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ローン推進の重要性

住宅ローン推進の重要性

問　1　住宅ローン推進の重要性について，適

切ではないものを 1つ選びなさい。

⑴　住宅ローンは，金利収入という直接的な

メリットのほか，①他事業の収益獲得の

チャンスにつながる，②生活メイン化につ

ながる，③次世代対策として有効である，と

いう派生効果にも大きな期待が持たれる。

⑵　住宅ローンの取引客は，借入れをした金融

機関に取引を集中させる傾向が強く，当座

性貯金，定期性貯金とも，その残高は貯金取

引だけの顧客の残高より高くなっている。

⑶　JA 組合員において，住宅購入適齢期を迎

える世代の占める比率は高めに推移してい

るため，住宅ローンは既存の顧客情報をも

とに効率的な推進が可能である。

	 正解率　90％

正解　⑶	

　解　説

①　JA 住宅ローンは，長期に亘る金利収

入というメリット以外にも，様々な派

生メリットが期待できる。

　　1 つは，他事業の収益獲得チャンス

につながるというメリットで，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る。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。

　　2 つ目は，生活メイン化による生涯

取引の実現である。ローンの返済口座

を獲得することで取引の集中化を図り，

メインバンクとしての道筋をつけるこ

とができる。

　　3 つ目は，次世代対策として，若年

層との取引開拓により顧客基盤の維持・

拡大につながるというメリットである。

したがって，⑴は適切である。

②　入出金口座として利用されると，口

座残高は高めにキープされる。テキス

トの付帯取引例が示すとおり，住宅ロー

ン取引客の当座性貯金の残高は，貯金

取引だけの顧客の残高より高くなって

いる。また，住宅ローン取引客は当座

性貯金だけでなく，定期性貯金につい

ても，借入れをした金融機関に集中さ
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せる傾向が強い。したがって，⑵は適

切である。

③　住宅マーケットを担う需要層として

注目されているのが，20 歳～ 40 歳台

の世代である。ただし，この年齢層は

JA 組合員の年齢構成比を見ると，すべ

て合わせても全年代中 23％という低い

数字を示すにすぎない。

　　つまり，最も有力視すべき年代が JA

にとっては最も手薄な顧客層というこ

とになり，既存の顧客情報だけを頼り

に住宅ローンを推進することはできな

い。この手薄な層に向けて多角的に住

宅ローンニーズを探り，重点的な開拓，

きめ細かい深耕を行うことが求められ

る。したがって，効率的，省力的な推

進を図れるとする⑶の記述は適切では

なく，これが本問の正解である。

ロ ー ン ニ ー ズ の 収 集

問　2　ローンニーズの収集について，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．ライフステージを見るだけでは具体的な

ローンニーズはつかみきれないが，判断材

料の 1 つとしては有効であり，お客様に対

しては現在のライフステージをもとに，ヒ

アリングなどを通じてアプローチ商品を絞

り込むことが大切である。

ｂ．ローン情報を記録するときは，収集過多

とならないよう確度の高いものだけを厳選

するべきである。

ｃ．情報の提供を受けた場合は，適切な行動

を迅速に起し，その情報を整理し，管理と

活用を心がけることが大切である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　90％

正解　⑵	

　解　説

①　お金の使い方や生活設計に関する考

え方は人によって異なり，資金ニーズ

の発生時期を一概に決めつけることは

できない。しかし，多くの人がお金を

稼いで使う存在である以上，似たよう

な時期に似たような資金ニーズが発生

するものである。その意味で，お客様

が今どこのライフステージに位置し，

どんなライフイベントが控えているか

を知ることで大まかな資金ニーズをつ

かむことができる。

　　最も分かりやすい基準は子供の成長

過程で，これは住宅ニーズや教育資金

ニーズとも深く関係する。こうしたラ

イフステージという横軸に，個々のラ

イフスタイルや金銭哲学などを加味す

ることで，具体的なローンニーズを絞

ることができる。したがって，a は適

切である。

②　情報の価値を即断して安直に取捨選

択することは禁物である。その時は商

材に結び付かないと思える情報でも，

別の情報と結び付くことで有力な情報

に化ける可能性もあるため，些細な情報

でも情報カードにもらさず記入すべき

である。したがって，b は適切ではない。

③　情報の提供を受けた場合は，迅速な

行動と情報の管理・活用がものをいう。

他の金融機関でも情報へのアンテナを
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高くしてチャンス拡大を狙っている。

いったん手に入れた情報は鮮度の高い

うちに料理して形にするか，そうでな

ければタイミングをはかって活用でき

るよう管理することが重要である。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。

貯金通帳の出金情報から読み取るローンニーズ

問　3　貯金通帳の入出金を見ることでローン

ニーズを探ることができるが，下記の A群の

出金情報に接した場合，B群のどのローンニー

ズに合致しやすいかを結びつけたものとして，

適切な組み合わせを 1つ選びなさい。

　A　群

①　トヨタファイナンスに毎月返済がある

②　住宅金融支援機構の返済額が前月より増

加した

③　総合口座の利用者で頻繁に当座貸越が発

生している

④　「英進塾」宛ての振込みが毎月行われてい

る

⑤　クレジットカードの引き落としが頻繁に

ある

　B　群

イ，住宅ローンの借換え

　　リフォームローン

ロ，マイカーローン

ハ，教育ローン

ニ，フリーローン

ホ，カードローン

⑴　①−ニ　②−ホ　③−ロ　④−イ　⑤−ハ

⑵　①−ロ　②−イ　③−ニ　④−ホ　⑤−ハ

⑶　①−ロ　②−イ　③−ニ　④−ハ　⑤−ホ

	 正解率　99％

正解　⑶	

　解　説

①　マイカーローンのニーズは最も形に

出やすいニーズで，通帳の動きにもそ

れが明確である。自動車税の引落しが

ある場合や，自動車ディーラー系のロー

ン会社に返済を行っているような場合

は，買替えのタイミングを計ってマイ

カーローンを推進したい。

②　住宅金融支援機構の返済額の増加は，

段階金利の適用があったと連想するこ

とができる。住宅ローンの借換えのほ

か，築 10 年以上となればリフォーム

ニーズもありと見込むこともできる

③　総合口座で頻繁に貸越と返済が繰り

返される状態というのは，いかにも不

安定であり，口座引落し不能という事

態も懸念される。基本的には収支はプ

ラスマイナスゼロのため，フリーローン

でまとまった買い物をして返済計画を

明確にし，そのうえで総合口座の入出金

を安定させるという方法は有効である。

④　学習塾への振込であるから，これは

教育ローンの出番である。

⑤　これも③のケースと似ており，恒常的

な資金不足の解消策としてカードロー

ンが有効である。優遇金利の適用にも触

れながら利用を勧めるチャンスである。

　　したがって，⑶の組み合わせが正し

く，これが本問の正解である。

ローンを切り口とした生活メイン化

問　4　ローンを切り口とした生活メイン化に
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ついて，適切ではないものを 1つ選びなさい。

