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ローン推進の重要性

JA バンクローンの推進

問　1　JA バンクローンの推進について，適

切でないものを 1つ選びなさい。

⑴　JA の信用事業利益を高めるためには JA

バンクローンなどの利ザヤの高い良質な貸

出資産を増強することが重要とされるが，

この利ザヤとは，運用利回りから調達利回り

と信用事業管理費を差し引いたものをいう。

⑵　ローン増強のメリットの 1 つに生活メイ

ン利用者の拡大があるが，生活メイン化は

取引の永続化という効果のほか調達利回り

を引き下げる効果もある。

⑶　インターネットの普及により金融取引に

おける非対面チャネルの利用は拡大の一途

を辿っており，JA においてもデジタル端末

を活用したバンクローンのサービス提供に

積極的に取り組まなければならない。

	 正解率　62％

正解　⑴	

　解　説

①　信用事業利益は，資金量×利ザヤ−

信用事業管理費として算出される。つ

まり，収益力を強化するためには，資

金量のアップと利ザヤのアップを図り

つつ，信用事業管理費をダウンさせる

ことが必要となる。

　　利ザヤとは，運用利回りから調達利回

りを差し引いたもので，一般の商店なら

商品の販売価格から仕入価格を差し引

いたもので，この利幅が多いほど商店の

収益は大きくなる。したがって，⑴は適

切ではなく，これが本問の正解である。

②　ローン返済口座の獲得は当座性貯金

をはじめ付帯取引の残高をアップさせ，

生活メイン化という生涯取引の道筋を

つけるが，この取引密度が調達利回り

の引下げに直結するため，この点でも

ローン推進の収益拡大効果は大きい。

したがって，⑵は適切である。

③　JA バンクでは，平成 26 年 4 月から

小口ローン 6 商品（マイカー，リフォー

ム，教育，教育（極度），フリー，カー

ド）について，JA ネットローンを通

じた取扱いを開始している。また，平

成 28 年 4 月からは，スマホやタブレッ

ト端末を活用した非対面取引機能をリ

リースしている。したがって，⑶は適
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切である。

ライフイベントに対応したローン推進スタンス

問　2　ライフイベントに対応したローン推進

スタンスについて，適切なものはいくつある

か，⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．ライフイベントを控えている人に対して

はローン商品の提案を進めることが問題解

決につながる最良の方策である。

ｂ．60 歳以上の世代は主要なライフイベント

はおおむね済ませているが，相続対策とし

て賃貸住宅ローン推進の対象先とする。

ｃ．定期貯金や定期積金の推進は，お客様の

手持ち資金を豊かにすることになるが，こ

のことがローン利用を減退させるとはかぎ

らない。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　57％

正解　⑵	

　解　説

①　営業活動の基本スタンスとして，お

客様の問題解決につながる提案が不可

欠とされているが，資金不足に悩んでい

るお客様に対しては，ローンの提案だ

けが問題解決型セールスとは限らない。

　　ライフイベントを迎えるとまとまっ

た資金が必要となるが，事前に資金を

準備して対応したいというお客様も多

い。特に教育資金のように発生時期が

明らかなものは，前もって準備したい

と考えるのが健全な経済観念と言える。

　　このため，子供の進学を控えている

人に対しては，定期積金等での事前準

備をアドバイスし，ここで足りない分

をローンで賄うという営業スタンスも

大切で，こうした提案姿勢も問題解決

型セールスの 1 つと見るべきである。

したがって，a は適切ではない。

②　60 歳以上のお客様をして，ローン

ニーズが少ないと決めつけることはで

きない。この世代の中には，近い将来

に備えてバリアフリー型のリフォーム

を考えている人もいれば，相続対策を

視野に入れてアパート経営を考えてい

る人もいる。子供の独立に備えた二世

帯住宅の改築ニーズや，親子リレー返

済の利用ニーズも見逃せない。目的が

明確で返済原資が確実なため，むしろ

有力なローン推進先と見るべきである。

したがって，b は適切である。

③　貯金の推進とローンの推進は相反す

る関係ではなく，相互に補完しあう関

係にもある。例えば，住宅ローンを利

用する際，貯金は頭金として必要なも

のであり，貯金があるからこそ住宅ロー

ンの利用が可能となる側面も見逃して

はならない。貯金がローン利用の追い

風となることもあり，財形住宅貯金は

その特徴を形にした商品でもある。し

たがって，c は適切である。

　　以上のことから，適切なものは 2 つ

で，⑵が本問の正解である。

貯金通帳から読み取る出金情報とその対応

問　3　Aさんの普通貯金通帳をチェックした

ところ，私立中学の合格実績で定評のある学

習塾への振込があることがわかった。ここで
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とるべき対応として，最も適切なものを 1つ

選びなさい。

⑴　私立中学を目指すくらいの家庭であるか

ら家計には余裕があると判断して，ローン

推進先というより貯金推進先としてリスト

アップする。

⑵　中学入学に教育ローンは利用できないが，

いずれ高校，大学と資金ニーズが発生する

ことが先読みできるため，将来につながる

ローン情報として管理する。

⑶　受験環境を整えるためリフォームニーズ

があるかどうかの確認を急ぐ。同時に，中

学受験・進学に伴う出費のしわよせをカバー

するためカードローンの利用を勧める。

	 正解率　19％

正解　⑶	

　解　説

　　例題のケースは中学入学のため教育

ローンの対象外であるが，ローン情報

の管理にとどまるだけの⑴の対応は消

極的である。

　　ローンニーズなしとする⑵の判断も

まだ甘く，どこかに切り口はないかと

探す貪欲さに欠けている。受験の準備

に熱心な家庭であれば，勉強部屋を確

保するためのリフォームニーズがある

かもしれない。学習塾の送り迎えのた

めのマイカーニーズがあるかもしれな

い。学習塾の費用負担が大きく恒常的

な資金不足の渦中にあることも考えら

れる。有名私立中学を目指しているか

らといって，経済的な余裕があるとは

限らない。あらゆる可能性を視野に入

れて，ローン提案の余地を探る積極性

が大切である。

　　したがって，カードローンに着目し

た⑶の姿勢は適切で，これが本問の正

解である。

ローン口座に対する考え方

問　4　ローンロ座に対する考え方について，

適切でないものを 1つ選びなさい。

⑴　ローンは売るという発想だけではなく，

生涯取引を続けていくためのきっかけとい

う考え方が求められ，完済してからも別の

取引につながっている状況が望ましい。

⑵　ローンの返済口座に給与，年金，配当金

などの入金パイプをセットすることは残高

アップにつながるが，公共料金の自動引落

しなどの出金パイプをセットすることは残

高の減少につながる。

⑶　ローンの返済口座に滞留している余裕資

金があるときは，繰上げ返済という選択肢

のほか，いざという時に備えて自由になる資

金をキープしておくことも大切で，定期貯金

の固定化を図るという選択肢も有力である。

	 正解率　94％

正解　⑵	

　解　説

①　ローンは売って終わりの商品ではな

く，その後のきめ細かいフォローが重

要である。延滞管理や生活メイン化の

ためにも，返済口座の動きは要チェッ

クである。返済が終わった途端に疎遠

な関係になったのでは，ローン開拓の

価値は激減する。返済口座の入出金パ

イプを太く活発にし，これをベースに

ライフサイクルに応じた貯金・ローン

商品を提供し，生涯取引につなげるべ
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きである。したがって，⑴は適切である。

②　ローン推進は，この取引によって得

られる金利収入のほか，家計メイン化

の切り口になりうるというメリットに

も注目しなければならない。ローン取

引が成約すると，返済用に指定された

貯金口座は，財布代わりとして給与振込

や 5 大公共料金などの入出金口座とし

て利用される傾向が強い。貯金口座には

返済資金が事前にプールされ，入出金の

パイプが太くなる。したがって，⑵は適

切ではなく，これが本問の正解である。

③　ローンの返済口座に余裕資金が滞留

している場合，繰上げ返済を急がせる

ことは選択肢の 1 つと考えるべきで，

これがすべてではない。いざという時

に備えて自由になる資金をキープして

おくことも大切で，定期貯金を推進し

固定化を図ることも考慮すべきである。

したがって，⑶は適切である。

バンクローンの基礎知識

農業信用基金協会保証型の
JA住宅ローンの各商品の特徴

問　5　農業信用基金協会保証型の JA 住宅

ローンの各商品の特徴について，誤っている

ものを 1つ選びなさい。

⑴　JA 住宅ローン一般型は，住宅の購入，新

築を貸付対象としており，土地のみの購入

も可としているが，この場合は 5 年以内に住

宅を新築し居住することを条件としている。

⑵　JA 住宅ローン 100％応援型は頭金不足

の悩みを解消できる商品で，所要資金の

100％までを貸付可能としているが，貸付条

件として求めている年収基準はJA住宅ロー

ン一般型のそれよりも高く設定されている。

⑶　JA 住宅ローン借換応援型は借換えなどの

住宅ローンで，貸付期間は 3 年以上 35 年

以内となっている。

	 正解率　78％

正解　⑶	

　解　説

①　JA 住宅ローン一般型では，資金使途

として土地のみを先行して購入するこ

とも対象としているが，5 年以内に住

宅を新築し居住することが条件である。

したがって，⑴は正しい。

②　JA 住宅ローン一般型が設定する前年

度税込年収は，150 万円以上（農業者

以外は 200 万円以上）であるのに対し，

JA 住宅ローン 100％応援型では前年度

税込年収を 350 万円以上と高めに設定

されている。したがって，⑵は正しい。

③　JA 住宅ローン借換応援型の融資限度

額は 5,000 万円，融資期間は 3 年以上

32 年以内で，利用目的は他金融機関か

ら借入中の住宅ローンの借換えをメイ

ンとしているが，借入れから 3 年以上

経過し，延滞のない人を貸付対象とし

ている。したがって，⑶は誤りで，こ

れが本問の正解である。

協同住宅ローン㈱保証型
住宅ローンの貸付条件

問　6　協同住宅ローン㈱保証型住宅ローンの

貸付条件について述べた次の文章の空欄に入

るべき数字の組み合わせとして，正しいもの
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を 1つ選びなさい。

