末の小窓機能（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場合。

ｅ．JASTEM端末の小窓機能（顧客取引情報確認画面）のメインタブ共済欄に，自
動車の記載がある。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ
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教育ローンのセールス

正解（3）	 正解率　92.2％	

解　説

子供の進学や教育に関連する費用を賄うためのローンである。教育関連の費用が増え，

計画的に貯蓄してきた分だけでは賄いきれなくなっている。ヒアリングを十分に行いニー

ズの発掘をする必要がある。

（1）は適切。テキスト№ 2 P81「4（2）ニーズ発掘のポイント，（3）アプローチのポイント」

参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P80「4（1）セールスの対象となるお客さま」参照。

（3）は適切でない。小窓機能はメインタブの世帯構成で，13 歳～ 20 歳前後の子供がいるお

客さまが正しい。テキスト№ 2 P81「4（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。

（ 14）農林中金アカデミー

［問 37］　教育ローンのセールス対象先ならびにニーズ発掘のポイントとして，適
切でないものを１つ選びなさい。

（１）　教育資金は，住宅資金，老後資金とともに人生の３大資金の１つと言われて
いる。通帳読み取りで，「学費の引落しがある」「児童手当の振込がある」など
お客さまの子供の年齢や進学予定などをヒアリングしてニーズを発掘する。

（２）　お子様が「中学生・高校生の方」「留学を予定している」「地元ではなく，遠
方の大学等へ進学する」「アパート代や下宿代が必要」などの状況にあるお客
さまは，セールスの対象となる。

（３）　JASTEM端末の小窓機能（顧客取引情報確認画面）のサービスタブ共済欄に，
記載（こども共済等）がある。メインタブの生年月日・年齢と取引状況に０歳か
ら 10 歳前後の子供がいることなどがニーズ発掘のポイントとなる。

［問 38］　公的年金制度の仕組みについて，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　国民年金の加入年齢は，原則として 18 歳以上 60 歳未満で，日本国内に住所

のある人は全て加入する。第１号被保険者は自営業，自由業の人などである。
（２）　一定の個人事業所や法人企業はすべて厚生年金保険の適用事業所となり，そ

の役員や従業員は，原則として全員が厚生年金保険の加入者（被保険者）となる。
（３）　第３号被保険者は厚生年金保険の加入者に扶養されている配偶者で、保険料

は別途、第３号被保険者が納付しなければならない。

［問 39］　カードローンのセールスの対象者，ニーズ発掘のポイントとして，適切
でないものを１つ選びなさい。

（１）　年収が安定してはいないが，時々まとまった資金の入金があるお客さまは，
セールスの対象先である。

（２）　普通貯金に一定以上の残高があり，通帳読み取りでキャッシングを利用して
いる取引状況は，ニーズ発掘のポイントである。

（３）　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」に印があるお客さまは，ニーズ発掘のポイントとなる。
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公的年金制度の仕組み

正解（2）	 正解率　66.7％	

解　説

公的年金制度は，日本に住所のあるすべての人が一定の年齢になると，「国民年金（基

礎年金）」への加入が義務づけられている。さらに民間の会社員や公務員等は「厚生年金

保険」に加入している。加入者は 3 種類に区分される。

（1）は適切でない。加入年齢は，原則として 20 歳以上 60 歳未満である。テキスト№ 2P93 

「1（3）各年金制度の仕組み」参照。

（2）は適切。テキスト№ 2 P94「1（3）各年金制度の仕組み」参照。

（3）は適切でない。第 3 号被保険者の保険料は厚生年金加入者が納付する保険料に含まれて

いる。テキスト№ 2 P94「1（3）各年金制度の仕組み」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 37］　教育ローンのセールス対象先ならびにニーズ発掘のポイントとして，適
切でないものを１つ選びなさい。

（１）　教育資金は，住宅資金，老後資金とともに人生の３大資金の１つと言われて
いる。通帳読み取りで，「学費の引落しがある」「児童手当の振込がある」など
お客さまの子供の年齢や進学予定などをヒアリングしてニーズを発掘する。

（２）　お子様が「中学生・高校生の方」「留学を予定している」「地元ではなく，遠
方の大学等へ進学する」「アパート代や下宿代が必要」などの状況にあるお客
さまは，セールスの対象となる。

（３）　JASTEM端末の小窓機能（顧客取引情報確認画面）のサービスタブ共済欄に，
記載（こども共済等）がある。メインタブの生年月日・年齢と取引状況に０歳か
ら 10 歳前後の子供がいることなどがニーズ発掘のポイントとなる。