⑴　ローンのセットされた口座は返済資金が

事前にプールされるため，ローンがセット

されていない単品取引の口座より貯金口座

の平均残高は高くなる傾向にある。

⑵　ローン実行後は返済口座の管理を密に行

うべきとされるが，これは延滞管理という

守備的姿勢と同時に，生活メイン化という

攻めの姿勢にもとづく考え方である。

⑶　ローンの返済口座に余裕資金が滞留して

いる場合は，繰上返済を急ぐようアドバイ

スすべきである。

	 正解率　95％

正解　⑶	

　解　説

①　ローン推進は，金利収入のほか，生

活メイン化の切り口になりうるメリッ

トも大きい。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

傾向が強く，返済資金が事前にプール

されるため平均残高は高くなる。した

がって，⑴は適切である。

②　ローンの返済口座はきめ細かく管理

しなければならない。これは延滞管理

という守備的対応だけでなく，生活メ

イン化のためにも必要なチェックであ

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

提供すべきである。したがって，⑵は

適切である。

③　普通貯金口座に滞留している余裕資

金があれば，定期貯金や定期積金によ

る固定化を図りたい。繰上返済を行う

ことも 1 つの方法だが，返済後に手元

資金の不足からローンニーズが生じる

こともあるため，自由にできる資金を

貯金としてキープしておくことも大切

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。

バンクローンの基礎知識

農業信用基金協会保証型住宅ローンと
協同住宅ローン（株）保証型の特徴

問　5　JA 住宅ローンには，保証形態の違い

によって「農業信用基金協会保証型」と「協

同住宅ローン（株）保証型」の 2つがあるが，

この貸付条件について，誤っているものを	

1 つ選びなさい。

⑴　貸付対象者に求める勤続（営業）年数の

条件は，いずれのタイプも公務員および高

度な国家資格取得者は 1 年以上，それ以外

の人は 3 年以上となっている。

⑵　融資限度額は，いずれのタイプも 5,000

万円以内となっている。

⑶　担保は，いずれのタイプも融資対象物件

とその敷地に第 1 順位の抵当権を設定する。

	 正解率　59％

正解　⑴	

　解　説

①　農業信用基金協会保証型住宅ローン

が貸付条件として求める勤続年数は，
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公務員および高度な国家資格取得者は

1 年以上，それ以外の人は 3 年以上と

しているが，協同住宅ローン（株）保

証型が求める勤続年数は，職種を問わ

ず 1 年以上である。したがって，⑴は

誤りで，これが本問の正解である。

②　自己資金の条件などに違いはあるが，

融資限度額はどちらも 5,000 万円以内

（所要金額の範囲内）となっている。し

たがって，⑵は正しい。

③　債権保全に関する条件はどちらも同

じで，担保は融資対象物件とその敷地

に第 1 順位の抵当権を設定し，団体信

用生命共済への加入を条件としている。

したがって，⑶は正しい。

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　6　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。

　　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（　①　）年

以内に住宅を購入し，居住することを条件

としている。

　　JA 住宅ローン 100％応援型との違いの

1 つに自己資金の条件があり，一般型が自

己資金（　②　）％以上であるのに対し，

100％応援型は条件としていない。100％応

援型は，頭金不足の悩みを解消するのにうっ

てつけの商品だが，貸付条件として求めて

いる年収基準は JA 住宅ローン一般型より

も高めに設定されており，前年度税込年収

は（　③　）万円以上を条件としている。

⑴　①− 3　　②− 20　　③− 350

⑵　①− 5　　②− 15　　③− 300

⑶　①− 5　　②− 20　　③− 350

	 正解率　67％

正解　⑶	

　解　説

　　JA 住宅ローン一般型は，土地のみ

の購入も可としているが，5 年以内に

住宅を購入し居住することを条件とし

ている。自己資金の条件として，一般

型は自己資金 20％以上を必要としてい

る。JA 住宅ローン 100％応援型は，自

己資金は 20％未満となっているが，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（150 万円以上）よ

り高めに設定されており，前年度税込

年収は 350 万円以上を条件としている。

以上のことから，⑶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，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　JA マイカーローンは，自動車やバイクの

購入，修理，車検など「車」に関する必要

資金を対象としたローンであり，農業者に

対してトラクターの購入資金としても利用

できる。

⑵　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，簡易な形態のものに限ら

れ，貸付金額は 100 万円以内となっている。
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⑶　JA マイカーローンは，他の金融機関から

借入れ中のマイカーローンの借換え用資金

も対象としている。

	 正解率　79％

正解　⑴	

　解　説

①　JA マイカーローンは，車（自動車や

バイク）の購入・修理代金，車検の費

用，運転免許の取得費用などを対象と

しているローンだが，ここでいう「車」

とは個人的に使用する，文字どおり「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，⑴は誤りで，これが本問

の正解である。

②　JA マイカーローンは，簡易な形態の

ものであれば車庫の建設費用としても

利用できる。貸付金額も 100 万円以内

と制限しているため，簡易なものとなら

ざるをえない。したがって，⑵は正しい。

③　JA マイカーローンの最長貸付期間は

10 年で金額も大きいため，適用金利の

高低は大きな負担の差となる。借換え

ニーズも少なくないため，JA マイカー

ローンでは他の金融機関から借入中の

マイカーローンの借換用資金も対象と

している。したがって，⑶は正しい。

J A 教 育 ロ ー ン の 商 品 概 要
（一般型 A，一般型 B，一般型 C）

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，正しいもの

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，貸付時年齢は 18 歳

以上となっている。

⑵　貸付金額は，一般型 A の場合は 1,000 万

円以内，一般型 B が 500 万円以内となって

いるが，両者の年収条件には差がない。

⑶　教育ローンの分割貸付を利用する場合，

年 2 回，隔月，毎月 1 回の 3 通りの方法の

中から選ぶことができる。

	 正解率　47％

正解　⑵	

　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。貸付時年齢

は 18 歳以上ではなく 20 歳以上である。

したがって，⑴は誤りである。

②　一般型 A の貸付金額は 1,000 万円以

内，一般型 B の貸付金額は 500 万円以

内である。年収条件はともに 150 万円

以上で違いはない。したがって，⑵は

正しく，これが本問の正解である。

③　JA 教育ローンは，一括貸付だけでな

く分割貸付も用意されている。分割貸

付には月 1 回と年 2 回の方法があり，

例えば利用目的がアパート代なら月 1

回の分割貸付が，前期・後期で支払う

授業料なら年 2 回の分割貸付が便利で

ある。年 2 回の分割貸付を利用した場

合，貸付月は借入者の希望によって決

定されるが，6 ヵ月ごとの設定でなけ

ればならない。分割貸付を隔月で行う

という方法はない。したがって，⑶は

誤りである。
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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，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．貸付期間は，いずれのタイプも 1 年以上