　　協同住宅ローン㈱保証型住宅ローン（新

築・購入コース）の場合，融資限度額は 

（　①　）万円，勤続年数は（　②　）年以上

としている。貸付年齢は 20 歳以上（　③　）

歳未満，最終償還時年齢は（　④　）歳未

満を要件としている。

⑴　①− 4,000　 ②− 1　 ③− 60　 ④− 75

⑵　①− 5,000　 ②− 1　 ③− 66　 ④− 80

⑶　①− 5,000　 ③− 3　 ③− 70　 ④− 80

	 正解率　60％

正解　⑵	

　解　説

　　協同住宅ローン㈱保証型住宅ローン

（新築・購入コース）の場合，融資限度

額は 5,000 万円，勤続年数は，公務員

および高度な国家資格取得者以外の人

は 1 年以上としている。貸付年齢は 20

歳以上 66 歳未満，最終償還時年齢は

80 歳未満を要件としている。

　　以上のことから，⑵の組み合わせが

正しく，これが本問の正解である。

JA マイカーローン（一般型 A，
一般型 B，一般型 C）の商品概要

問　7　JA マイカーローン（一般型 A，一般

型 B，一般型C）の商品概要について，正し

いものはいくつあるか，⑴～⑶の中から 1つ

選びなさい。

ａ．JA マイカーローンの貸付年齢はいずれの

タイプも 18 歳以上となっているが，18 歳

のお客様からこの申込みを受けた場合は，

JA が定める条件を満たす法定代理人を連帯

保証人としなければならない。

ｂ．JA マイカーローンは車庫の建設費用とし

ても利用でき，この場合の貸付金額は 150

万円以下となっている。

ｃ．JA マイカーローンの「リピーター型」と

は，1 度でも JA のマイカーローンを利用し

たことのある人を対象とした専用商品であ

り，完済先であれば完済後何年経っている

かは問われない。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　69％

正解　⑴	

　解　説

①　未成年者は法律上の行為能力を持た

ないため，単独で貸付取引をすること

はできず，18 歳のお客様からマイカー

ローンの申込みを受けた場合は，JA が

定める条件を満たす法定代理人を連帯

保証人としなければならない。したがっ

て，a は正しい。

②　JA マイカーローンは車庫の建設費用

としても利用できるが，簡易な形態な

ものに限られ，貸付金額は 100 万円以

下に制限されている。したがって，b

は誤りである。

③　JA マイカーローンのリピーター向け

の商品は，資金使途に下取り価格差し

引き後のマイカーローンの残債務を加

えたり，徴求書類の簡素化を図るなど

利用しやすい商品特性となっている。

対象となる完済先は，完済後 2 年以内

が条件となっている。したがって，c

は誤りである。

　　以上のことから，正しいものは 1 つ
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で，⑴が本問の正解である。

J A 教 育 ローン（一般型 A ，
一般型 B，一般型 C）の商品概要

問　8　JA教育ローン（一般型 A，一般型 B，

一般型C）の商品概要について，誤っている

ものを 1つ選びなさい。

⑴　JA 教育ローンは子供の進学資金や教育費

に利用できるローンで，大学予備校にかか

る資金も対象となっている。

⑵　JA 教育ローンでは，他の金融機関から借

入中の教育資金の借換資金としても利用で

きる。

⑶　JA 教育ローンでは返済を据え置く制度が

あるが，子供の在学中にのみ認められた制

度であり，子供の卒業と同時に返済を再開

しなければならない。

	 正解率　66％

正解　⑶	

　解　説

①　JA 教育ローンは，子供の進学資金，

教育費に利用できるローンで，高校，

大学，短大，専修・各種学校の就学関

連資金を対象としている。また，大学

予備校にかかる資金もこの対象となっ

ている。したがって，⑴は正しい。

②　JA 教育ローンは，金額も大きく返済

も長期に亘るため，金利負担も重くの

しかかる。高い金利で借りたものなら

低い金利で借換えをしたいと思うのは

住宅ローンの場合と同様だが，今般の

商品改訂により，他の金融機関で借り

た教育ローンの借換えも可能となった。

したがって，⑵は正しい。

③　JA 教育ローンには子供が在学中に返

済を据え置く制度が用意されているが，

据置期間は在学期間限定ではなく，子供

が卒業する予定の年月の末日から 6 ヵ

月後までとなっている。したがって，⑶

は誤りで，これが本問の正解である。

JA リフォームローン（一般型 A，
一般型 B，一般型 C）の商品概要

問　9　JA リフォームローン（一般型 A，一

般型B，一般型C）の商品概要について，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　JA リフォームローンの融資額は，いずれ

のタイプも 10 万円以上 1,000 万円以内と

なっている。

⑵　JA リフォームローンの返済方法は元利均

等返済のみである。

⑶　JA リフォームローンは，融資額の多寡に

かかわらず，いずれのタイプも担保提供は

不要である。

	 正解率　22％

正解　⑴	

　解　説

①　JA リフォームローン一般型 A と一

般型 B の融資額は 10 万円以上 1,000

万円以内だが，一般型 C は 10 万円以

上 1,500 万円以内となっている。した

がって，⑴は誤りで，これが本問の正

解である。

②　JA 住宅ローンの返済方法は元金均等

返済，元利均等返済の 2 つから選ぶこ

とができるが，JA リフォームローンは，

他の無担保ローンと同様，元金均等返

済はなく元利均等返済のみである。し
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たがって，⑵は正しい。

③　JA リフォームローンは，従来は融資

額が 500 万円を超えると土地・建物に

第 1 順位の抵当権設定を必要としてい

たが，今般の商品改訂により融資額の

多寡にかかわらず抵当権の設定は不要

となった。ただし，団信の加入が条件

となっている。したがって，⑶は正しい。

J A フリーローン（一般型 A，
一般型 B，一般型 C）の商品概要

問　10　JAフリーローン（一般型A，一般型

B，一般型 C）の商品概要について，正しい

ものを 1つ選びなさい。

⑴　A さんは，他の金融機関でマイカーロー

ンやトラベルローンを利用し返済の煩雑さ

に苦慮しているため，ローンを長期のものに

一本化し返済の軽減化を図ろうと考えてい

るが，こうした目的の借換え資金についても

JA フリーローンは貸付の対象としている。

⑵　JA フリーローンの貸付年齢は，一般型 A

と B が 18 歳以上，一般型 C は 20 歳以上

となっている。

⑶　JA フリーローンの貸付期間はいずれのタ

イプも 6 ヵ月以上 5 年以内となっている。

	 正解率　36％

正解　⑵	

　解　説

①　JA フリーローンは資金の使い道が自

由なローンだが，前向きな生活資金を

対象としており，他の金融機関から借り

入れた負債の整理資金としての利用は

できない。したがって，⑴は誤りである。

②　JA フリーローンは一般型 A，一般型

B とも貸付年齢は 18 歳以上となってお

り，JA バンクローンの中では最も低い

年齢設定となっている。ただし，一般

型 C のみは 20 歳以上としている。し

たがって，⑵は正しく，これが本問の

正解である。

③　JA フリーローンの貸付期間は，一般

型 A と一般型 B が 6 ヵ月以上 5 年以内，

一般型 C は 6 ヵ月以上 7 年以内となっ

ている。したがって，⑶は誤りである。

農業者を対象にした特例的な貸付条件

問　11　JAバンクローンでは農業者を対象に

した特例的な貸付条件が設定されているが，

これに関する記述について，誤っているもの

を 1つ選びなさい。

⑴　JA 住宅ローンが求める前年度税込年収は

正組合員の農業者に限っては 150 万円以上

と低めに設定されている。

⑵　JA マイカーローンを利用する場合，乗用

車やバイクのほかトラクターの購入資金も

対象となる。

⑶　小口ローンの返済方法として，専業農業

者に限り年 2 回返済する方式を選択するこ

とができる。

	 正解率　78％

正解　⑵	

　解　説

①　JA 住宅ローンの前年度税込年収の条

件は，農業者の正組合員に限り 150 万

円以上で，それ以外の人は 200 万円以上

としている。したがって，⑴は正しい。

②　JA マイカーローンが貸付対象とする

「車」とは個人的に使用する，文字どお
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り「マイカー」に限定され，営業用の

バンや営農用のトラクターは対象にな

らない。したがって，⑵は誤りで，こ

れが本問の正解である。

③　小口ローンの返済方法は，毎月定額

返済，ボーナス併用払い，年 2 回返済

方法の 3 つがあるが，年 2 回返済方法

は返済と返済の間隔が長く，ローン実

行後の借入者の信用状況の変化が見極

めにくいため，これを選択できるのは

原則として専業農業者だけである。し

たがって，⑶は正しい。

JAカードローンの商品概要

問　12　JA カードローンの商品概要につい

て，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　JA カードローンは，JA 住宅ローンや JA

マイカーローンなど他の JA バンクローン

と同様，貸付の勘定科目は証書貸付に分類

される。

⑵　JA ワイドカードローンを利用し前月約

定返済日の貸越残高が 250 万円，当月約定

返済日前日の貸越残高が 200 万円となって

いる場合，当月の約定返済額は 5 万円とな

る。

⑶　JA フリーローンで 300 万円借りられる年

収基準より JA ワイドカードローンで 300

万円の極度額を設定できる年収基準のほう

が高めに設定されている。

	 正解率　24％

正解　⑵	

　解　説

①　貸付の勘定科目には，証書貸付，手

形貸付，当座貸越，手形割引の 4 つが

あるが，手形を使用しないバンクロー

ンで関係があるのは証書貸付と当座貸

越である。

　　証書貸付はお客様から借用証書（金

銭消費貸借契約証書）の提出を受けて

融資を行う方法で，JA バンクローンで

いうと，住宅ローンとその他の無担保

ローンで利用されている。

　　当座貸越は，本来，お客様との約定

に基づいて，お客様の預金残高を超え

て振り出された手形や小切手を，金融

機関が一時的に立て替えて支払うとい

う方法であり，この手形・小切手の振

り出しを，ATM でのカード引き出し

に置き換えたのがカードローンである。

この特徴は，信用供与が当座貸越契約

を締結した時点ではなく，預金残高を

超えて引き出した時点で行われるとこ

ろにある。したがって，⑴は誤りである。

②　JA ワイドカードローンの約定返済額

は，「前月約定返済日の貸越残高の 2％」

と「当月約定返済日前日の貸越残高」

のいずれか少ない金額となっている。

「前月約定返済日の貸越残高 250 万円×

2％＝ 5 万円」＜「当月約定返済日前日

の貸越残高 200 万円」となるため，⑵

は正しく，これが本問の正解である。

③　JA ワイドカードローンで 300 万円

の極度額を設定する場合の年収基準と，

JA フリーローンで 300 万円借りる年

収基準（農業者は 150 万円以上，農業

者以外は 200 万円以上）は同じである。

従来は違いがあったが，商品の改訂に

より同一条件となった。したがって，

⑶は誤りである。
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JAバンクローンにおける複数利用の貸付限度額