［問 38］　公的年金制度の仕組みについて，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　国民年金の加入年齢は，原則として 18 歳以上 60 歳未満で，日本国内に住所

のある人は全て加入する。第１号被保険者は自営業，自由業の人などである。
（２）　一定の個人事業所や法人企業はすべて厚生年金保険の適用事業所となり，そ

の役員や従業員は，原則として全員が厚生年金保険の加入者（被保険者）となる。
（３）　第３号被保険者は厚生年金保険の加入者に扶養されている配偶者で、保険料

は別途、第３号被保険者が納付しなければならない。

［問 39］　カードローンのセールスの対象者，ニーズ発掘のポイントとして，適切
でないものを１つ選びなさい。

（１）　年収が安定してはいないが，時々まとまった資金の入金があるお客さまは，
セールスの対象先である。

（２）　普通貯金に一定以上の残高があり，通帳読み取りでキャッシングを利用して
いる取引状況は，ニーズ発掘のポイントである。

（３）　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」に印があるお客さまは，ニーズ発掘のポイントとなる。
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カードローンのセールス

正解（1）	 正解率　92.2％	

解　説

カードローンは，フリーローンと同様に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。一度契約した極度額の範囲内であれば，何度でも

極度額まで利用できる。アプローチのポイントとしては，給与など継続的な定期収入のあ

る方に声かけすることである。

（1）は適切でない。年収は一定以上の安定が必要。時々まとまった資金の入金があったとし

ても，給与等継続的な定期収入がなければ，対象先としては不適当である。テキスト№ 2 P88 

「7（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 P88「7（2）ニーズ発掘のポイント」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P88「7（3）ニーズ発掘のポイント」参照。

したがって，本問の正解は（1）となる。

（ 14）農林中金アカデミー

［問 37］　教育ローンのセールス対象先ならびにニーズ発掘のポイントとして，適
切でないものを１つ選びなさい。

（１）　教育資金は，住宅資金，老後資金とともに人生の３大資金の１つと言われて
いる。通帳読み取りで，「学費の引落しがある」「児童手当の振込がある」など
お客さまの子供の年齢や進学予定などをヒアリングしてニーズを発掘する。

（２）　お子様が「中学生・高校生の方」「留学を予定している」「地元ではなく，遠
方の大学等へ進学する」「アパート代や下宿代が必要」などの状況にあるお客
さまは，セールスの対象となる。

（３）　JASTEM端末の小窓機能（顧客取引情報確認画面）のサービスタブ共済欄に，
記載（こども共済等）がある。メインタブの生年月日・年齢と取引状況に０歳か
ら 10 歳前後の子供がいることなどがニーズ発掘のポイントとなる。

［問 38］　公的年金制度の仕組みについて，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　国民年金の加入年齢は，原則として 18 歳以上 60 歳未満で，日本国内に住所

のある人は全て加入する。第１号被保険者は自営業，自由業の人などである。
（２）　一定の個人事業所や法人企業はすべて厚生年金保険の適用事業所となり，そ

の役員や従業員は，原則として全員が厚生年金保険の加入者（被保険者）となる。
（３）　第３号被保険者は厚生年金保険の加入者に扶養されている配偶者で、保険料

は別途、第３号被保険者が納付しなければならない。

［問 39］　カードローンのセールスの対象者，ニーズ発掘のポイントとして，適切
でないものを１つ選びなさい。

（１）　年収が安定してはいないが，時々まとまった資金の入金があるお客さまは，
セールスの対象先である。

（２）　普通貯金に一定以上の残高があり，通帳読み取りでキャッシングを利用して
いる取引状況は，ニーズ発掘のポイントである。

（３）　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」に印があるお客さまは，ニーズ発掘のポイントとなる。
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相 続 の 発 生 原 因

正解（1）	 正解率　81.4％	

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他，認定死亡のほか，失踪宣

告がある。

（1）は適切でない。死亡届は死亡の事実を知った日から 7 日以内に届ける必要がある。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。テキスト№ 2 P138「1（1）③失踪宣告」参照。

したがって，（1）が本問の正解である。

（ 15） 農林中金アカデミー

［問 40］　相続の発生原因の説明として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　自然死亡の場合は，死亡届を死亡の事実を知った日から 10 日以内に，医師

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

ものの死亡が確実とみられる場合，調査にあたった官公署から，死亡したとみ
られる地域の市区町村長宛てになされた死亡報告に基づいて，戸籍簿に死亡の
記載をすることをいう。