15 年以内となっている。

ｂ．いずれのタイプも，他の金融機関から借

入れ中のリフォームローンの借換え資金と

して利用することができるが，この場合の

貸付期間は既存リフォームローンの残存期

間を超えることはできない。

ｃ．いずれのタイプも貸付金額が 500 万円ま

では担保提供が不要だが，500 万円を超え

ると担保提供が必要となる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　28％

正解　⑴	

　解　説

①　JA リフォームローンの融資額はタイ

プによって異なり，一般型 A と一般型

B は 1,000 万円以内，一般型 C は 1,500

万円以内となっているが，貸付期間は，

タイプを問わず 1 年以上 15 年以内と

なっている。したがって，a は正しい。

②　JA リフォームローンは，JA 住宅ロー

ンと同様，他の金融機関から借入中の

リフォームローンの借換資金として利

用できるが，リフォームローンでは新

しい貸付期間が，既存ローンの残存期

間を超えてはならないという制限はな

い。したがって，b は誤りである。

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，商品改訂に伴い融資額が 500 万

円を超えても抵当権の設定は不要とな

り，利用しやすい商品スキームとなっ

た。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。

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，誤って

いるものを 1つ選びなさい。

⑴　いずれのタイプも，他の金融機関から借

入れ中のフリーローンの借換え資金として

の利用はできない。

⑵　貸付金額は，いずれのタイプも 300 万円

以内となっている。

⑶　一般型 A について貸付期間は，5 年以内と

なっているが，JA 住宅ローンの利用者の場合，

いずれのタイプも7 年以内となっている。

	 正解率　44％

正解　⑶	

　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，資金使途の明確な生

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借換資金とし

ての利用はできない。したがって，⑴

は正しい。

②　JA フリーローンの貸付年齢は一般
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型 A，一般型 B が 18 歳以上，一般型

C は 20 歳以上という違いはあるが，貸

付金額はどのタイプも 300 万円以内と

なっている。したがって，⑵は正しい。

③　JA フリーローンの貸付期間は，JA

住宅ローンの利用の場合に延長される

ことがあるが，貸付期間が 5 年から 7

年以内に延長されているのは一般型 A

であり，一般型 B にこの扱いはない。

したがって，⑶は誤りで，これが本問

の正解である。

カードローンの商品概要

問　11　JA カードローンの商品概要につい

て，誤っているものを 1つ選びなさい。

⑴　極度額 50 万円の JA カードローンの場合，

残高の多寡にかかわらず毎月の返済額が 1

万円を超えることはない。

⑵　A さんは，極度額一杯の 300 万円を設定

して JA ワイドカードローンを利用してい

るが，条件を満たせば JA カードローン（一

般型 A）を利用して，トータル 350 万円ま

で極度額を増やすこともできる。

⑶　JA カードローン，JA ワイドカードロー

ンの返済は，毎月，約定返済で決められた

日に返済用貯金口座から自動引き落としさ

れる他，JA の窓口で臨時（任意）返済する

こともできる。

	 正解率　75％

正解　⑵	

　解　説

①　カードローンの約定返済型を利用し

た場合，毎月の返済額は前月約定返済

日現在の貸越元金の 2％としている。

極度額 50 万円のカードローンにおいて

は，極度額一杯借りたとしても「50 万

円× 2％」で，返済額が 1 万円を超え

ることはない。カードローンでは貸越

元金が 50 万円以下でも，1 万円を超え

ていれば毎月の返済額は一律 1 万円と

なっている。したがって，⑴は正しい。

②　JA カードローンと JA ワイドカード

ローンにはそれぞれ極度額が設けられ

ており，返済能力を超えた利用となら

ないような商品設計となっている。こ

のため，2 つのカードローンを同時に

利用して極度額を増やすことはできな

い。したがって，⑵は誤りで，これが

本問の正解である。

③　JA カードローン，JA ワイドカード

ローンとも，極度額の範囲内であれば

何度でも繰り返し借入れができるのが

特徴である。この返済方法として利用

されているのが約定返済型で，毎月決

まった金額を返済すればよい。返済方

法も簡便で，毎月決められた日に返済

用貯金口座から自動引落しされる仕組

みである。これと並行して，資金に余

裕がある場合には，いつでも，いくら

でも JA の窓口でまとめて返済するこ

ともできる。したがって，⑶は正しい。

JA ワイドカードローンの約定返済額

問　12　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 180 万円，当月約

定返済日前日の貸越残高が 150 万円となって

いる場合，当月の約定返済額はいくらになる

か，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　 3 万円
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⑵　3.6 万円

⑶　 4 万円

	 正解率　13％

正解　⑶	

　解　説

　　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％」

もしくは「当月約定返済日前日の貸越

残高」の小さい方となっている。前月

約定返済日の貸越残高が 180 万円，当

月約定返済日前日の貸越残高が 150 万

円となっている場合，「前月約定返済

日の貸越残高の 2％」の 3.6 万円（180

万円× 0.02）が採用される。ただし， 

1 万円単位に切り上げられるため 3.6 万

円は 4 万円となる。したがって，⑶が

本問の正解である。

JAバンクローンにおける複数利用の貸付限度額

問　13　JAバンクローンは，一般型Aの場合，

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，

卜ータルでの貸付限度額がある。下記の Aさ

んの場合，あといくらまで JA 教育ローン一

般型 A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＞

マイカーローンを 300 万円借入

　　　　　　　　　現在の借入残高 250 万円

フリーローンを 200 万円借入

　　　　　　　　　現在の借入残高 120 万円

ワイドカードローンを極度額 300 万円の設定

で利用中

　　　　　　　　　現在の借入残高 115 万円

⑴　 50 万円

⑵　330 万円

⑶　515 万円

	 正解率　81％

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とき

は，一般型 A の場合，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 180 万

円 ＋ JA 教 育 ロ ー ン 70 万 円 ＋ JA フ

リーローン 120 万円＋ JA ワイドカー

ドローン 300 万円）で，あと 330 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，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　JA バンクローンの保証機関としては，都

道府県農業信用基金協会，協同住宅ローン，

三菱 UFJ ニコス㈱の 3 つがあるが，ローン

の利用者は商品を選択した時点で保証機関

を選ぶことになる。
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⑵　保証機関が行う代位弁済とは，借入者の

返済が難しくなった場合に本人に代わって

返済を行うことをいうが，これには一括払

い方式と分割払い方式の 2 つがある。

⑶　農業信用基金協会の保証保険は保証債務

の 50％を対象としている。

	 正解率　58％

正解　⑴	

　解　説

①　JA バンクローンの保証機関には，都

道府県農業信用基金協会，協同住宅ロー

ン，三菱 UFJ ニコス㈱の 3 つがあり，

保証機関によって貸付条件にも違いが

ある。ローンの利用と保証機関とは一

体不可分の関係にあり，この組み合わ

せを任意に選択することはできない。

したがって，⑴は正しく，これが本問

の正解である。

②　代位弁済とは，保証人（保証機関）

が借入者本人に代わって債務残高全額

を一括して返済することである。分割

払い方式はない。保証人は，保証債務

を履行することによって借入者に対し

て求償権を取得する。したがって，⑵

は誤りである。

③　農林漁業信用基金の保証保険は保証

債務の 50％ではなく，保証債務の 70％

までを対象としている。したがって，

⑶は誤りである。

住 宅 ロ ー ン の 金 利

問　15　住宅ローンの金利について，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 住宅ローンの固定金利型は，ローン契