問　13　JAバンクローンにはそれぞれ貸付限

度額が決まっているが，同じ借入者に複数の

ローンを貸し付ける場合にもトータルでの貸

付限度額がある。Aさんの場合，あといくら

まで JA バンクローンの申込みができるか，

正しいものを 1つ選びなさい。

＜ A さんの借入状況＞

・JA マイカーローンを 160 万円契約

　　　　　　　　　　現在の借入残高 80 万円

・JA 教育ローンを 150 万円契約

　　　　　　　　　　現在の借入残高 50 万円

・JA ワイドカードローンを極度額 200 万円の

設定で利用中

　　　　　　　　　　現在の借入残高 95 万円

⑴　490 万円

⑵　670 万円

⑶　775 万円

	 正解率　85％

正解　⑵	

　解　説

　　JA バンクローンでは，同一の借入者

に複数のローンを貸し付ける時は，トー

タルの金額での貸付限度額が決められ

ている。JA マイカーローン，JA 教育

ローン，JA リフォームローン，JA フ

リーローン，JA カードローンを無担保

で複数利用する場合，合計で 1,000 万

円が貸付限度額となっている。

　　ここでいう貸付額とは，JA カード

ローンは極度額，それ以外のローンは

借入残高をいう。A さんの場合，トー

タルの貸付額は 330 万円（JA マイカー

ローン 80 万円＋ JA 教育ローン 50 万

円＋ JA ワイドカードローン 200 万円）

で，あと 670 万円まで JA バンクロー

ンの申込みができる。したがって，⑵

が本問の正解である。

JA バンクローンの保証の仕組み

問　14　JAバンクローンの保証の仕組みにつ

いて，正しいものはいくつあるか，⑴～⑶の

中から 1つ選びなさい。

ａ．保証料の支払方法には，一括前払方式と

分割後払方式の 2 つがあるが，どちらの方

式を取るかは借入者の任意とされている。

ｂ．JA バンクローンの利用に際し負担する保

証料は，借入金額が多くなるほど高くなる。

ｃ．三菱 UFJ ニコス㈱を保証会社とする保証

では，代位弁済のリスクを分散するために，

第三者の機関に再保証や保証保険を委託す

るという方式をとっている。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　28％

正解　⑴	

　解　説

①　保証を受けるためには保証料が必要

であるが，この支払方法はローン商品

によって，一括前払方式と分割後払方

式の 2 つがあり，借入者が任意に方式

を選択できるわけではない。したがっ

て，a は誤りである。

②　保証機関にとって，保証料は貸倒れを

想定したリスク負担料であり，借入金額の

多寡に比例する。したがって，b は正しい。

③　JA バンクローンでは，借入者が保証
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機関に保証委託を行い，保証機関がさら

に農林漁業信用基金への保証保険およ

び全国農協保証センターへの再保証の

委託を行うという方式を取っている。た

だし，三菱 UFJ ニコス㈱では，再保証や

保証保険を委託するという方式は取っ

ていない。したがって，c は誤りである。

　　以上のことから，正しいものは 1 つ

で，⑴が本問の正解である。

変動金利型住宅ローンのルール

問　15　変動金利型住宅ローンのルールにつ

いて，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　変動金利型は金融情勢の変化に伴い返済

途中でも適用金利が変動するタイプで，金

利の見直しは年 2 回行われる。

⑵　金利の見直しにより適用金利が上昇した

場合，毎月の返済額は 5 年間一定である。

⑶　適用金利の上昇により毎月の返済額が上

昇する場合は，前回の返済額の 1.25 倍を超

えないとするルールがあるが，借入者はこ

の超過分について返済義務は負わない。

	 正解率　79％

正解　⑶	

　解　説

①　変動金利型の住宅ローンは，金融情

勢に応じて年 2 回金利の見直しを行う

タイプであり，最終返済額は確定でき

ない。したがって，⑴は正しい。

②　変動金利型の住宅ローンは，適用金

利の変更により以降の返済額が変更さ

れる。ただし，頻繁に返済額が変わる

と返済計画に狂いが生じるため，適用

金利が上昇した場合には毎回の返済額

は 5 年間変わらないとするルールが定

められている。これを 5 年間ルールと

いう。したがって，⑵は正しい。

③　適用金利が上昇した場合，5 年間は

従来の返済額で返済するが，6 年目か

らは返済額がアップすることになる。

しかし，どんなに金利が上昇しても

新しい返済額は前回の返済額の 125％

を超えないものとしている。これを

125％ルールという。ただし，125％を

超えた分の返済義務が免除されるわけ

ではなく，未払い利息として持ち越さ

れ，適用金利引下げ後の利息支払余力

で吸収する。したがって，⑶は誤りで，

これが本問の正解である。

JA 住宅ローンの固定変動選択型

問　16　JA住宅ローンの固定変動選択型につ

いて，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　固定金利型→変動金利型→固定金利型と

いう順番での金利選択も可能だが，ローン

の残存期間によっては固定金利を選択でき

ない場合もある。

⑵　固定金利適用の特約期間が終了し再度固

定金利を選択する場合，前回の固定金利が

そのまま適用される。

⑶　「当初期間引下げ」タイプは，当初固定金

利適用期間に限って比較的引下げ幅の大き

い金利を適用するもので，当初特約期間終

了以降は一定幅の金利引下げの適用はない。

	 正解率　83％

正解　⑴	

　解　説

①　固定変動選択型住宅ローンは，一定
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の特約期間（年単位）に固定金利が適

用される住宅ローンである。特約期間

終了後は，再び固定変動選択型か変動

金利型かのどちらかを選択することが

できるが，変動金利型を選択した場合

でも途中で再度，固定金利型を選択す

ることができる。ただし，残存期間が

3 年未満の場合，これに対応する固定

金利型がないため，変動金利型を選択

するしかない。したがって，⑴は正しく，

これが本問の正解である。

②　特約期間終了後，固定変動選択型と

して再度固定金利を選択する場合，そ

の時点での新しい金利が適用される。こ

の場合，どんなに適用金利が上昇しても

変動金利型で見た 125％ルールは適用

されない。したがって，⑵は誤りである。

③　固定変動選択型住宅ローンにおける

「全期間引下げ」タイプは，当初の特約

期間だけでなく，全期間（貸出から完

済までの期間）に亘って引下げ金利を

適用する。「当初期間引下げ」タイプに

おいても，当初固定金利適用期間につ

いて比較的引下げ幅の大きい金利を適

用するが，当初特約期間終了以降も一

定幅の金利引下げを適用する。したがっ

て，⑶は誤りである。

JA 住宅ローンの返済方法

問　17　JA 住宅ローンの返済方法について，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　元利均等返済とは，毎月の返済額の中に