（３）　不在者の生死が７年以上明らかではない時（普通失踪），危難に遭遇した者の
生死が危難の去った後１年以上明らかでない時（特別失踪）には，その利害関係
人は家庭裁判所に対して失踪宣告の請求ができる。

［問 41］　個人ローン増強のメリットとして，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　住宅の新築や建替え時には，住宅ローンと併せて建物更生共済や火災共済を，

自動車購入時には，マイカーローンと併せて自賠責共済や自動車共済を獲得で
きるチャンスとなる。

（２）　カードローン・無担保ローンについて，JA・JFでは 30～40 歳代をメイン
ターゲットとしており，高齢者の比率が高い JA・JFにとっては，将来の顧客
基盤の確保につながる。しかし，若年層との取引開拓・深耕には効果的ではな
い。

（３）　住宅ローンの利用者は，返済口座に給与振込を移したり，公共料金やクレ
ジットカードの自動引落しなど各種取引が集中する傾向がある。また，家庭の
ライフイベントに応じて追加のニーズが発生する可能性が高く，その他のロー
ンの増強にもつながる。

［問 42］　相続税の申告手続と納付方法について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　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」を超える場合で，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。

（２）　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は，被相続
人の死亡時における住所地の市区町村長宛てに提出する。

（３）　申告書の提出期限は，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 10ヵ月以内にすることになっている。そして，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までに相続税額を納付しなければ
ならない。
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個人ローン推進の重要性

正解（2）	 正解率　99.0％	

解　説

個人取引（リテールマーケット）は企業取引（ホールセールマーケット）と比較して相

対的に収益性が高く，安定的な資源を確保できる融資である。他の金融機関との競争も激

化しており，住宅ローンはもちろん小口のローンも将来の顧客基盤の拡大や運用利回り

アップの観点から重要である。

（1）は適切。テキスト№ 2 P66「1（1）② d．他の事業の収益獲得にもつながる」参照。

（2）は適切でない。30～40歳代がメインターゲットなのは住宅ローンである。カードローン・

無担保ローンは若年層との取引開拓・深耕に最も効果的な商品である。テキスト№ 2 P65 

「1（1）② c．顧客基盤の維持・拡大につながる（次世代対策）」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P65「1（1）② b．生活メイン化を促進し，貯金やその他のロー

ン増強につながる」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 40］　相続の発生原因の説明として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　自然死亡の場合は，死亡届を死亡の事実を知った日から 10 日以内に，医師

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

ものの死亡が確実とみられる場合，調査にあたった官公署から，死亡したとみ
られる地域の市区町村長宛てになされた死亡報告に基づいて，戸籍簿に死亡の
記載をすることをいう。

（３）　不在者の生死が７年以上明らかではない時（普通失踪），危難に遭遇した者の
生死が危難の去った後１年以上明らかでない時（特別失踪）には，その利害関係
人は家庭裁判所に対して失踪宣告の請求ができる。

［問 41］　個人ローン増強のメリットとして，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　住宅の新築や建替え時には，住宅ローンと併せて建物更生共済や火災共済を，

自動車購入時には，マイカーローンと併せて自賠責共済や自動車共済を獲得で
きるチャンスとなる。

（２）　カードローン・無担保ローンについて，JA・JFでは 30～40 歳代をメイン
ターゲットとしており，高齢者の比率が高い JA・JFにとっては，将来の顧客
基盤の確保につながる。しかし，若年層との取引開拓・深耕には効果的ではな
い。

（３）　住宅ローンの利用者は，返済口座に給与振込を移したり，公共料金やクレ
ジットカードの自動引落しなど各種取引が集中する傾向がある。また，家庭の
ライフイベントに応じて追加のニーズが発生する可能性が高く，その他のロー
ンの増強にもつながる。

［問 42］　相続税の申告手続と納付方法について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　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」を超える場合で，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。

（２）　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は，被相続
人の死亡時における住所地の市区町村長宛てに提出する。

（３）　申告書の提出期限は，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 10ヵ月以内にすることになっている。そして，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までに相続税額を納付しなければ
ならない。
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相続税の申告手続と納付方法

正解（2）	 正解率　50.0％	

解　説

相続税の申告について，「申告書の提出者」「申告書の提出先」「申告書の提出期限」等々，

手続きと納付方法を理解する必要がある。

（1）は適切。テキスト№ 2 P158「6（1）①申告書の提出者」参照。

（2）は適切でない。申告書の提出先は被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合は，被

相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署長に提出する。テキスト№ 2 P158「6（1）

②申告書の提出先」参照。

（3）は適切。テキスト№ 2 P158 ～ 159「6（1）③申告書の提出期限，（2）①税金の納付」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 40］　相続の発生原因の説明として，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　自然死亡の場合は，死亡届を死亡の事実を知った日から 10 日以内に，医師