約時の適用金利が借入期間を通じて変わら

ない仕組みだが，借換え防止戦略としてお

客様との相対交渉により，返済途中で金利

を引き下げる扱いもある。

ｂ．変動金利型住宅ローンの元利均等方式で

は，市中の金利がどんなに変動しても 5 年

間は毎月の返済額が変わらないとするルー

ルがあるが，これは新しい金利の適用を 5

年後に繰り延べているためである。

ｃ．住宅ローンの金利設定方式には，①店頭

金利，②引下げ後金利，③提携会社向け適

用後金利の 3 つがあるが，いずれもホー

ムページその他の媒体で広く告知されてい 

る。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　52％

正解　⑴	

　解　説

①　JA 住宅ローンの固定金利型は，借入

期間を通じて適用金利が変わらない仕

組みだが，他行からの借換えアプロー

チを受けている場合は，状況により金

利引下げを検討・実施することもある。

したがって，a は正しい。

②　変動金利型住宅ローンは，金融情勢

に応じて年 2 回金利の見直しが行われ

る。この見直しにより毎月の返済額が

変更されるが，元利均等返済を選択し

ている場合，頻繁に返済額が変わると

返済計画に狂いが生じるため，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 年ルー
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ル（5 年間据置ルール）という。これ

は金利の適用を 5 年繰り延べるもので

はなく，毎月返済額の変更を 5 年繰り

延べるというルールである。したがっ

て，b は誤りである。

③　「提携会社向け適用後金利」は，提携

先の優良住宅メーカーの紹介案件に限

定して適用する金利のため，広く告知

することはない。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。

住宅ローンの返済方法

問　16　住宅ローンの返済方法について，正

しいものを 1つ選びなさい。

⑴　住宅ローンにおけるボーナス併用払いは，

ボーナス支給時期に合わせて通常返済にプ

ラスして返済を行う方法だが，この返済月

は 60 日ごとではなく，利用者のボーナス

時期に合わせて任意の月に設定することが

できる。

⑵　元金均等返済と元利均等返済を比べた場

合，借入条件（貸付金額，貸付期間，金利）

が同じであれば，元金均等返済を選択した

方が総返済額は小さくなる。

⑶　親子リレー返済は，親から子に返済をバ

トンタッチする返済方式であるが，子は契

約時点で親と同居していることが条件と

なっている。

	 正解率　73％

正解　⑵	

　解　説

①　ボーナス併用返済の返済月は，利

用者のボーナス支給時期に合わせて設

定されることはなく，6 ヵ月ごとの設

定とする。したがって，⑴は誤りであ 

る。

②　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，元金の減りがなかなか進まない

というデメリットがある。

　　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。借入条件（貸付

金額，貸付期間，金利）が同じであれば，

元金均等返済を選択した方が総返済額

は小さくなる。したがって，⑵は正しく，

これが本問の正解である。

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。した

がって，⑶は誤りである。

繰 上 返 済

問　17　繰上げ返済について，誤っているも

のを 1つ選びなさい。

⑴　極度額 50 万円のカードローンの約定返済

型では，毎月の返済とは別にまとまった金

額を臨時に返済することもできるが，これ

も繰上げ返済の一種であるため，返済金額
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は自由だが実行は約定返済日に行わなけれ

ばならない。

⑵　変動金利型の住宅ローンの利用により，

未払い利息が生じている段階で繰上げ返済

を行った場合，この返済金は元金充当より

未払い利息の精算が優先される。

⑶　一部繰上返済に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

るのは期間短縮型の方である。

	 正解率　76％

正解　⑴	

　解　説

①　一部繰上返済とは，例えば 2,000 万

円のローン残高に対し毎月 5 万円の返

済を続けているときに，資金に余裕が

出たので 100 万円だけまとめて返済す

る方法をいう。この返済は約定返済日

に行わなければならず，返済金は元金

部分に充当される。これに対し，約定

返済型のカードローンの臨時返済は他

のバンクローンの繰上返済とは違い，

元本を減らすというより貸越残高を減

らすもので，JA の窓口においては，い

つでもいくらでも返済は可能である。

したがって，⑴は誤りで，これが本問

の正解である。

②　変動金利型の住宅ローンにおいて，

未払利息が発生している場合，返済金

は元本に充当されることはなく，未払

利息の精算が優先される。したがって，

⑵は正しい。

③　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，返済ピッチが早いため，総

返済額は小さくなる。したがって，⑶

は正しい。

JAバンクローンの返済方法

問　18　JA バンクローンの返済方法につい

て，正しいものを 1つ選びなさい。

⑴　小口ローンの返済方法には，①毎月一定

額を返済する方法，②ボーナス併用払い，

③年 2 回返済する方法，の 3 つがあるが，

③の方法は公務員や高度な国家資格取得保

持者のみ選択ができる方法である。

⑵　JA マイカーローン，JA 教育ローン，JA

フリーローンの返済方法には元利均等返済

しかないが，JA リフォームローンにかぎっ

ては，元利均等返済と元金均等返済の 2 つ

から選択することができる。

⑶　返済金は借入者の返済用貯金口座から自

動的に引き落とされるが，この返済日は JA

が定めた約定返済日としなければならな 

い。

	 正解率　79％

正解　⑶	

　解　説

①　小口ローンの返済方法の 1 つに年 2

回返済方法があるが，これは返済と返

済の間隔が長く，ローン実行後の借入
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者の信用状況の変化が見極めにくいた

め，原則として専業農業者以外は取り

扱わないこととしている。いかに前年

度の年収が高くても，公務員や高度な

国家資格取得保持者が年 2 回返済方法

をとることはできない。したがって，

⑴は誤りである。

②　JA バンクローンで元金均等方式を選

択できるのは住宅ローンだけであり，

JA リフォームローンも元利均等方式し

か利用することはできない。したがっ

て，⑵は誤りである。

③　JA バンクローンの返済金は，毎月の

返済日に借入者が指定した貯金口座か

ら自動的に引き落とされる。この返済

日は借入者が任意に指定することはで

きず，あらかじめ JA が定めた日となる。

したがって，⑶は正しく，これが本問

の正解である。

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．団体信用生命共済が保障する金額は，ロー

ン返済が進むにつれて小さくなる。

ｂ．JA リフォームローンは，一般型 A，B，

C いずれのタイプでも団体信用生命共済の

加入は任意としている。

ｃ．団体信用生命共済の本契約の掛金は JA

が負担するが，特約部分の掛金は金利に上

乗せして顧客負担とする扱いが一般的であ

る。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　57％

正解　⑵	

　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，JA を共済金の受

取人とし，住宅ローンの借入債務残高

（未償還金）を共済金額とする契約で，

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。このため，ロー

ン返済が進むにつれて保障する金額

は小さくなる。したがって，a は正し 

い。

②　JA リフォームローンは，一般型 A，

B とも団体信用生命共済の加入を条件

としているが，一般型 C は県域の判断

で加入を条件とすることができる。し

たがって，b は誤りである。

③　団体信用生命共済の本契約の掛金は

JA が負担する。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，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。