占める元金分と利息分の割合が一定となる

返済方法のことである。

⑵　元金均等返済とは，毎月同額の元金を支

払い，利息の額だけが変動する返済方法の

ことである。

⑶　親子リレー返済が利用できる子供は，同

居している子供か同居予定の子供に限られ

るが，年収の条件を満たしていても年齢が

20 歳未満の子供は対象とならない。

	 正解率　70％

正解　⑴	

　解　説

①　毎月の返済方法には元利均等返済と

元金均等返済の 2 つがある。元利均等

返済は毎月の返済額を一定額とする返

済方法で，その中に含まれる元金部分

と利息部分の割合は変動する。支払開

始当初は利息部分が大きいため，元金

の減り方がなかなか進まないというデ

メリットがある。したがって，⑴は誤

りで，これが本問の正解である。

②　元金均等返済は，毎回の元金返済を

同一額とし，利息の額だけが変動する返

済方法である。元金の減り方が早い分，

利息負担も小さくなり，毎月の返済額は

逓減していく。したがって，⑵は正しい。

③　借入者が高齢で，完済までの年齢条

件がクリアできない場合に利用される

ものに，親子リレー返済がある。親と

子が連帯債務者という同じ立場で住宅

ローンの当事者になるという返済方法

で，「子供」は同居している子供か同居

を予定している子供に限られる。貸付

時の年齢は，親子ともに満 20 歳以上

65 歳未満，年収は親子ともに 200 万円

以上であること，などの条件がある。

したがって，⑶は正しい。
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繰 上 返 済

問　18　繰上返済について，誤っているもの

を 1つ選びなさい。

⑴　一部繰上返済の資金は元金部分の返済に

充当されるため，借入期間が長いものほど

利息軽減効果は高い。

⑵　一部繰上返済の事後対応としては期間短

縮型と返済額軽減型の 2 つがあるが，総返

済額が小さくなるのは返済額軽減型のほう

である。

⑶　一部繰上返済は約定返済日に行わなけれ

ばならないが，全額繰上返済はいつ行って

もかまわない。

	 正解率　82％

正解　⑵	

　解　説

①　一部繰上返済は「内入れ」とも呼ばれ，

この返済額は元金部分に充当される。

元金の減少により，将来支払うはずで

あった利息分は軽減されるため，借入

期間が長いものほどこの軽減効果は高

くなる。したがって，⑴は正しい。

②　一部繰上返済を行った場合，借入元

金が減少するため，再度返済プランを

組み直すことになるが，「返済額をその

ままにして返済期間を短くする方法」

と「返済期間はそのままにして返済額

を軽減する方法」とがある。

　　プランの組み直しにおいて返済額軽

減型を選んだ場合は，以降の返済ピッ

チが上がらないため，総返済額の軽減

効果はさほど期待することはできない。

この点，期間短縮型は毎月返済の元金

充当割合が大きく返済ピッチの早いた

め，総返済額は小さくなる。したがって，

⑵は誤りで，これが本問の正解である。

③　一部繰上返済は約定返済日に実行し

なければならないが，全額繰上返済の

場合，実行日に制限はない。したがって，

⑶は正しい。

団 体 信 用 生 命 共 済

問　19　団体信用生命共済について，正しい

ものはいくつあるか，⑴～⑶の中から 1つ選

びなさい。

ａ．団体信用生命共済は住宅ローンの借入者

を被共済者とし，その家族を共済金の受取

人とするもので，借入者が死亡した場合は

受取共済金の一部からローンの残債を支払

う契約である。

ｂ．団体信用生命共済の掛金は借入者が負担

し，返済金に上乗せされる。

ｃ．親子リレー返済を利用した場合，子供は

債務を引き継いだ時点ではなく，住宅ロー

ンを契約した時点で団体信用生命共済に加

入しなければならない。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　63％

正解　⑴	

　解　説

①　団体信用生命共済は住宅ローンの借

入者を被共済者とし，JA を共済金の受

取人とするもので，借入者が死亡した

場合はローンの残債が JA に支払われ

る契約である。したがって，a は誤り

である。
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②　団体信用生命共済の掛金を負担する

のは JA である。ただし，特約を付け

た場合の掛金は顧客負担とし，金利に

上乗せするのが一般的である。したがっ

て，b は誤りである。

③　親子リレー返済を利用した場合，子

供は債務を引き継いだ時点ではなく，

住宅ローンを契約した時点で，住宅ロー

ン利用時に親子同時に団体信用生命共

済に加入しなければならない。したがっ

て，c は正しい。

　　以上のことから，正しいものは 1 つ

で，⑴が本問の正解である。

ローンの受付・審査

本人確認書類の取扱い

問　20　本人確認書類について，正しいもの

を 1つ選びなさい。

⑴　本人確認書類は，訪問先で身元の明らか

な先については，取引開始にあたって提示

は不要とされている。

⑵　申込書の氏名は「橋本裕子」，運転免許証

の表面記載の氏名は「今井裕子」となって

いた場合には，裏面の備考欄で氏名の変更

を確認しなければならない。

⑶　住民票（写），印鑑登録証明書とも，本籍

の記載がある。

	 正解率　98％

正解　⑵	

　解　説

①　本人確認書類は，取引先の身元を確

認するために必要とされるものであり，

新規の来店顧客はもちろん訪問先で身

元の明らかな先であっても，取引開始

に際しては運転免許証など本人確認書

類の提示は必要とされている。したがっ

て，⑴は誤りである。

②　運転免許証交付後に氏名や住所が変

わった場合，裏面の備考欄に新氏名・

新住所が記載される。表面記載の氏名

や住所が申込書と異なる場合は，必ず

裏面の備考欄で確認しなければならな

い。したがって，⑵は正しく，これが

本問の正解である。

③　住民票（写）には本籍が記載されるが，

印鑑登録証明書には記載はない。なお，

住民票（写）においても，交付時に本

籍の記載の要否を選択する扱いもある。

したがって，⑶は誤りである。

健康保険証（カード様式）の内容

問　21　健康保険証（カード様式）について，

正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　カード様式の健康保険証は，種類のいか

んを問わず家族全員に 1 枚ずつ交付されて

いる。

⑵　健康保険証において本人確認書類を特定

するに足りる事項は，被保険者番号である。

⑶　国民健康保険の保険者は，厚生労働省で

ある。

	 正解率　63％

正解　⑴	

　解　説

①　カード様式によらない従来の紙様式

の健康保険証では，被保険者と併せて

扶養家族の氏名も記載され，家族の共
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通使用となっていたが，カード様式の

健康保険証は家族に 1 枚ずつ交付され

る。したがって，⑴は正しく，これが

本問の正解である。

②　いずれの健康保険証においても，本

人確認書類を特定するに足りる事項は，

「記号・番号」である。「被保険者番号」

というものはなく，「記号・番号」がこ

れに該当する。したがって，⑵は誤り

である。

③　国民健康保険の保険者は，被保険者

の居住する市区町村である。したがっ

て，⑶は誤りである。

外国人対象の本人確認書類

問　22　外国人対象の本人確認書類について，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　外国人登録証明書において本人確認書類を

特定するに足りる事項は，登録番号である。

⑵　外国人登録証明書の提示にあたっては，

有効期限の確認と併せて在留期限の確認も

必要である。

⑶　在留カードの発行は，外務省が行う。

	 正解率　51％

正解　⑶	

　解　説

⑴　外国人対象の本人確認書類には外国

人登録証明書，在留カード，特別永住

者証明書の 3 つがあるが，外国人登録

証明書において本人確認書類を特定す

るに足りる事項は，カードの最上部に

「Ⓑ第 12345 ×××」といった数字で

記載されている登録番号である。した

がって，⑴は正しい。

⑵　本人確認書類の取扱いにつき有効期

限の確認はつきものだが，外国人登録

証明書の場合は，有効期限と併せて在

留期限の確認も重要である。したがっ

て，⑵は正しい。

⑶　在留カードは，我が国に在留資格を

持ち，中長期在留する外国人に交付さ

れるカードで，この発行元は外務省で

はなく法務省である。したがって，⑶

は誤りで，これが本問の正解である。

年 収 確 認 書 類

問　23　年収確認書類について，正しいもの

を 1つ選びなさい。

⑴　所得証明書，納税証明書とも，所轄の税

務署に請求して発行を受ける。

⑵　住民税決定通知書は市区町村役場より，

すべての住民税の納付義務者に直接通知さ

れる。

⑶　納税証明書の所得金額用には所得金額の

記載はあるが，所得控除や税額控除の記載

はない。

	 正解率　41％

正解　⑶	

　解　説

①　年収確認書類といえば，所得証明書，

源泉徴収票，住民税決定通知書，納税

証明書が代表的である。所得証明書は

各市区町村役場に請求して発行を受け

るもの，納税証明書は所轄の税務署に

請求して発行を受けるもの，源泉徴収

票は勤務先の経理部署等から配付され

るもので，発行先はそれぞれ異なる。

したがって，⑴は誤りである。
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②　住民税決定通知書は市区町村役場が

発行するが，直接通知ではなく勤務先

経由で配付されるもので，自営業者に

は配付されない。したがって，⑵は誤

りである。

③　納税証明書の所得金額用には所得金

額の記載はあるが，納税の事実の有無

を証明するためのものであり，所得控除

や税額控除の記載はない。したがって，

⑶は正しく，これが本問の正解である。

登記事項証明書（不動産登記簿）

問　24　登記事項証明書（不動産登記簿）に

ついて，正しいものはいくつあるか，⑴～⑶

の中から 1つ選びなさい。

ａ．登記事項証明書の表題部には，不動産の

種類，所在など物理的な条件が記載される。

ｂ．登記事項証明書の権利部の甲区には，所

有権，抵当権といった物権や，売買，相続

など不動産が登記された原因が記載され，

乙区には，賃借権，使用権などの権利関係

の記載がある。

ｃ．建売住宅を購入した場合，登記事項証明

書の権利部（甲区）の「登記の目的」には「所

有権保存」と記載される。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　23％

正解　⑴	

　解　説

　　建売住宅の場合，建物は建売業者が

「所有権保存登記」をしたのち販売する

ため，購入により取得した建物は登記

事項証明書の権利部（甲区）の「登記

の目的」には「所有権移転登記」と記

載される。なお，建売業者が所有権保

存登記を保留して販売する場合は，購

入により取得した建物であっても「所

有権保存登記」と記載される。土地は

埋め立て地などでないかぎり，建売業

者の取扱いがどうであれ，「登記の目的」

は「所有権移転登記」となる。したがっ

て，c は誤りである。

　　以上のことから，正しいものは 1 つ

で，⑴が本問の正解である。

個人信用情報機関の登録情報

問　25　個人信用情報機関の登録情報につい

て，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　KSC（全国銀行個人信用情報センター）

など個人信用情報機関に登録される情報は，

延滞や不渡りなど事故情報だけでなく，繰

上返済や完済など，いわゆるホワイト情報

も含まれる。

⑵　KSC の登録情報を与信判断に利用する場

合や個人信用情報を KSC に提出する場合

には，ローン契約時までに同意書の提出を

受けなければならない。

⑶　個人信用情報の活用は新規ローン申込時

だけに限定され，取引期間中に活用するこ

とはできない。

	 正解率　56％

正解　⑴	

　解　説

①　個人信用情報機関とは，お客様から

ローンやクレジットなどの申込みを受

けた際に，その審査のために参考にす
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る，個人の信用にかかわる情報機関の

ことである。貸倒れリスクの回避を目

的としているため，KSC などの登録情

報は，個人の属性情報（住所，氏名，

生年月日，性別，電話番号，勤務先な

ど），取引情報（いついくら借りたか，

最終返済日はいつか，返済していない

残高はいくらか，繰上返済や完済は行

われたか），事故情報の内容（返済が滞っ

たことがあるか，手形交換所の不渡り・

取引停止処分など）など多岐に亘って

いる。したがって，⑴は正しく，これ

が本問の正解である。

②　KSC の登録情報を与信判断に利用す

る場合や，個人信用情報を KSC に提

出する場合には，事前にお客様の同意

を得なければならないが，この同意書は

契約時ではなくローン申込時の段階で

徴求する。したがって，⑵は誤りである。

③　個人信用情報取引期間中にも活用す

ることができ，ローン実行時との比較

を行うことも重要である。したがって，

⑶は誤りである。

年間返済可能額の計算

問　26　次のケースにおける Aさんの年間返

済可能額について，正しいものを 1つ選びな

さい。

＜ケース＞前年度税込年収 600 万円の A さん

から教育ローン 125 万円の申込みを受けた。

この案件では，ローンの年間元利金返済額

は 32 万円となる。A さんの家族構成，居住

状況および借入状況は以下のとおりである。

・家族構成

　　妻，子供 2 人（15 歳と 12 歳）（全員が扶

　養家族）

・本人の年間基本生活費を 120 万円とする

・扶養家族の年間基本生活費は一人あたり 50

  万円とする

・居住状況

　　賃貸アパート（家賃月額 8.5 万円）

・借入状況

　　カードローン：借入残高 28 万円

　　　　　　　　　（極度額 50 万円）

　　　　　　　　　毎月返済額 1 万円

　　　　　　　　　（年間返済額 12 万円）

　　フリーローン：借入残高 36 万円

　　　　　　　　　（当初借入額 100 万円）

　　　　　　　　　年間返済額 30 万円

⑴　28 万円

⑵　44 万円

⑶　66 万円

	 正解率　76％

正解　⑶	

　解　説

　　年間返済可能額は支払原資から各種

支払項目を差し引いて求める。支払原

資は，前年度税込年収 600 万円に 80％

を乗じたもので，例題の場合 480 万円

となる。年間の支払項目は，本人の年

間基本生活費 120 万円，扶養家族 3 人

の年間生活費 150 万円（50 万円× 3 人），

家賃年額 102 万円（8.5 万円× 12 ヵ月），

申込案件以外のローンの年間返済額 42

万円（JA カードローン 12 万円と JA

フリーローン 30 万円）の合計 414 万

円となる。したがって，年間返済可能額

は 480 万円から 414 万円を差し引いた

66 万円となり，⑶が本問の正解である。
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借 入 比 率 の 計 算