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

ものの死亡が確実とみられる場合，調査にあたった官公署から，死亡したとみ
られる地域の市区町村長宛てになされた死亡報告に基づいて，戸籍簿に死亡の
記載をすることをいう。

（３）　不在者の生死が７年以上明らかではない時（普通失踪），危難に遭遇した者の
生死が危難の去った後１年以上明らかでない時（特別失踪）には，その利害関係
人は家庭裁判所に対して失踪宣告の請求ができる。

［問 41］　個人ローン増強のメリットとして，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　住宅の新築や建替え時には，住宅ローンと併せて建物更生共済や火災共済を，

自動車購入時には，マイカーローンと併せて自賠責共済や自動車共済を獲得で
きるチャンスとなる。

（２）　カードローン・無担保ローンについて，JA・JFでは 30～40 歳代をメイン
ターゲットとしており，高齢者の比率が高い JA・JFにとっては，将来の顧客
基盤の確保につながる。しかし，若年層との取引開拓・深耕には効果的ではな
い。

（３）　住宅ローンの利用者は，返済口座に給与振込を移したり，公共料金やクレ
ジットカードの自動引落しなど各種取引が集中する傾向がある。また，家庭の
ライフイベントに応じて追加のニーズが発生する可能性が高く，その他のロー
ンの増強にもつながる。

［問 42］　相続税の申告手続と納付方法について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　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」を超える場合で，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。

（２）　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は，被相続
人の死亡時における住所地の市区町村長宛てに提出する。

（３）　申告書の提出期限は，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 10ヵ月以内にすることになっている。そして，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までに相続税額を納付しなければ
ならない。
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貯金・貸出・債務保証の相続

正解（1）	 正解率　66.7％	

解　説

相続，取引先死亡の事実は，相続人（取引先の親族）からの申し出により判明するのが

ほとんどである。金融機関の担当者として，「貯金・貸出・債務保証」の具体的な手続き

について心得ておく必要がある。

（1）は適切でない。取引名義人が死亡した時点で当座貯金は解約処理をする。その後の小切

手等の決済には応じない。それ以外の貯金の対応はその通りである。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。テキスト№ 2 P146「2（2）③債務保証の場合」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 43］　金融機関における貯金・貸出・債務保証の相続について，適切でないも
のを１つ選びなさい。

（１）　当座貯金は委任契約であり，取引名義人が死亡した時点で残高の確定を行い，
以後，口座への入金・出金はできない。他の貯金と同様に，遺産分割協議書が
提出されるまで，取引名義人の貯金として存続する。貯金の払戻しは，原則と
して遺産分割協議書に基づいて処理をする。

（２）　貸出で，団体生命共済（保険）付きの住宅ローンは，取引名義人の死亡により，
貸出金は死亡保険金と相殺（清算）する。保険の付いていない他の貸出金は，相
続人が資産と一緒に負債も相続する。

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

［問 44］　投資信託業務に係る，それぞれの会社の役割についての説明として，適
切なものを１つ選びなさい。

（１）　委託会社の役割は，投資信託を設計し，投資家から集めた資金（投資信託財
産）を投資家に代わって運用することである。

（２）　受託会社の役割は，投資信託の販売や目論見書の交付，換金，分配金，償還
金の支払い，取引報告書や運用報告書の交付などを行うことである。

（３）　販売会社の役割は，投資信託財産の保管・管理を行う。また，運用会社から
の運用の指図に従って，株式や債券などの売買や管理を行うことである。

［問 45］　投資信託販売の注意点で，説明義務のある重要事項である「リスクの説
明」についての説明として，適切なものを１つ選びなさい。

（１）　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，一般的には国内外の政治，経済
情勢，企業の業績等の影響を受ける。

（２）　金利変動リスクとは，市場金利の変動による，債券価格の変動によって生じ
るリスクである。一般的に金利が上がると債券価格も上がり，金利が下がると
債券価格も下落する。

（３）　為替変動リスクとは，為替レートが変動することによって生じるリスクであ
る。外国通貨建ての資産に投資する投資信託の場合，一般的に円高ならば基準
価額の上昇要因，円安ならば下落要因となる。
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投 資 信 託 の 仕 組 み