ローンの受付・審査

本 人 確 認 書 類 の 特 徴

問　20　下記の A群に示された本人確認書類

の特徴は，B群のどの書類に該当するか。こ

れを結びつけた組み合わせとして，正しいも
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のを 1つ選びなさい。

　A　群

①　表面に資格取得日が記載されている

②　有効期限の記載はなく，有効期限は発行

日から 3 ヵ月以内である

③　発行元は法務省である

④　IC カード化されているものには本籍の記

載はない

　B　群

イ，運転免許証

ロ，旅券

ハ，健康保険証

ニ，住民票

ホ，印鑑登録証明書

へ，外国人登録証明書

ト，在留カード

チ，特別永住者証明書

⑴　①−ハ　　　　　　②−ニ，ホ

　　③−ト，チ　　　　④−イ

⑵　①−ハ，へ　　　　②−ニ

　　③−へ，ト，チ　　④−ロ

⑶　①−ハ　　　　　　②−ホ

　　③−ト　　　　　　④−イ

	 正解率　90％

正解　⑴	

　解　説

①　健康保険証には，組合管掌健康保険

被保険者証，全国健康保険協会健康保

険（協会けんぽ）被保険者証，国民健

康保険被保険者証の 3 つがあるが，い

ずれの健康保険証においても表面に資

格取得日が記載されている

②　本人確認書類は，有効期限内のもの

を徴求し確認しなければならないが，

すべての書類に有効期限が記載されて

いるわけではない。住民票の写しや印

鑑登録証明書は，発行日のみの記載と

なっており，これを基準としなければ

ならない。上記の書類の有効期限は発

行日から 3 ヵ月以内としている。

③　外国人を対象とする本人確認書類の

うち，外国人登録証明書の発行元は市

区町村で，在留カードと特別永住者証

明書の発行元は法務省となっている。

④　様々な個人情報の中でも特に慎重な

取扱いを求められているのが，センシ

ティブ（機微）情報と呼ばれるもので

ある。金融庁のガイドラインでは，セ

ンシティブ情報として，政治的見解，

信教（宗教，思想，信条），労働組合へ

の加入，人種および民族，門地および

本籍地，保健医療，犯罪歴等を挙げて

いる。

　　本人確認書類のうち，運転免許証・

旅券（IC カード以外），住民票には本

籍の記載がある。運転免許証と旅券は，

偽造・変造防止策として IC カード化が

進められており，本籍は IC チップに内

蔵されているため，カード表面では空

欄になっている。

　　以上のことから，⑴の組み合わせが

正しく，これが本問の正解である。

本人確認書類の取扱い

問　21　本人確認書類の取扱いについて，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　本籍の記載がある運転免許証の提出を受

けた時は，コピーの当該個所を黒塗りして

保存することとする。

⑵　健康保険証は，その種類を問わず，住所，
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氏名，記号，番号はすべてカードの表面に

記載されている。

⑶　特別永住者証明書の表面記載の氏名と

申込書記載の氏名とが異なる場合は，裏

面の備考欄でチェックしなければならな 

い。

	 正解率　92％

正解　⑵	

　解　説

①　金融庁のガイドラインでは，金融事

業者に対して，センシティブ情報の取

得，利用，第三者提供を行わないよう

求めている。このため，本籍や国籍と

いうセンシティブ情報の記載された書

類の提示を受けたときは，コピーに際

しセンシティブ情報の記載の部分を黒

塗りして保存することが必要である。

IC カード化されていない運転免許証と

旅券の場合，本籍の記載があるため，

特に注意すべき取扱いである。したがっ

て，⑴は正しい。

②　国民健康保険の保険証では本人の住

所は表面に記載されているが，組合管

掌健保や協会けんぽの健康保険証では

本人の住所は裏面に記載されている。

したがって，⑵は誤りで，これが本問

の正解である。

③　特別永住者証明書交付後に氏名や住

所が変わった場合，裏面の備考欄に新

氏名や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，

裏面の備考欄に変更の記載があるかど

うかをチェックする。したがって，⑶

は正しい。

年 収 確 認 書 類

問　22　年収確認書類の内容について，正し

いものを 1つ選びなさい。

⑴　所得証明書は納税地所轄の税務署に請求

して交付を受けるもので，給与所得者の場

合，給与所得以外の所得や社会保険加入の

有無をチェックすることができる。

⑵　住民税決定請求書は各市区町村役場に請

求して交付を受けるもので，所得の種類

より雇用形態をチェックすることができ 

る。

⑶　納税証明書は納税地所轄の税務署に請求

して発行を受けるもので，納税額，所得金額，

未納の有無が証明される。

	 正解率　63％

正解　⑶	

　解　説

　　年収確認書類は，所得証明書，源泉

徴収票，住民税決定通知書，納税証明

書が代表的であるが，発行先や発行方

法はそれぞれ異なる。所得証明書は，

各市区町村役場に請求して発行を受け，

住民税決定請求書は各市区町村役場か

ら勤務先経由で配付される。

　　いずれも給与所得者の場合，給与所

得以外の所得や社会保険加入の有無を

チェックすることできる。納税証明書

は所轄の税務署に請求して発行を受け

るもので，所得控除や税額控除の記載

はないが，納税額，所得金額，未納の

有無が証明される。したがって，⑴⑵

は誤りで，⑶は正しく，これが本問の

正解である。
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不 動 産 登 記 簿

問　23　不動産登記簿について，誤っている

ものを 1つ選びなさい。

⑴　不動産登記簿は土地と建物ごとに別々の

帳簿で作成され，この表題部には，不動産

の種類，所在など物理的な条件のほか，売買，

相続など不動産が登記された原因も記載さ

れている。

⑵　不動産登記簿の権利部（甲区）には所有

権に関する事項が記載されているが，売買

により取得した不動産は所有権移転登記と

なる。

⑶　不動産登記簿の権利部（乙区）には抵当権，

賃借権，使用権など所有権以外の権利関係

が記載される。

	 正解率　52％

正解　⑴	

　解　説

①　不動産登記簿の表題部は，所在，種

類，番号（土地は地番，建物は家屋番号）

など，それぞれ物理的な条件が記載さ

れている。売買，相続など不動産が登

記された原因は権利部（甲区）に記載

されている。したがって，⑴は誤りで，

これが本問の正解である。

②　不動産登記簿の権利部（甲区）には

所有権に関する事項が記載される。家

屋を新築した場合は「所有権保存登記」

が，家屋を売買や相続により取得した

場合は「所有権移転登記」が記載される。

したがって，⑵は正しい。

③　不動産登記簿の権利部（乙区）には，

所有権以外の権利関係として（根）抵

当権，賃借権，使用権などが記載される。

したがって，⑶は正しい。

個 人 信 用 情 報 機 関

問　24　個人信用情報機関について，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．個人信用情報機関は業態別に設立されて