問　27　問 26 のケースにおける Aさんの借

入比率について，正しいものを 1つ選びなさ

い（計算結果は小数点第 2位を四捨五入する

こと）。

⑴　31.5％

⑵　35.2％

⑶　45.8％

	 正解率　82％

正解　⑵	

　解　説

　　借入比率は，「今回申込みのローン借

入額＋現在利用中の無担保借入額」÷

前年度税込年収× 100％として求める。

JA カードローンの場合は，現在の借入

残高ではなく極度額でカウントする。

JA カードローン以外のローンは，借入

残高でカウントする。これを例題の数

字に当てはめると，（JA 教育ローンの

借入申込金額 125 万円＋ JA カードロー

ンの極度額 50 万円＋ JA フリーロー

ンの借入残高 36 万円）÷ 600 万円×

100％＝ 35.16％となり，⑵が本問の正

解である。

返 済 比 率 の 計 算 ①

問　28　問 26 のケースにおける Aさんの返

済比率について，正しいものを 1つ選びなさ

い（計算結果は小数点第 2位を四捨五入する

こと）。

⑴　12.3％

⑵　15.4％

⑶　18.6％

	 正解率　85％

正解　⑴	

　解　説

　　返済比率は，（今回申込みのローンの

年間元利金返済額＋現在利用中のロー

ンの年間元利金返済額）÷前年度税込

年収× 100％として求める。例題の数

字に当てはめると，（JA 教育ローンの

年間返済額 32 万円＋ JA カードローン

の年間返済額 12 万円＋ JA フリーロー

ンの年間返済額 30 万円）÷ 600 万円

× 100％＝ 12.3％となり，⑴が本問の

正解である。

返 済 比 率 の 計 算 ②

問　29　前年度税込年収 480 万円の Bさんか

らフリーローン 80 万円の申込みを受けた。こ

の案件では年間の元利金返済額は 24 万円にな

る。すでにBさんはマイカーローンで毎年 28

万円の返済とカードローンで毎年 12 万円の返

済，それと営農資金借入で毎年 30 万円の返済

を続けており，それ以外のローン返済はない。

Bさんの返済比率は何％になるか，正しいも

のを 1つ選びなさい（計算結果は小数点第 2

位を四捨五入すること）。

⑴　13.3％

⑵　16.7％

⑶　20.8％

	 正解率　82％

正解　⑴	

　解　説

　　返済比率の算出にあたっては，現在

利用中のローン返済額を考慮して行う
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が，事業資金および農業関連資金はこ

こには含まない。したがって，例題の

返済比率は（JA フリーローンの年間

返済額 24 万円＋ JA マイカーローンの

年間返済額 28 万円＋ JA カードローン

の年間返済額 12 万円）÷ 480 万円×

100％＝ 13.3％となり，⑴が本問の正

解である。

書類の受付・契約時の留意点

問　30　書類の受付・契約時の留意点につい

て，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　ローン借入申込書の受理に際しては，借

入者本人の借入意思が申込書に反映されて

いるかどうかをチェックすることが必要で，

他の提出書類の筆跡と比べるなどの方法に

より確認する。

⑵　金銭消費貸借契約証書の締結にあたって

は，借入人，連帯保証人とも，面前で自署・

捺印を求めることを原則とする。

⑶　ローンの契約にあたっては，1 回の受付

で手続きを完結させることが大切なため，

契約証書徴求後に記入ミスが発見された場

合の事後対応として職員が書類を訂正でき

るよう，あらかじめお客様から捨印を徴求

しておく必要がある。

	 正解率　94％

正解　⑶	

　解　説

①　ローンの申込受付にあたって最も重

要なことは借入意思の確認であり，こ

れがすべての手続きの基本となる。借

入意思の確認が不十分のままで進める

と，後日「この金額で借り入るつもり

はなかった」「この条件なら借りなかっ

た」といったトラブルにもつながりか

ねない。このため，借入申込書を受理

する場合は，本人の借入意思が申込書

に反映されているか否かを他の提出書

類の筆跡と照合するなど，慎重にチェッ

クしなければならない。したがって，

⑴は正しい。

②　金銭消費貸借契約証書の締結にあ

たっては，本人の意思確認が絶対条件

となっているが，この場合の「本人」

とは借入者だけに限らず，連帯保証人

がいる場合には連帯保証人も含まれ，

本人と直接会って，面前での自署・捺

印を求めなければならない。したがっ

て，⑵は正しい。

③　ローンの契約にあたっては，1 回の

受付ですべての書類が揃い，速やかに

内容のチェックができるようにしてお

くことが大切である。こうした 1 回完

結主義を取るために捨印が利用される

ことがあるが，全ての記入内容の補充・

訂正を許すものではない。借入金額や

借入条件など契約内容に関するものに

ついて，職員が勝手に手を加えること

は不適切な行為となる。したがって，

⑶は誤りで，これが本問の正解である。

ローンの推進方法

住宅ローン相談会の開催方法

問　31　住宅ローン相談会の開催方法につい

て，適切でないものを 1つ選びなさい。

⑴　住宅ローン相談会は，平日の夜間の開催
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より夫婦揃ってゆっくり参加できる土日の

開催としたほうが効果は高い。

⑵　住宅ローン相談会は居住地主義といわれ

るように，自宅の近くの JA 店舗でゆっく

り相談をしたいというニーズが強いため，

市民会館やイベントホールなど外部会場で

行う相談会の効果は限定的である。

⑶　集客にあたっては電話の活用も有効で，

DM の送付先への予約勧誘のほか，予約を

いただいている方に対して直前に参加の確

認をすることも重要である。

	 正解率　90％

正解　⑵	

　解　説

①　住宅ローンは，既存の組合員を対象

にするだけではおのずから限界がある。

堅調な拡大を目指すためには，組合員

以外のお客様，特に安定的な収入のあ

る勤労者世帯をメインターゲットとす

べきである。このため，住宅ローン相

談会は平日の夜より，仕事が休みの土

日開催とした方がゆっくりと相談がで

き，集客力も高い。したがって，⑴は

適切である。

②　開催場所をどこにするか，これも重

要な要素である。お客様の気持ちは複

雑で，休日に自宅に近い JA 店舗でゆっ

くり相談したいというニーズがある一

方，顔見知りに会う可能性が高いとい

う理由で自宅の近くを敬遠する心理も

ある。このため，市民ホールやイベン

トホールなどの外部会場を開催地とす

ることも有効で，高い集客効果が期待

できる。したがって，⑵は適切ではなく，

これが本問の正解である。

③　JA 未取引客の集客にはチラシや新聞

広告が効果的であり，組合員の集客に

は DM が効果的とされている。ただし，

こうした印刷物も送りっぱなしでは効

果は薄く，事前に電話で参加の勧誘，

確認を行うことで万全を期したい。し

たがって，⑶は適切である。

住宅ローン相談会の事後対応

問　32　住宅ローン相談会の事後対応につい

て，適切でないものを 1つ選びなさい。

⑴　訪問はなるべく早い時期に実施し，見込

先については相談会開催後 1 週間以内に訪

問する。

⑵　見込先については役割を明確にするため

に担当者を決定し，活動スケジュールにつ

いては担当者の効率性を優先して設定する。

⑶　開催した支所（店）以外の地域から相談

会に来場したお客様のうち有力な見込先に

ついては，利便性やフォロー活動の効率性

を考慮して他支所（店）に引継ぎをする。

	 正解率　90％

正解　⑵	

　解　説

①　住宅ローン相談会開催後は来場顧客

に対するフォロー活動，開催結果の分

析および次回開催方法の検討を行う。見

込先へのフォローは特に重要で，見込先

については相談会開催後 1 週間以内に

訪問する。したがって，⑴は適切である。

②　見込先については，成約の目標値を

設定して各人に割り当て，取組意欲の

向上を図る。活動スケジュールについ

ては，担当者の都合ではなく見込先個々
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に設定する。したがって，⑵は適切で