正解（1）	 正解率　39.2％	

解　説

投資信託はそれぞれの会社が役割を担っている。販売会社は金融機関で販売の窓口とな

る。委託会社は，投資信託を設計し，資産運用を担当する。受託会社は，信託財産の保管・

管理を担当する。

（1）は適切。テキスト№ 3 P6「2（2）①委託会社の役割」参照。

（2）は適切でない。説明内容は販売会社の役割のものである。テキスト№ 3 P6「2（2）②受

託会社（信託銀行）の役割」参照。

（3）は適切でない。説明内容は受託会社の役割のものである。テキスト№ 3 P6「2（2）④販

売会社（銀行，信用金庫，証券会社等）の役割」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 43］　金融機関における貯金・貸出・債務保証の相続について，適切でないも
のを１つ選びなさい。

（１）　当座貯金は委任契約であり，取引名義人が死亡した時点で残高の確定を行い，
以後，口座への入金・出金はできない。他の貯金と同様に，遺産分割協議書が
提出されるまで，取引名義人の貯金として存続する。貯金の払戻しは，原則と
して遺産分割協議書に基づいて処理をする。

（２）　貸出で，団体生命共済（保険）付きの住宅ローンは，取引名義人の死亡により，
貸出金は死亡保険金と相殺（清算）する。保険の付いていない他の貸出金は，相
続人が資産と一緒に負債も相続する。

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

［問 44］　投資信託業務に係る，それぞれの会社の役割についての説明として，適
切なものを１つ選びなさい。

（１）　委託会社の役割は，投資信託を設計し，投資家から集めた資金（投資信託財
産）を投資家に代わって運用することである。

（２）　受託会社の役割は，投資信託の販売や目論見書の交付，換金，分配金，償還
金の支払い，取引報告書や運用報告書の交付などを行うことである。

（３）　販売会社の役割は，投資信託財産の保管・管理を行う。また，運用会社から
の運用の指図に従って，株式や債券などの売買や管理を行うことである。

［問 45］　投資信託販売の注意点で，説明義務のある重要事項である「リスクの説
明」についての説明として，適切なものを１つ選びなさい。

（１）　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，一般的には国内外の政治，経済
情勢，企業の業績等の影響を受ける。

（２）　金利変動リスクとは，市場金利の変動による，債券価格の変動によって生じ
るリスクである。一般的に金利が上がると債券価格も上がり，金利が下がると
債券価格も下落する。

（３）　為替変動リスクとは，為替レートが変動することによって生じるリスクであ
る。外国通貨建ての資産に投資する投資信託の場合，一般的に円高ならば基準
価額の上昇要因，円安ならば下落要因となる。
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投 資 信 託 の リ ス ク

正解（1）	 正解率　82.4％	

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。

（1）は適切。テキスト№ 3 P13「4（1）① a．価格変動リスク（市場リスク）」参照。

（2）は適切でない。金利変動リスクは，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 b．金利変動リスク」参照。

（3）は適切でない。為替変動リスクは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。テキスト№ 3 P13「4（1）① d．為替変動リスク」参照。

したがって，本問の正解は（1）である。

（ 16）農林中金アカデミー

［問 43］　金融機関における貯金・貸出・債務保証の相続について，適切でないも
のを１つ選びなさい。

（１）　当座貯金は委任契約であり，取引名義人が死亡した時点で残高の確定を行い，
以後，口座への入金・出金はできない。他の貯金と同様に，遺産分割協議書が
提出されるまで，取引名義人の貯金として存続する。貯金の払戻しは，原則と
して遺産分割協議書に基づいて処理をする。

（２）　貸出で，団体生命共済（保険）付きの住宅ローンは，取引名義人の死亡により，
貸出金は死亡保険金と相殺（清算）する。保険の付いていない他の貸出金は，相
続人が資産と一緒に負債も相続する。

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

［問 44］　投資信託業務に係る，それぞれの会社の役割についての説明として，適
切なものを１つ選びなさい。

（１）　委託会社の役割は，投資信託を設計し，投資家から集めた資金（投資信託財
産）を投資家に代わって運用することである。

（２）　受託会社の役割は，投資信託の販売や目論見書の交付，換金，分配金，償還
金の支払い，取引報告書や運用報告書の交付などを行うことである。

（３）　販売会社の役割は，投資信託財産の保管・管理を行う。また，運用会社から
の運用の指図に従って，株式や債券などの売買や管理を行うことである。

［問 45］　投資信託販売の注意点で，説明義務のある重要事項である「リスクの説
明」についての説明として，適切なものを１つ選びなさい。

（１）　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，一般的には国内外の政治，経済
情勢，企業の業績等の影響を受ける。