いるが，KSC（全国銀行個人信用情報セン

ター）は預貯金を扱う金融機関が会員となっ

ており，ゆうちょ銀行も民営化に伴い KSC

の会員となっている。

ｂ．KSC に登録された情報について，本人か

ら開示請求があってもこれに応じるかどう

かは KSC の任意とされている。

ｃ．各機関の会員は，CRIN のネットワーク

システムにより，加盟する個人信用情報機

関を通じて他業界の信用情報を照会するこ

とができ，延滞情報のほか繰上返済情報や

完済に関する情報も知ることができる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　25％

正解　⑶	

　解　説

①　個人信用情報機関は業態ごとに運営

されており，KSC（全国銀行個人信用

情報センター）は銀行，JA，信用金庫，

信用組合が会員となっている。この括り

は預貯金を扱う金融機関というだけで

はなく，預貯金を基に融資も行っている

金融機関ということで，直接ローン業務

を行っていないゆうちょ銀行は会員で

はない。したがって，a は誤りである。
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②　KSC に登録された情報について，本

人から開示請求があった場合，KSC は

この開示義務がある。したがって，b

は誤りである。

③　CRIN は，KSC，CIC，JIC の 3 つ

の個人信用情報機関をオンラインで結

んだネットワークシステムである。こ

れにより，各機関の会員は他業界の信

用照会ができることになるが，ここで

相互利用できる個人信用情報は事故情

報に限定されており，繰上返済や完済

などの，いわゆる「ホワイト情報」は含

まれない。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。

A さんの年間返済可能額

問　25　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 540 万円の A さんからマイ

カーローン（一般型 A）150 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 1 人（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（一人あたり）の年間基本生活費