はなく，これが本問の正解である。

③　相談会に当該支所（店）以外から来

場されたお客様については，利便性や

フォロー活動の効率性を考慮し，最も

効果的なアプローチが可能な支所へ見

込案件の引継ぎを実施する。いつでも

相談に乗れる環境整備が対面営業の前

提である。したがって，⑶は適切である。

住宅ローンの提案方法

問　33　住宅ローンの提案方法について，適

切なものはいくつあるか，⑴～⑶の中から 1

つ選びなさい。

ａ．住宅購入を数年後に予定し住宅ローンを

利用したいという相談を受けたが，頭金が

不足するという場合は，お客様を安心させ

るために，まず JA 住宅ローン 100％応援

型を提案することが大切である。

ｂ．ローンの返済財源の確認にあたっては，

子供の教育費や加入している生命保険の保

障額についてのチェックが必要となる。

ｃ．長男が大学 4 年生，次男が高校 3 年生の

A さんは教育費のピークを迎えているとこ

ろであるが，A さんが固定変動選択型を選

択する場合は，3 年もしくは 5 年といった

短期の固定金利を提案すべきである。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　49％

正解　⑵	

　解　説

①住宅購入に際し家計の見直しは不可欠

である。数年後に購入を希望しながら

頭金が不足気味というなら，不足を前

提とした商品提案ではなく，今のうち

から支出を抑え家計をスリム化するこ

とも重要である。頭金を少しでも多く

確保するためにも，積立を勧めること

が理にかなったアドバイスといえる。

したがって，a は適切ではない。

②家計のスリム化で重要なのが生命保険

の見直しである。世帯主の死亡リスク

の大きさを前提に組んだ保険プランは，

家族の加齢・成長とともに保障過多と

なりがちである。特に住宅ローン利用

時には団体信用生命共済に加入するた

め，従来の死亡保障はこの機会に検討

してみる価値がある。したがって，b

は適切である。

③教育費の負担がピークに達している場

合，3 年固定等，短期の固定期間を選

択して当面の返済額を低く抑えること

が得策といえる。これを乗り切れば支

出は右肩下がりになり，家計にも余裕

が生まれるため，特約期間終了後は返

済額を多めにして返済期間の短縮を図

るプランも有効である。したがって，c

は適切である。

　　以上のことから，適切なものは 2 つ

で，⑵が本問の正解である。

住宅ローンの借換え提案

問　34　「住宅ローン残高 1,500 万円，残存期

間 9年，借換え後の金利差 1％」という案件

に関する借換え提案について，適切なものは

いくつあるか，⑴～⑶の中から 1つ選びなさ

い。
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ａ．この案件において JA 住宅ローンの農業

信用基金協会保証型の借換応援型を利用す

る場合，借換ローンの返済期間は 9 年を超

えることはできない。

ｂ．この案件において住宅の担保評価額が

1,000 万円という場合でも，貸付条件を満

たせば JA 住宅ローンの協同住宅ローン保

証型の借換コースの対象とすることができ

る。

ｃ．この案件は，ローン残高，金利差の条件

はクリアしているものの残存期間が 10 年

に満たないため，借換えのメリットは出に

くい。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　41％

正解　⑵	

　解　説

① JA 住宅ローンにおける農業信用基金

協会保証型の借換応援型の返済期間は，

残存期間内（9 年以内）とする。したがっ

て，a は適切である。

② JA 住宅ローンにおける協同住宅ロー

ン保証型の借換コースは，担保評価額

の 250％まで貸付ができるため，ロー

ン残高 1,500 万円の完済資金は対象と

なる。したがって，b は適切である。

③住宅ローンの借換えは 3 つの条件すべ

てではなく，2 つ揃えばメリットあり

と判断できる。したがって，c は適切

ではない。

　　以上のことから，適切なものは 2 つ

で，⑵が本問の正解である。

住宅ローンの借換え時に伴う費用

問　35　住宅ローンの借換えに伴う費用につ

いて述べた次の文章の空欄に入るべき数字の組

み合わせとして，正しいものを1つ選びなさい。

　　「住宅ローン残高 1,900 万円，残存期間

15 年」の借換えをする場合，1,900 万円の

金銭消費貸借契約証書には印紙代として 

（　①　）円が，土地・建物 2 件の抵当権設

定の登録免許税として（　②　）円が，旧ロー

ン返済に伴う抵当権抹消の登録免許税とし

て（　③　）円が必要となる。

⑴　①− 1 万　　②− 1.9 万　　③− 2,000

⑵　①− 2 万　　②− 3.8 万　　③− 1,000

⑶　①− 2 万　　②− 7.6 万　　③− 2,000

	 正解率　63％

正解　⑶	

　解　説

　　住宅ローンの借換えには，金融取引

に伴う各種費用が必要となる。「住宅

ローン残高 1,900 万円，残存期間 15

年」の借換えをする場合，1,900 万円

の金銭消費貸借契約証書には印紙代と

して 2 万円がかかる。抵当権設定登記

は，借入額に応じた登録免許税がかか

る（1,900 万円× 4 ／ 1,000）ため，土

地，建物の抵当権設定の登録免許税は

評価額や個数に関係なく 7.6 万円とな

る。抹消登記は不動産 1 個につき一律

1,000 円の登録免許税となっているた

め，土地，建物 2 件で抵当権抹消の登

録免許税は 2,000 円となる。

　　以上のことから，⑶の組み合わせが

本問の正解である。
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住宅関連会社への営業

問　36　住宅関連会社への営業について，適

切でないものを 1つ選びなさい。

⑴　施主と業者とは通常長期間の付き合いと

なるため，JA の役職員に施主がいる場合は

業者や営業担当者を紹介してもらうように

すべきである。

⑵　住宅関連会社を調べたところ，売上は急

上昇しているが，社員の定着率が低下して

いる場合は要注意である。

⑶　業者の担当者から住宅ローン案件の紹介

を受けた場合でも，安請け合いは禁物で，

応諾の判断には慎重を期し，決して急ぐこ

となく時間をかけて回答すべきである。

	 正解率　70％

正解　⑶	

　解　説

①　JA と住宅関連会社とはギブ・アンド・

テイクの関係にあるが，住宅関連会社

側から見れば，JA の職員は有益な情報

を提供してくれるパートナーであると

同時に，住宅取得の当事者でもある。

職員の中には，既に施主として業者を

利用している人も多いはずで，このつ

ながりを生かさない手はない。したがっ

て，⑴は適切である。

②　住宅関連会社との連携強化を図るに

あたり，実績のある優良な先を選定し

なければならない。興信所の調査デー

タなどを活用した定量分析も重要だが，

数字だけでは読み取れない特性把握も

不可欠で，地元の同業者に風評をヒア

リングするなど鮮度の高い生きた情報

収集も重要である。社員の定着率が低

下している場合は，ノルマが厳しくブ

ラック企業の疑いもあるため，要注

意である。したがって，⑵は適切であ 

る。

③　営業担当者との信頼関係が構築され

ると，担当者から住宅ローン案件が紹

介されるようになる。他の金融機関で

否決されて回ってきた可能性もあるが，

回答までにあまり長い時間をかけるこ

とは避けるべきである。営業担当者は

目標の数字を上げることに躍起になっ

ているため（歩合で勝負している人も

多い），案件の紹介を受けた場合は審

査のスピード化を図り，諾否の如何を

問わず早急に結論を出すことが肝要で

ある。したがって，⑶は適切ではなく，

これが本問の正解である。

マイカーローンと住宅ローンに
共 通 す る 推 進 メ リ ッ ト

問　37　マイカーローンと住宅ローンに共通

する推進メリットについて，適切でないもの

を 1つ選びなさい。

⑴　住宅ローン，マイカーローンともに資金

需要に季節性が出やすい商品のため，推進

にあたっては戦力を一時期に集中投下する

ことが効果的である。

⑵　マイカーローン，住宅ローンともに，こ

の増強は他事業の収益獲得のチャンスを創

出する。

⑶　マイカーローンの利用者は車の買い替え

ニーズが生じる可能性があり，住宅ローン

の利用者はリフォームニーズが生じる可能

性があり，ともに将来リピート取引が期待

できる商品である。
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	 正解率　97％

正解　⑴	

　解　説

①　マイカーローンは資金需要に季節性

が出やすい商品のため，推進にあたっ

ては戦力を一時期に集中投下すること

が効果的であるが，住宅ローンは恒常

的な推進が大切であり，相談会の開催

も継続的に行うことでお客様の認知度

も高まる。したがって，⑴は適切では

なく，これが本問の正解である。

②　住宅ローンとマイカーローンは，と

もに他事業の収益獲得チャンスを呼び

込む推進メリットを持っている。住宅

ローンの場合は，住宅の新築・建替え

時に建物更生共済や火災共済を獲得す

るチャンスがあり，マイカーローンの

場合は，自動車購入時に自賠責共済や

自動車共済を獲得するチャンスが待っ

ている。

　　また，住宅新築時に施主代行方式を

採用しているケースでは，住宅ローン

利用者にハウスメーカーを紹介するこ

となどで，経済事業の手数料収入にも

つながる。したがって，⑵は適切である。

③　マイカーローン，住宅ローンともに

将来のリピート取引を期待することが

できる。車であれば買い替え，マイホー

ムであればリフォーム，建て替えとい

うニーズが生まれやすい。高い買い物

であるが，時間の経過とともに乗り心

地，住み心地に変化が生じ，次の購入

行動，ローン利用が期待できる。した

がって，⑶は適切である。

マイカーローンのキャンペーン

問　38　マイカーローンのキャンペーンにつ

いて，適切でないものはいくつあるか，⑴～

⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．営業ターゲットの選定にあたってはマイ

カーローンの利用客も対象とするが，この

場合，借入直後のお客様ではなく最終償還

日の近いお客様を選定したほうが効果的で

ある。

ｂ．キャンペーンにおいては職員の役割分担

が重要で，渉外担当者は営業ツールを活用

したお客様への効果的なアプローチ，窓口

担当者はひと声セールス，後方事務担当者

は DM のフォローコールというシフトが望

ましい。

ｃ．マイカーローンのキャンペーンで設定し

た目標は必達目標とすべきであり，進捗状

況が思わしくない場合はキャンペーン期間

を延長して達成すべきである。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　53％

正解　⑵	

　解　説

①　営業ターゲットの選定にあたっては，

JA マイカーローンの利用客・完済客を

リストアップするが，特に完済後 1 年

程度経過したお客様や，1 年以内に最

終償還日が到来するお客様は，「買い替

えニーズ強し」と見込まれる。したがっ

て，a は適切である。

②　キャンペーンにおいては，一人ひと

りが各自の持ち場で役割を発揮しなけ
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ればならない。ひと声セールスは特定

のポジションの誰かが受け持って行う

ものではなく，職員全員が一丸となっ

て行うアプローチ手段である。キャン

ペーン期間中は，あらゆる顧客接点を

活用してひと声セールスを徹底しなけ

ればならない。したがって，b は適切

ではない。

③　マイカーローンに限らず，キャンペー

ンは期間を定めて一気呵成に行うとこ

ろに意義がある。目標が達成できない

からといって期間を延長したのでは，

短期決戦という緊張感はなくなり，資

源の集中投下というキャンペーンの意

義が失われる。したがって，c は適切

ではない。

　　以上のことから，適切ではないもの

は 2 つで，⑵が本問の正解である。

教 育 ロ ー ン の 推 進

問　39　教育ローンの推進について，適切な

ものを 1つ選びなさい。

⑴　教育ローンは資金需要に季節性が強い商

品であるため，キャンペーンを実施する場

合は年明けの 1 月中旬をめどに開始する

ケースが多い。

⑵　教育資金の準備を目標に積立貯金をして

くれているお客様は教育ローンの対象先か

ら外すべきではなく，むしろ有力なターゲッ

トとすべきである。

⑶　教育ローンのキャンペーンはマイカー

ローンのキャンペーンとほぼ同様の手順で

行われるもので，窓口においては，あらゆ

る顧客接点を利用してひと声セールスを実

施すべきである。

	 正解率　91％

正解　⑵	

　解　説

①　教育ローンはマイカーローンと同様，

資金需要に季節性が強い商品であるた

め，キャンペーンを実施するなら資金

需要時期に合わせた早めの準備が必要

である。データで見ると，年間実行額

の約9割が11月～4月の間に集中し（3・

4 月では 5 割強），キャンペーンの実施

も概ね 11 月～ 4 月に展開されており，

年明けでは遅きに失する。したがって，

⑴は適切ではない。

②　教育資金は前もって予定できる資金

であり，事前に準備できるに越したこ

とはない。しかし，予定が狂いやすい

のが教育資金の特徴でもある。公立の

つもりが私立，自宅通学のつもりが下

宿，現役のつもりが浪人ということも

あり，進学にあたり資金不足が生じるこ

とも多い。もちろん，この逆もあるわけ

で，教育資金の事前準備をしているお客

様に対しては資金の過不足分を取引に

つなげるべきである。したがって，⑵は

適切であり，これが本問の正解である。

③　幅広いターゲットを視野に入れたマ

イカーローンの場合は，あらゆる顧客

接点を利用した一声セールスは効果を

発揮するが，教育ローンでは誰彼かま

わず声をかけるのは効果的ではない。

ターゲットは限定されており，受験料

の振込みや子ども共済の支払いに来店

された方を重点にアプローチすべきで

ある。したがって，⑶は適切ではない。
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進学の話題に対する職員の応対