（２）　金利変動リスクとは，市場金利の変動による，債券価格の変動によって生じ
るリスクである。一般的に金利が上がると債券価格も上がり，金利が下がると
債券価格も下落する。

（３）　為替変動リスクとは，為替レートが変動することによって生じるリスクであ
る。外国通貨建ての資産に投資する投資信託の場合，一般的に円高ならば基準
価額の上昇要因，円安ならば下落要因となる。
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投資信託販売時の注意点

正解（1）	 正解率　41.2％	

解　説

投資信託は預貯金と違い，元利金が保証されていない。そのため，投資信託を販売する

際には，「金融商品販売法」（2021 年 11 月 1 日より「金融サービス提供法」に改称），「金

融商品取引法」などの様々なルールに則って行わなければならない。また，金融機関は勧

誘方針についても策定・公表することが義務付けられている。

（1）は適切でない。トータルリターン通知制度は，半年に 1 回以上ではなく年に 1 回以上通

知する仕組みである。テキスト№ 3 P15「4（3）⑥トータルリターンの通知制度」，「（1）

高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインの遵守」参照。

（2）は適切。テキスト№ 3 P14「4（3）④各種禁止事項」参照。

（3）は適切。テキスト№ 3 P14「4（3）③運用の目的・時期・金額とリスクの許容度」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 46］　投資信託販売時の注意点について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　トータルリターン通知制度とは，投資信託の損益を明確にし，お客さまに販

売会社が半年に１度以上通知する仕組みである。
（２）　投資信託の販売にあたっては禁止事項があり，「ａ．断定的判断の提供によ

る勧誘の禁止」「ｂ．虚偽または誤解を生ぜしめるべき表示の禁止」「ｃ．迷惑
時間勧誘の禁止」「ｄ．損失補てんの禁止」等である。

（３）　お客さまの資産運用においては，何のために（目的），いつ頃までに（時期），
いくら必要か（金額）を明確にする必要がある。その上で「利回りがどのくらい
マイナスになったら解約するか」「損失が元本に対して何パーセント発生した
ら解約するか」など，具体的な数字で判断していただくようにする。

［問 47］　投資信託のセールスのポイントとして，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまに説明する時は，「知識や投資経験のないお客さま」「知識や投資経

験が豊富なお客さま」を区別することなく同じように，専門用語は使わずに，
できるだけ平易な言葉で分かりやすく説明する必要がある。

（２）　投資信託は複数の有価証券に分散投資を行うため，リスク軽減が可能となる。
株式と債券，国内資産と海外資産など，投資対象や値動きが異なる複数のファ
ンドに資金を分散して購入することを提案する。

（３）　投資信託は，売買のタイミングを捉えることができれば，大きな収益を上げ
られる。しかし，投資のタイミングを間違えれば，大きな損失になることもあ
る。これは，運用期間を短期間にすることである程度軽減できる。そのため，
短期投資の有効性を説明し，購入を提案する。

［問 48］　つみたてNISA について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　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，１人１

口座のみである。
（２）　投資可能期間は 2018 年から 2042 年（予定）で，期間は最長 20 年間である。

定期・定額での積立投資に限定されている。
（３）　非課税投資枠は毎年 20 万円までで，未使用額を翌年へ繰り越すことはでき

ない。非課税枠を使っての投資額は最大 400 万円までである。
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投 資 信 託 の セ ー ル ス

正解（2）	 正解率　66.7％	

解　説

投資信託のセールスポイントとして，①分散投資（投資対象の分散と時間の分散）， 

②長期投資，③自己責任の原則，④お客さまのレベルに合わせた説明，⑤顧客本位の業務

運営がある。提案にあたっては，お客さまの投資目的，投資経験，投資に関する知識や希

望する運用方法などをヒアリングし，ふさわしい商品・サービスを提供することが大切で

ある。

（1）は適切でない。知識や投資経験のないお客さまには，できるだけ平易な言葉で分かりや

すい説明を心がけ，知識や投資経験の豊富なお客さまには専門用語やお客さまが使って

いる言葉を使うなど，お客さまのレベルに合わせた説明が大切である。テキスト№ 3 P17 

「5（2）④お客さまのレベルに合わせた説明」参照。

（2）は適切。テキスト№ 3 P17「5（2）①分散投資」参照。

（3）は適切でない。運用期間は「短期間」ではなく「長期間」にすることでリスクを軽減できる。

お客さまに長期投資の有効性を説明し，提案する。テキスト№ 3 P17「5（2）②長期投資」

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 46］　投資信託販売時の注意点について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　トータルリターン通知制度とは，投資信託の損益を明確にし，お客さまに販