を 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 38 万円

　　　　　　　　　（当初借入額 120 万円）

　　　　　　　　　年間返済額 30 万円

⑴　30 万円

⑵　36 万円

⑶　68 万円

	 正解率　68％

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に 80％を乗じた

もので，例題の場合 432 万円となる。

年間の支払項目は，本人の基本年間生

活費 120 万円，扶養家族 2 人の年間生

活費 100 万円（50 万円× 2 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 364 万

円となる。

　　したがって，年間返済可能額は 432

万円から 364 万円を差し引いた 68 万

円となり，⑶が本問の正解である。

A さ ん の 借 入 比 率

問　26　上記［問 25］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。

⑴　40.0％
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⑵　44.1％

⑶　59.3％

	 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 マイカーロー

ンの借入申込金額 150 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 38 万円）÷ 540 万

円× 100％＝ 44.1％となり，⑵が本問

の正解である。

A さ ん の 返 済 比 率

問　27　上記［問 25］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。

⑴　11.7％

⑵　13.7％

⑶　20.7％

	 正解率　87％

正解　⑵	

　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。これを例

題の数字に当てはめると，（JA マイカー

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）÷

540 万円× 100％＝ 13.7％となり，⑵

が本問の正解である。

B さ ん の 返 済 比 率

問　28　前年度税込年収 580 万円の Bさんか

ら，リフォームローン 350 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

52 万円になる。Bさんは，既にマイカーロー

ンで毎年 36 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

42 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。

⑴　17.2％

⑵　22.6％

⑶　24.5％

	 正解率　76％

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

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 52 万円＋ JA マイカーローンの

年間返済額 36 万円＋ JA カードローン

の年間返済額 12 万円）÷ 580 万円×

100％＝ 17.2％となり，⑴が本問の正

解である。
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書 類 の 受 付 ， 取 扱 い

問　29　書類の受付について，誤っているも

のを 1つ選びなさい。

⑴　借入申込書，契約書ともこの記入は借入

者本人でなければならず，借入者の配偶者

の記入であっても受け付けることはできな

い。

⑵　ローンの受付にあたり見積書の写しを徴

求する場合，資金使途や所要金額を確認す

るのと同時に，有効期限内であるか，書類

作成者の印が押捺されているかの確認も忘

れてはならない。

⑶　ローン申込書および「個人情報の収集・

保有・提供に関する同意書」は，ローンが

完済されるまで保存しなければならない。

	 正解率　79％

正解　⑶	

　解　説

①　ローンの申込受付にあたっては，借

入内容，保証内容についての説明，確

認を行うが，この前提として重要なの

が借入意思の確認である。借入意思の

確認が不十分のまま受け付けると，後

になって「この金額で借り入れる意思

はなかった」「この条件なら借りなかっ

た」といったトラブルを招来する惧れ

がある。

　　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チェックしなけれ

ばならず，本人以外の記入であれば，

これを受け付けることはできない。配

偶者による記入であっても不可とすべ

きである。したがって，⑴は正しい。

②　本人確認書類において有効期限と公

印の確認を必要とするように，ローン

の資金使途と所要金額を確認するため

に徴求する見積書や契約書においても，

有効期限のチェックと書類作成者の印

の有無を確認しなければならない。し

たがって，⑵は正しい。

③　ローン契約に伴って徴求される書類

は，契約期間の終了と同時に不要にな

るわけではなく，「個人情報の収集・保

有・利用・提供に関する同意書」は，

当該ローン完済後 5 年間の保存が必要

とされる。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

住宅ローン案件の獲得ルート

問　30　住宅ローン案件の獲得ルートについ

て，適切ではないものを 1つ選びなさい。

⑴　この獲得ルートは主に，①渉外ルート，

②一般ルート，③住宅関連会社ルートの 3

つがあるが，住宅ローン相談会の開催は一

般ルートとして位置づけられる。

⑵　渉外ルートは，未取引先を対象にローラー

訪問などにより住宅ローンニーズを発掘す

る方法で，直接面談を行うことで顧客ニー

ズをタイムリーにキャッチすることができ

る。

⑶　住宅関連会社ルートは，ハウスメーカー，

不動産仲介会社，ディベロッパー等の住宅

関連会社からの情報ルートを指すもので，

新規案件獲得には効率的である。
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	 正解率　71％

正解　⑵	

　解　説

　　住宅ローン案件の獲得ルートは，ター

ゲット別に渉外ルート，一般ルート，

住宅関連会社ルートの 3 つに分けられ

る。渉外ルートは，管理客への訪問を

中心とするルート，一般ルートは，住

宅ローン相談を開催し，見込先を誘致

して住宅ローンニーズを発掘するルー

ト，住宅関連会社ルートは，ハウスメー

カー，不動産仲介会社，ディベロッパー

等の住宅関連会社からの情報ルートの

ことである。したがって，⑴と⑶は適

切である。

　　未取引先を対象に，ローラー訪問な

どによりローンニーズを発掘するとい

う方法は，カードローンならいざ知ら

ず，大きな資金の動く住宅ローンには

馴染まず，渉外ルートといえどもこれ

を行うことはない。したがって，⑵は適

切ではなく，これが本問の正解である。

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．住宅ローン相談会は，既存の組合員もさ

ることながら日頃接点の少ない勤労者世帯

が相談しやすい環境を整えることを優先し

て開催する。

ｂ．住宅ローン相談会は，開催シーズンを絞

り，毎週 1 回開催するなど集中的に行うこ

とで認知度がアップする。

ｃ．住宅展示場の来訪者は概して住宅取得に

関心が強いが，見込先としての獲得率はあ

まり高くない。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　54％

正解　⑵	

　解　説

①　住宅ローンの堅調な拡大を目指すた

めには，組合員以外のお客様をどう取

り込むかが大きな課題であり，安定的

な収入のある勤労者世帯は有力なター

ゲットである。住宅ローン相談会も休

みの土日開催とするなど，勤労者世帯

に合わせたスケジューリングが望まし

い。したがって，a は適切である。

②　住宅ローン相談会は，各店舗で月 1

回程度の頻度で行うことが重要で，継

続開催によりお客様に対する認知度が

高まるとともに JA 職員の相談能力も

向上する。したがって，b は適切では

ない。

③　住宅展示場の開催はイベント的な要

素も大きく，来場者が多い割に見込案

件の獲得には結びにくいという傾向が

見られる。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。

住宅ローン相談会の事前事後対応

問　32　住宅ローン相談会の事前事後対応に

ついて，適切ではないものを 1つ選びなさい。

⑴　JA 未取引客を誘致する宣伝手段として
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は，渉外担当者の勧誘よりチラシや新聞広

告の方が効果的である。

⑵　住宅ローン相談会のチラシ等は，対象者

の注意を引き反応させる工夫が必要であり，

訴求点を絞ってアピールする。

⑶　開催した支所（店）以外の地域から相談

会に来場した遠方のお客様のうち有力な見

込先については，専任の担当者を選定し，

フォロー活動が手薄にならないようきめ細

かいスケジュール管理をする。

	 正解率　67％

正解　⑶	

　解　説

①　住宅ローン相談会の集客方法には，

チラシ，新聞広告，DM，渉外担当者の

勧誘などの広告宣伝活動があり，お客

様に応じて上手に使い分けることが肝

要である。未取引客割合別に来店動機

を見ると，JA 未取引客割合が高い JA

ほど「チラシ・新聞広告」の割合が高く，

未取引客割合の低い JA，つまり組合員

割合の高い JA ほど「渉外担当者の勧誘」

「DM」の割合が高いという傾向が示さ

れている。したがって，⑴は適切であ 

る。

②　チラシは，手に取った瞬間に注意が

喚起される工夫が必要である。内容は

「あれもこれも」と欲張るのではなく，

相談会はいつどこで開催するか，金利

は何％かなど，お客様が一番知りたい

ことにポイントを絞ってアピールする。

したがって，⑵は適切である。

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は適切では

なく，これが本問の正解である。

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

切ではないものを 1つ選びなさい。

⑴　提案にあたっては幅広い商品知識が大切

で，他の金融機関の住宅ローンと比較して

セールスポイントを 5 つ以上まとめておく

と，有力な提案ツールとなる。

⑵　提案にあたっては，お客様サイドに立っ

た提案が基本で，希望する物件価格が高め

と思われる場合でも，ボーナス返済を多め

に設定するなどのアドバイスでプランの実

現をサポートする。

⑶　提案にあたっては，家計の見直しのアド

バイスも重要で，すでに加入している生命

保険がある場合は死亡保障を大きくするの

ではなく，スリム化の方向で検討する。

	 正解率　79％

正解　⑵	

　解　説

①　住宅ローンの提案にあたっては他行

住宅ローンとの比較も重要で，JA 住宅

ローンのセールスポイントを最低でも

5 つほどまとめてアピールしたい。詳

細な提案に入る前に，お客様にとって

有利な情報，仕組みを簡潔に伝えるこ

とが成約率を高める近道である。金利

の適用方法に言及することも忘れては

ならない。したがって，⑴は適切である。
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②　住宅ローンの予算の本質は，「物件価

格」ではなく，ローンの支払利息を含

めた「返済可能額」であり，大切なの

は「現在の生活を維持しながら返済で

きるローン」という考え方である。ボー

ナス併用はごく一般的な利用方法だが，

支給額に変動のあるボーナスへの依存

度を高めることは，プランとして無理

が生じやすい。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　住宅ローンの利用にあたっては，トー

タルな観点から家計の見直しを図るこ

とが重要で，生命保険がキーポイント

を握っている。保険プランは家族の加

齢とともにミスマッチが起きるもので，

子供の成長に伴い世帯主死亡時の経済

的リスクは低減するため，そのままに

しておけば保障過多となるのは当然で

ある。まして，住宅ローン利用となる

と団体信用生命共済に加入するため，

従来の死亡保障を多少スリム化しても

問題はないと思われる。したがって，

⑶は適切である。

住宅ローンの借換推進

問　34　借換推進について，適切ではないも

のを 1つ選びなさい。

⑴　「借換金額 1,000 万円で毎月返済の軽減額

が 8,000 円」になる場合と「借換金額 2,000

万円で毎月返済の軽減額が 16,000 円」にな

る場合で，借入後の金利差が同じであれば，

後者の場合の方が借換えメリットは大きい。

⑵　JA の住宅ローンに借換えをする場合は，

他行に加入している団体信用生命保険は解

約してもらい，新たに団体信用生命共済に

加入してもらう必要がある。

⑶　「借換え前後の金利差は 1％以下」，「ロー

ン残高 1,000 万円以下」，「残存期間は 9 年」

というケースでは，固定金利型，変動金利

型という金利タイプに関係なく，借換えニー

ズは生じにくい。

	 正解率　42％

正解　⑶	

　解　説

①　借換費用の中には，事務手数料など

借換金額の多寡とは関係ない固定的な

費用があるため，借換金額が大きくな

るほど費用負担割合は小さくなる。設

例の場合，金利差が同じため，借換金

額 2,000 万円のケースのほうが借換え

メリットは大きい。したがって，⑴は

適切である。

②　JA 住宅ローンにおいて団体信用生命

共済の加入は必須要件であり，新規の

借入れであろうと借換えであろうと，

この要件は変わらない。したがって，

⑵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。変動金利のリスク

を回避するため固定金利で借り換える

ケースもあるため，借換えニーズなし

と即断することはできない。したがっ

て，⑶は適切ではなく，これが本問の

正解である。

住宅ローンの借換えに伴う費用

問　35　住宅ローンの借換えに伴う費用につ

いて，正しいものはいくつあるか，⑴～⑶の
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中から 1つ選びなさい。