問　40　教育ローンについて打診したところ，

次のような会話が交わされた。職員の応対に対

する評価として適切なものを 1つ選びなさい。

お客様「第一志望の地元の公立じゃないので

ちょっとがっかりですが，なんとか息

子の進路が決まりました。自宅からも

通えないので，お金のほうの計画も狂

いました」

職 員「そうですか。それは残念でしたね。

資金面については私どもの教育ローン

がお役に立てると思います。佐藤さん

なら確実に決裁が下りるはずですか

ら，ご安心ください。仕送りに関しま

しても定額自動送金というシステムが

ありますので，煩雑さも解消できると

思います」

⑴　親御さんの複雑な心境を受け止めた親身

の対応で，教育ローン提案のチャンスをしっ

かりつかまえており，申し分のない応対で

ある。

⑵　不適切な箇所は 1 つある。

⑶　不適切な箇所は 2 つある。

	 正解率　52％

正解　⑶	

　解　説

　　受験生の親は，本人以上に不安な気

持ちを抱いて，受験シーズンを送って

いるはずである。合否の結果にも一喜

一憂し，胃の痛くなるような日々が続

いたものと思われる。それだけに合格

した暁の安堵感，喜びは大きく，「第一

志望じゃないのでちょっとがっかり。

でも，なんとか進路が決まった」とい

う言葉にもそれがうかがえる。

　　この真意を読み取らず，「残念でした」

という返事は配慮に欠ける。合格した

ことに対しては，心からお祝いの言葉

を述べるのが応対者のとるべきマナー

である。教育ローンについての安易な

融資予約も間違いである。審査手続き

もとらないうちに決裁が下りるかのよ

うな返事をして，決裁が下りなかった

場合，損害賠償責任を負う可能性もあ

る。したがって，⑶の指摘が適切であり，

これが本問の正解である。

国の教育ローン（教育一般貸付）の商品概要

問　41　国の教育ローン（教育一般貸付）の

商品概要について，誤っているものを 1つ選

びなさい。

⑴　国の教育ローンでは高校以上の学校への

進学を融資対象としており，予備校のほか

外国の大学も対象としている。

⑵　国の教育ローンは，就学資金を対象にし

ており，在学中の国民年金保険料は融資対

象とはならない。

⑶　国の教育ローンにおいても返済の据置制

度があるが，これは元金の返済を据え置く

もので利息の返済は継続しなければならな

い。

	 正解率　53％

正解　⑵	

　解　説

①　国の教育ローンの対象となる学校は，

大学院，大学，短期大学，高校，高等

専門学校，専修学校，予備校，外国の

大学，職業能力開発校などである。し
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たがって，⑴は正しい。

②　資金使途は，学校納付金（入学金，授

業料等），受験費用，アパートの敷金・家

賃，教材費，通学費用，在学中の国民年金

保険料などとなっている。したがって，

⑵は誤りで，これが本問の正解である。

③　返済期間は 15 年以内で，返済の据置

制度があるが，元金の返済を据え置く

もので利息の返済は継続しなければな

らない。⑶は正しい。

カードローン推進の基本

問　42　カードローン推進の基本について，

適切なものを 1つ選びなさい。

⑴　カードローンは，お客様との接触機会ご

とに声かけすることが大切で，新規貯金口

座開設時はもちろん，他のローン推進時に

もセットセールスを心がけるべきである。

⑵　カードローンの一斉推進では優遇金利の

設定が有効だが，恒常推進では優遇金利を

切り口にすることは効果的ではない。

⑶　カードローンはローンニーズありと見込

める先を重点的に推進することが大切で，

休眠先のようにすでにカードローンを必要

なしと判断した先は深追いしない。

	 正解率　84％

正解　⑴	

　解　説

①　カードローン推進の原則は，「利用資

格のあるお客様に対しては，全員カー

ドを持っていただく」というもので，

とりこぼしを極力少なくするためには，

窓口での水際作戦が徹底されなくては

ならない。新規貯金口座の開設時はこ

の水際にあたるもので，カードローン

利用の有資格者には 100％セットして

いただくべく，積極的なアプローチが

求められる。もちろん，他のローン利

用時もこの水際の 1 つで，返済口座即

カードローンの利用口座と考えるべき

である。したがって，⑴は適切であり，

これが本問の正解である。

②　金利の優遇措置は，自店口座をメイ

ン口座としているお客様にこそ適用す

べきであり，恒常推進の狙いの 1 つで

ある。したがって，⑵は適切ではない。

③　一度カードローンを利用し，その後

取引が中断している休眠先に対しては

「見込みなし」と即断するのではなく，

復活の可能性を信じてきめ細かいフォ

ローが大切である。休眠カードには休

眠に至った原因が必ずあるため，これ

を顧客別に明らかにし，ローンニーズ

の掘り起こしを図りたい。したがって，

⑶は適切ではない。

カードローンセールスおける断り文句と切り返し話法

問　43　カードローンのセールスをしたとこ

ろ，A群のような断り文句が返ってきた。こ

れに対しては B群のどの切り返し話法が望ま

しいか，この対応の組み合わせとして，適切

なものを 1つ選びなさい。

【A 群】

①　今は必要ない

②　カードを持っていると使いすぎてしまい

そう

③　必要になったら，そのときに申し込む

④　おたくで住宅ローンを借りたばかりなの

で，カードローンまで考えられない
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【B 群】

イ，今お持ちのカードはどんなときにお使い

ですか？

　　カードを持っているからといって，それ

に振り回される心配はないと思います。

ロ，何かと出費が多いと思います。不意な出

費の際にも必ずお役に立てると思います。

金利も低めに抑えておりますので，有利だ

と思われます。

ハ，ご出張や旅行で急な出費があったときな

どに便利だと思います。

ニ，簡単な審査がございますので，お手元に

届くまでお時間をいただくことになります。

この機会にぜひお作り願います。

⑴　①−ハ　　②−ロ　　③−ニ　　④−イ

⑵　①−ロ　　②−イ　　③−ハ　　④−ニ

⑶　①−ハ　　②−イ　　③−ニ　　④−ロ

	 正解率　92％

正解　⑶	

　解　説

　　「セールスは断られたときから始ま

る」と言われるように，お客様の断り

をどう受け留め，これを巧みに吸収し

ながらニーズ喚起を図るかがセールス

話法の基本である。

①　「今は必要ない」は断り文句の定番だ

が，裏を返せば「必要を感じたら持っ

てもよい」とも読み取れる。であるなら，

どう必要を感じてもらうか，この具体

的なイメージの想起がポイントである。

普段は必要ないようでも，「旅先や出張

先での急な出費」というケースを引き

合いに出し，緊急事態には心強い味方

になることを訴えたい。

②　「カードを持っていると使いすぎてし

まいそう」という心配は当然のようだ

が，こうした心配をする人に限って使

いすぎの心配は少ない。キャッシュカー

ドを持っている人は，いくらでもお金

を引き出すか，クレジットカードを持っ

ている人はいくらでも買い物をするか，

というと，決してそんなことはない。

　　ローンカードも同様である。持って

いても必要なとき，ここ一番で使うの

がカードローンであり，現在持ってい

るカードもそのように使っているはず

である。このような切り返しをすれば，

使いすぎの心配が杞憂であることに気

づいてくれるだろう。

③　「必要になったら，そのときに申し込

む」という断りも多いが，審査から交

付までの時間もあるため，「備えあれば

憂いなし」の諺を取り入れて，この場

での決断を促したい。

④　「住宅ローンを借りたばかりでカー

ドローンまで考えられない」ここまで

の情報を提供してもらって，あっさり

引き下がる手はない。住宅を取得して

間もない場合，何かと出費が多くなる

ものである。そうしたときこそ助けに

なるのがカードローンであることをア

ピールする。

　　以上のことから，⑶の組み合わせが

適切であり，これが本問の正解である。

ローン推進とコンプライアンス

個人情報保護法の内容

問　44　個人情報保護法について，正しいも
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のはいくつあるか，⑴～⑶の中から 1つ選び