売会社が半年に１度以上通知する仕組みである。
（２）　投資信託の販売にあたっては禁止事項があり，「ａ．断定的判断の提供によ

る勧誘の禁止」「ｂ．虚偽または誤解を生ぜしめるべき表示の禁止」「ｃ．迷惑
時間勧誘の禁止」「ｄ．損失補てんの禁止」等である。

（３）　お客さまの資産運用においては，何のために（目的），いつ頃までに（時期），
いくら必要か（金額）を明確にする必要がある。その上で「利回りがどのくらい
マイナスになったら解約するか」「損失が元本に対して何パーセント発生した
ら解約するか」など，具体的な数字で判断していただくようにする。

［問 47］　投資信託のセールスのポイントとして，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまに説明する時は，「知識や投資経験のないお客さま」「知識や投資経

験が豊富なお客さま」を区別することなく同じように，専門用語は使わずに，
できるだけ平易な言葉で分かりやすく説明する必要がある。

（２）　投資信託は複数の有価証券に分散投資を行うため，リスク軽減が可能となる。
株式と債券，国内資産と海外資産など，投資対象や値動きが異なる複数のファ
ンドに資金を分散して購入することを提案する。

（３）　投資信託は，売買のタイミングを捉えることができれば，大きな収益を上げ
られる。しかし，投資のタイミングを間違えれば，大きな損失になることもあ
る。これは，運用期間を短期間にすることである程度軽減できる。そのため，
短期投資の有効性を説明し，購入を提案する。

［問 48］　つみたてNISA について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　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，１人１

口座のみである。
（２）　投資可能期間は 2018 年から 2042 年（予定）で，期間は最長 20 年間である。

定期・定額での積立投資に限定されている。
（３）　非課税投資枠は毎年 20 万円までで，未使用額を翌年へ繰り越すことはでき

ない。非課税枠を使っての投資額は最大 400 万円までである。
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つみたて NISA の商品概要

正解（3）	 正解率　77.5％	

解　説

NISA は，個人投資家のための税制優遇制度である。NISA のさらなる普及を図るために，

若年層等の利用促進につながる少額からの積立形式による「つみたて NISA」が 2018 年 

1 月からスタートしている。

（1）は適切。なお，2022 年 4 月 1 日に施行される民法改正（成年年齢の引下げ）に伴い，

NISA 口座を開設できる年齢要件が，2023 年 1 月 1 日以後に設けられる NISA 口座から，

その年の 1 月 1 日において「18 歳以上」（現行は「20 歳以上」）に引き下げられる。

（2）は適切。

（3）は適切でない。非課税投資枠は毎年 40 万円までで，最大 800 万円までである。テキス

ト№ 3 P19 ～ 20「5（3）③つみたて NISA」参照。

したがって，（3）が本問の正解である。

（ 17） 農林中金アカデミー

［問 46］　投資信託販売時の注意点について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　トータルリターン通知制度とは，投資信託の損益を明確にし，お客さまに販

売会社が半年に１度以上通知する仕組みである。
（２）　投資信託の販売にあたっては禁止事項があり，「ａ．断定的判断の提供によ

る勧誘の禁止」「ｂ．虚偽または誤解を生ぜしめるべき表示の禁止」「ｃ．迷惑
時間勧誘の禁止」「ｄ．損失補てんの禁止」等である。

（３）　お客さまの資産運用においては，何のために（目的），いつ頃までに（時期），
いくら必要か（金額）を明確にする必要がある。その上で「利回りがどのくらい
マイナスになったら解約するか」「損失が元本に対して何パーセント発生した
ら解約するか」など，具体的な数字で判断していただくようにする。

［問 47］　投資信託のセールスのポイントとして，適切なものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまに説明する時は，「知識や投資経験のないお客さま」「知識や投資経

験が豊富なお客さま」を区別することなく同じように，専門用語は使わずに，
できるだけ平易な言葉で分かりやすく説明する必要がある。

（２）　投資信託は複数の有価証券に分散投資を行うため，リスク軽減が可能となる。
株式と債券，国内資産と海外資産など，投資対象や値動きが異なる複数のファ
ンドに資金を分散して購入することを提案する。

（３）　投資信託は，売買のタイミングを捉えることができれば，大きな収益を上げ
られる。しかし，投資のタイミングを間違えれば，大きな損失になることもあ
る。これは，運用期間を短期間にすることである程度軽減できる。そのため，
短期投資の有効性を説明し，購入を提案する。

［問 48］　つみたてNISA について，適切でないものを１つ選びなさい。
（１）　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，１人１

口座のみである。
（２）　投資可能期間は 2018 年から 2042 年（予定）で，期間は最長 20 年間である。

定期・定額での積立投資に限定されている。
（３）　非課税投資枠は毎年 20 万円までで，未使用額を翌年へ繰り越すことはでき

ない。非課税枠を使っての投資額は最大 400 万円までである。
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個人型確定拠出年金（iDeCo）の概要

正解（1）	 正解率　53.9％	

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）は適切でない。「設定した金額は 60 歳まで積み立てて 60 歳以降に給付を受ける。また，

原則として 60 歳まで引き出せない。」が正しい。なお，2022 年 5 月から加入可能年齢が 

「60 歳」から「65 歳」に引き上げられる。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。掛け金の運用商品（預貯金，保険商品，投資信託等）は，契約者本人が

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。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（1）である。

（ 18）農林中金アカデミー

［問 49］　個人型確定拠出年金（iDeCo）について，適切なものを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 歳未満の全ての人である。
（２）　iDeCo の掛け金は，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 65 歳まで積み立てて 65 歳以降に給付を受ける。注意点は，
原則として 65 歳まで引き出せないことである。

（３）　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。掛金の運用商品は，ファンドマネージャーが預貯金，保険商品，投資信託
などから契約者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。

［問 50］　個人年金保険の魅力とリスクについて，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．死亡給付金が相続税の課税対象となるとき，相続人が受け取る死亡給付金のう
ち，「 500 万円×法定相続人の数」が非課税枠となる。

ｂ．複利で効率的な運用結果を年金として受け取ることができる。
ｃ．生命保険会社の保険商品であるため，生命保険会社の信用リスクがある。
ｄ．販売金融機関による保証はなく，預貯金保険制度の対象外である。
ｅ．現在の貨幣価値で将来の年金額を決めることになるため，定額個人年金ではイ
ンフレリスクがある。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ
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個人年金保険の魅力とリスク

正解（3）	 正解率　21.6％	

解　説

各金融機関で生命保険商品の窓口販売が解禁となった背景には，公的年金に対する不安

と，自助努力による老後の資金形成という社会的ニーズに対応したことが挙げられる。「個

人年金保険」は長期運用を基本とすることで，価格変動リスクを抑え，老後資金として 

一定の年齢から年金を受け取る商品である。

ａ．ｂ．ｃ．ｄ．ｅ．全て適切。テキスト№ 3 P58 ～ 59「8（1）①個人年金保険の魅力②個

人年金保険のリスク」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 49］　個人型確定拠出年金（iDeCo）について，適切なものを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 歳未満の全ての人である。
（２）　iDeCo の掛け金は，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 65 歳まで積み立てて 65 歳以降に給付を受ける。注意点は，
原則として 65 歳まで引き出せないことである。

（３）　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。掛金の運用商品は，ファンドマネージャーが預貯金，保険商品，投資信託
などから契約者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。

［問 50］　個人年金保険の魅力とリスクについて，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．死亡給付金が相続税の課税対象となるとき，相続人が受け取る死亡給付金のう
ち，「 500 万円×法定相続人の数」が非課税枠となる。

ｂ．複利で効率的な運用結果を年金として受け取ることができる。
ｃ．生命保険会社の保険商品であるため，生命保険会社の信用リスクがある。
ｄ．販売金融機関による保証はなく，預貯金保険制度の対象外である。
ｅ．現在の貨幣価値で将来の年金額を決めることになるため，定額個人年金ではイ
ンフレリスクがある。

（１）　３つ
（２）　４つ
（３）　５つ
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問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解

問１ １ 問11 ２ 問21 ３ 問31 １ 問41 ２

問２ ３ 問12 １ 問22 １ 問32 １ 問42 ２

問３ ２ 問13 ３ 問23 ２ 問33 ２ 問43 １

問４ ３ 問14 １ 問24 １ 問34 ２ 問44 １

問５ ３ 問15 ３ 問25 ２ 問35 １ 問45 １

問６ １ 問16 ２ 問26 ２ 問36 １ 問46 １

問７ ３ 問17 ２ 問27 ２ 問37 ３ 問47 ２

問８ ２ 問18 ２ 問28 １ 問38 ２ 問48 ３

問９ １ 問19 ３ 問29 ２ 問39 １ 問49 １

問10 １ 問20 ２ 問30 ２ 問40 １ 問50 ３
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