なさい。

ａ．個人情報保護法は事業者が守るべき最低

基準を定めているにすぎず，この法律さえ

守っていれば損害賠償を請求されないとい

う免責的な性質の法律ではない。

ｂ．会社や団体など法人に関する情報は個人

情報にはならないため，法人への融資に関

して徴求した書類には個人情報に該当する

ものの記載はない。

ｃ．個人情報は住所，氏名，生年月日など，

情報の内容から特定のお客様が識別できる

ものをいい，金融機関で付している顧客番

号や口座番号も個人情報の中に含まれる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　71％

正解　⑵	

　解　説

①　個人情報保護法は，個人情報を取得

し取り扱っている事業者が守るべき義

務と，これに違反した者に対して処分

を行うことが定められている。ただし，

この法律は最低限の基準を定めている

にすぎないため，この法律を守ってさ

えいれば無条件に免責されるというも

のではない。

　　法律は遵守していても個人情報の取

扱いに規定外の瑕疵があり，お客様に

損害が生じたとすれば，信義則違反等

の理由で損害賠償を負うこともありう

る。したがって，a は正しい。

②　法人に関する融資関係書類の中には，

金銭消費貸借契約証書のように，連帯

保証人として代表取締役などの個人名

が記入されている書類もある。これは

個人情報に直結するものである。した

がって，b は誤りである。

③　個人情報は，「特定の個人を識別する

ことができるもの」とされている。氏

名，住所，生年月日等の具体的な属性

情報がその代表といえるが，「他の情報

と容易に照合することができ，それに

より特定の個人を識別できるものを含

む」とされているため，金融機関のデー

タベースと照合することで，特定の個

人を識別できる顧客番号や口座番号は，

この定義に該当する。したがって，c

は正しい。

　　以上のことから，正しいものは 2 つ

で，⑵が本問の正解である。

守秘義務に違反する日常会話

問　45　次の話法に関する考え方について，

最も適切なものを 1つ選びなさい。

　　「藤井さま，ご長男の受験が迫ってまいり

ましたが，入学金のご準備はいかがですか。

ご近所の橋本さまのところでは，昨年，地

元の公立を狙っていたご長男が東京の私立

大学に通うことになり，私どもの教育ロー

ンをご利用いただけました。教育ローンは

アパート代にも利用できますので，ぜひ藤

井さまにもと思い，こうしてうかがった次

第です」

⑴　教育資金は事前に準備していたとしても

予定外の支出が発生することがあるため，

橋本さんの事例をもとにした話法は説得力

があり，教育ローン推進の見本とすべきで

ある。
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⑵　教育ローンの金額に触れていないので守

秘義務違反には問われないが，地元公立大

学を不合格になったという情報はプライバ

シー侵害の恐れがある。

⑶　合格・不合格にかかわらず，お客様の進

学事情を漏らすのはプライバシー侵害とな

るうえ，教育ローンの取引があるという事

実を伝えたことは守秘義務違反にあたる。

	 正解率　97％

正解　⑶	

　解　説

①②　守秘義務の対象範囲は広く，貯金

残高やローン残高などの直接的取引だ

けでなく，取引先の資産状況や事業計

画なども含まれる。ローン金額に触れ

ていなくても，ローン取引があること

を伝えれば，このことも守秘義務違反

を問われる。したがって，⑴⑵は適切

ではない。

③　金融取引に関係ない情報であっても，

「大学受験に失敗して浪人をすることに

なった」という類の話は，他人に知ら

れたくないため，プライバシーに関わ

る情報として守秘義務の対象となる。

したがって，⑶は適切であり，これが

本問の正解である。

住宅ローンに求められる説明責任

問　46　住宅ローンに求められる説明責任に

ついて，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　住宅ローンにおける JA の説明責任は借

入者本人に対してのみ負うものであり，保

証人や担保提供者に対しての説明責任は借

入者が負う。

⑵　金利変動リスク等に関する説明責任はと

くに重く見られており，この説明は原則と

して書面により行わなければならない。

⑶　金利の見通しを尋ねられた場合は，現在

の低金利がこのまま続くとは考えにくいた

め，将来必ず金利が上昇すると伝えること

も説明責任の 1 つである。

	 正解率　88％

正解　⑵	

　解　説

①　この説明責任は借入者本人に対して

のみ負うものではない。保証人や担保

提供者がいる場合は，保証・担保の対

象となる債務の金額および範囲や融資

期間等，ローン契約の内容について説

明し，納得をいただいたうえで，保証

意思および担保提供意思を確認しなけ

ればならない。したがって，⑴は誤り

である。

②　住宅ローンは契約時だけでなく，提

案に際しては，商品内容や契約内容に

ついてお客様に納得いただけるような

正確で丁寧な説明が必要となるが，特

に金利変動ルールおよび金利変動リス

クについては，全国銀行協会の申し合

わせなどにより，契約時までに書面で

説明することを原則としている。した

がって，⑵は正しく，これが本問の正

解である。

③　金利の見通しを尋ねられた場合，「○

年後は確実に上昇する」といった予測

は厳に慎むべきである。将来どうなる

か分からない事象を，既定の事実のよ

うに断定して勧誘することは，「断定的

判断の提供」という違反行為に該当す
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る。したがって，⑶は誤りである。

固定変動選択型住宅ローンの金利

問　47　固定変動選択型住宅ローンの金利に

ついて，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　申込時の金利より融資実行時の金利のほ

うが低くなっている場合は，融資実行時の

金利が当初金利として適用される。

⑵　固定金利特約期間中であっても，他の金

利タイプに変更することができる。

⑶　固定金利の特約期間が終了し再度固定金

利型を選択した場合，新しい金利が適用さ

れるが，この適用金利が上昇した場合にお

いても 125％ルールが適用される。

	 正解率　85％

正解　⑴	

　解　説

①　長期に亘るローン利用者にとって，

どの時点で金利が適用されるかは重要

なポイントで，申込時，融資実行時で

金利に違いがある場合は，いずれか低

い方の金利が適用される。したがって，

⑴は正しく，これが本問の正解である。

②　固定金利特約期間を，例えば 10 年と

選択した場合，途中で市場金利が下がっ

たからといって，特約期間を短くして

別の金利タイプに変更することはでき

ない。この点は全期間固定金利を選択

した場合と同様である。したがって，

⑵は誤りである。

③　125％ルールは変動金利型ローン，そ

れも元利均等返済方式の場合に適用さ

れるルールであり，固定金利型から固

定金利型に変更する場合にまで適用さ

れるものではない。したがって，⑶は

誤りである。

JA住宅ローン申込時の対応

問　48　住宅ローン申込時の対応について，

適切なものを 1つ選びなさい。

⑴　A さんから住宅ローンの申込みを受け十

分なヒアリングをした結果，融資基準に合

致していると判断できたので，他の金融機

関に申し込まれないよう応諾の旨を伝え，

契約に必要な手続きについて説明した。

⑵　B さんから住宅ローンの申込みを受けた

が，審査に通るか通らないかが厳しいと判

断されたため，JA カードの利用や自動車共

済への加入を強く勧め，ローン審査に通り

やすい条件整備をアドバイスした。

⑶　C さんから住宅ローンの申込みを受けた

が，C さんだけの年収では年収基準に満た

ないため，同居の配偶者を連帯保証人とし

て，この年収を合算して住宅ローンを利用

するようアドバイスした。

	 正解率　86％

正解　⑶	

　解　説

①　ローンの申込みを受け融資基準に合

致していると判断できた場合でも，正

式な審査・決裁が下りる前に融資実行

を約束するような発言は，厳に慎まな

ければならない。したがって，⑴は適

切ではない。

②　JA 住宅ローン申込みの対応時に JA

カードや自動車共済，子ども共済など

の利用や加入の必要性を伝えることは

積極的な姿勢として評価されるが，こ
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れも程度問題で，この利用や加入が融

資条件の 1 つであるかのように説明す

ることは許されない。高圧的なセール

ストークを用いてこれらの利用や加入

を強要した場合，独禁法上の「優越的

地位の濫用」や「抱き合わせ販売」に

抵触する恐れもある。したがって，⑵

は適切ではない。

③　JA 住宅ローンでは，年収に応じて返

済比率（年間の元利金返済額÷前年度

税込年収）が定められている。具体的

には，農業信用基金協会保証型の住宅

ローンの場合，年収 150 万円以上 250

万円未満の場合は 30％以内，年収 250

万円以上 550 万円未満の場合は 35％以

内，年収 550 万円以上の場合は 40％以

内となっている。

　　年収が少ないため，希望する金額を

借りられない場合の対応策は 2 つある。

1 つは返済期間を長めに設定して，年

間の元利金返済額を小さくすること，

もう 1 つは同居の配偶者を連帯保証人

として，配偶者の年収を合算するとい

う方法である。後者の方法は収入合算

という正当な方法で，住宅ローン利用

の切り札的な手段として定着している。

したがって，⑶は適切であり，これが

本問の正解である。

相談業務に関するコンプライアンス

問　49　相談業務に関するコンプライアンス

について，誤っているものはいくつあるか，

⑴～⑶の中から 1つ選びなさい。

ａ．A 君は住宅購入予定のお客様から住宅取

得資金の贈与の特例について尋ねられたが，

税理士の資格がない A 君がこの質問に答え

た場合，節税アドバイスとして税理士法違

反となる。

ｂ．税理士資格を持たない A 君でも，お客様

からの委任状があれば税務申告書類を作成

することができる。

ｃ．社会保険労務士資格を持たない B 君が年

金受給に関する相談を受けたり手続き上の

アドバイスをすることは業法違反にはあた

らず，繰上げ支給・繰下げ支給の有利不利

の質問を受けたときはお客様の健康状態に

応じた積極的なアドバイスを心がけるべき

である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　30％

正解　⑶	

　解　説

①　税理士法では，「税理士でない者は，

この法律を別段の定めがある場合を除

くほか，税理士業務を行ってはならな

い」（52 条）と規定している。ここで

いう税理士業務とは，税務代理，税務

書類の作成，税務相談を行うことを業

とすることを指している。このため，

税理士資格を持たない者が，お客様の

依頼に基づき資料を預かるなどして，

税務申告書を作成することはできない。

ただし，税制の一般的解説や税務書類

の記入方法をアドバイスすることまで

は禁止されていない。したがって，a

は誤りである。

②　上記の禁止条項は委任状の有無とは

関係ない。委任状はお客様との間では
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有効であったとしても，税理士法の規

定に優先するものではなく，代理作成

は税理士法に抵触する。したがって，b

は誤りである。

③　社会保険労務士法 27 条では，社会保

険労務士でない者が行政機関に提出す

る書類の作成，提出手続きの代行，帳

簿書類の作成等を行うことを禁じてい

る。お客様からの相談に応じることま

では禁じているわけではないが，アド

バイスの仕方によっては，この業法と

は別のコンプライアンス違反を問われ

ることもある。

　　年金受給の繰上げ・繰下げの有利不

利は，結果論として判断されることで

あり，何歳まで生きるか分からない段

階で，繰上げ・繰下げの有利不利を断

定的に述べることは「断定的判断の提

供」に該当する恐れがある。したがって，

c は誤りである。

　　以上のことから，3 つとも誤りで，

⑶が本問の正解である。

浮貸し・導入預金・情実融資

問　50　浮貸し・導入預金・情実融資について，

誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　浮貸しとは，金融機関の役職員等がその

地位を利用して，正規の勘定を通さずに与

信行為をすることをいうが，仲介による利

ザヤを得なくても出資法違反に問われる。

⑵　導入預金は預金不当契約取締法によって

禁止された行為であり，導入預金として受

け入れた預金は契約として成立しない。

⑶　取引先と融資担当者がいかに親しい間柄

であっても，回収に問題がないと認められ

る先への融資は情実融資には該当しない。

	 正解率　53％

正解　⑵	

　解　説

①　浮貸しとは，金融機関の役職員等が

その地位を利用して，自己または第三

者の利益を図るために，金融機関の資

金またはお客様から預かった資金を，

正規の勘定を通さずに第三者に貸し付

ける行為を指し，出資法 3 条で禁止さ

れた行為である。

　　浮貸しは，金融機関の信用力を悪用

して個人的に資金（信用）を仲介する

点に違法性があり，金融機関に損害が

生じたかどうか，この仲介により本人

が利ザヤを得たかどうかは関係ない。

取引先の便宜を図ることは自己の立場

を引き上げることにもつながり，間接

的な利益を得ていると見られる。した

がって，⑴は正しい。

②　導入預金は違法行為だが，この預金

契約は私法上の行為としては有効に成

立している。かつて，導入預金は不法

原因給付（民法 708 条）に当たるとい

う理由を楯に，金融機関がこの預金の

払戻しを拒んだ事案があったが，最高

裁は金融機関の主張を認めず，この預

金契約は有効としている。

　　金融機関は，預金者から払戻しの請

求があれば，これに応じなければなら

ない一方，この預金を引当にして行っ

たつもりの融資が焦げ付いた場合でも，

預金で相殺することはできない。ここに

導入預金の危険性がある。したがって，

⑵は誤りで，これが本問の正解である。
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③　回収上の問題があることを知りなが

ら，日頃から懇意にしているという理

由で融資判断に手心を加える行為は情

実融資という犯罪行為に該当する。も

ちろん，回収に問題がないことが認め

られるのであれば，取引先と融資担当

者がいかに親しい間柄であっても，情

実融資の汚名を受けるいわれはなく，

刑事罰に問われることはない。したがっ

て，⑶は正しい。
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