ａ．住宅ローンの借換えにおいては，不動産

取得税や所有権移転に伴う登録免許税は不

要である。

ｂ．住宅ローンの返済・借入れに伴い抵当権

の抹消・設定登記の登録免許税が必要とな

るが，抹消登記には返済額に応じた登録免

許税がかかり，設定登記には債権額に応じ

た登録免許税がかかる。

ｃ．住宅ローンの借換えによるローン保証料

や融資取扱手数料は，借入期間と借入金額

に応じて高くなる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　51％

正解　⑴	

　解　説

①　不動産取得税や所有権移転に伴う登

録免許税は，新しく住宅を購入した場

合には必要となるが，住宅の所有関係

は動かず金融取引だけが変更される借

換えにおいては不要である。

　　したがって，a は正しい。

②　抵当権設定登記は債権額に応じた登

録免許税がかかるが，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。b は誤りである。

③　ローン保証料は借入期間と借入金額

に応じて高くなるが，融資取扱手数料

は借入金額に関係なく固定的である。

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。

住宅関連会社の信用チェック

問　36　住宅関連会社との新規取引のチェッ

クポイントについて述べた次の文章の空欄に

入るべき数字・語句の組み合わせとして，正

しいものを 1つ選びなさい。

　　地場の住宅関連会社との新規取引につい

ては，外部の調査資料等を活用し，問題会

社ではないかどうかの確認を行う。興信所

調査の場合，帝国データバンクで（　①　）

点未満は除外する。業歴のチェックとして

免許番号の更新回数もポイントで，番号の

頭に⑷とあれば（　②　）年以上の業歴を

表している。過去に法令違反がある場合は，

赤字で大きく（　③　）と押印されている

ので，こうした会社は提携先として避ける

べきである。

⑴　①− 60　　②− 10　　③−業務停止

⑵　①− 50　　②− 15　　③−文書勧告

⑶　①− 50　　②− 20　　③−業務停止

	 正解率　38％

正解　⑵	

　解　説

　　住宅関連会社の信用チェックするに

あたり外部の調査資料の活用は重要で

あり，興信所調査の場合，帝国データ

バンクで 50 点未満は除外する。

　　業歴のチェックとして，免許番号の

更新回数もポイントである。宅建業者

の免許は 5 年ごとの更新（平成 8 年以

前は 3 年ごと）となっており，免許番

号の更新番号が⑷となっていれば，少な

くとも 15 年以上の業歴を表している。

　　都道府県庁（開発指導課等）の不動

産業者名簿には，上記の業者免許番号
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の更新回数のほか，文書勧告の有無，

従業員数，決算内容，売上構成などが

記載されている。赤字で大きく「文書勧

告」と押印されているものは，過去に法

令違反があったことを示しており，こう

した業者との提携は避けるべきである。

　　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。

住宅関連会社との関係強化

問　37　住宅関連業者との関係強化の方法に

ついて，適切ではないものを 1つ選びなさい。

⑴　営業担当者との関係強化のためには定期

的な訪問が不可欠で，商品の優位性のアピー

ル，土地情報の提供，住宅希望者の紹介な

どにより信頼関係を構築する。

⑵　業者の担当者から住宅ローン案件の紹介

を受けた場合は，応諾するにしても否決す

るにしても結論は早急に出す。応諾する場

合は速やかに回答するが，否決の回答をす

る場合は相手先との関係維持に配慮して慎

重に行う。

⑶　業者の担当者は他の金融機関ともパイプ

を持っているのが通例だが，他の金融機関

への不満を漏らした場合は JA バンクの強

みを強調する。

	 正解率　49％

正解　⑵	

　解　説

①　住宅関連会社との関係強化を図るた

めには，営業担当者との個人的なつな

がりを深めることがまず重要であり，

そのためには定期的な訪問により，業

者が JA に望むことを積極的に仕掛け

て信頼関係を構築しなければならない。

したがって，⑴は適切である。

②　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。ただし，他の金

融機関で否決されて回ってきた可能性

もあるため，安請け合いは禁物である。

といって，時間をかけて回答すること

も問題がある。営業担当者は実績数字

を上げることで評価されるため，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，⑵は適切ではなく，これが本問の

正解である。

③　お客様が他の金融機関への不満を漏

らした場合は，それに乗じて競合金融

機関を中傷するような発言は慎むべき

である。むしろ，自身への戒めとして

謙虚に聞き届け，そのうえで JA バン

クの強みを伝えたい。したがって，⑶

は適切である。

JAマイカーローン推進の基本

問　38　マイカーローン推進の基本について，

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．自動車購入サイクルは長期化の傾向にあ

ることに加え，マイカーローン市場は金融

機関や他業態の競争も激しいため，JA のマ

イカーローン残高は減少傾向にある。

ｂ．車検時期が迫っているお客様はこれを機

に車を買い替える可能性が高く，マイカー

ローンのニーズが高いと見込まれる先だが，

買い替える予定がないという場合でも車検
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費用を目的としたローンニーズを打診する。

ｃ．子供や老親など同居家族の多い家庭です

でに車を持っている場合には，ワンボック

スカーなど家族全員でゆったり乗れる車の

買替えを提案の柱とすべきである。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　70％

正解　⑵	

　解　説

①　消費者の自動車購入意欲は年々低下

する傾向にあり，自動車登録・届出台

数は伸び悩んでいる。自動車メーカー

系ファイナンス会社の攻勢も強く，マ

イカーローンの残高は減少傾向が続い

ているのが現状である。したがって，a

は適切である。

②　車検費用は十数万円を要するため，

車検時期が迫ると車の買い替えも視野

に入ってくる。マイカーローン推進の

絶好のチャンスとなるが，買い替える

予定がないからといって，マイカーロー

ンの出番がなくなったわけではない。

車検の資金ニーズに対応する形で，マ

イカーローンを推進することもできる。

取引ロットは小さくても接点を持ち続

けることで，次の取引への足がかりと

なる。したがって，b は適切である。

③　マイカーローンは 1 軒 1 取引とは決

めつけることはできない。家族数が増

えるほど推進の余地は広がるが，ワン

ボックスカー，ミニバンなどファミリー

タイプへの買替えに限定することはで

きない。老親と同居しているような場

合，病院の送り迎えなどに車を必要と

することもあり，もう 1 台購入したい

というニーズは十分想定できる。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。

マイカーローンのキャンペーンと
教育ローンのキャンペーンの共通点

問　39　マイカーローンのキャンペーンと教

育ローンのキャンペーンの共通点について，

適切ではないものを 1つ選びなさい。

⑴　DM はリストアップした対象先に発送す

るが，この到着を見計らってフォローコー

ルを行う。

⑵　キャンペーン期間中は，あらゆる顧客接

点を利用して JA 全職員により「ひと声セー

ルス」を実施する。

⑶　キャンペーン期間中は定期的に実績検討

会を実施し，進捗状況のチェックや問題解

決の検討を行う。

	 正解率　68％

正解　⑵	

　解　説

①　DM の発送先に対しては，到着した

頃を見計らって必ずフォローコールを

行わなければならない。このフォロー

コールは，キャンペーンの認知度をよ

り高めるという目的を持っており，DM

の効果が生きるか否かは，フォローコー

ルにかかっていると言っても過言では

ない。したがって，⑴は適切である。

②　マイカーローンのキャンペーンにお

いて，ひと声セールスは重要な戦術の
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1 つとされている。自動車税の納付や

自動車共済の支払いに来店されたお客

様は有力な見込み先であるが，ひと声

セールスはこれらのお客様に特化して

行うものではなく，あらゆるお客様に

対し万遍なく声かけを行い，ニーズの

打診とキャンペーンの告知を心がける

べきである。

　　教育ローンのキャンペーンにおいて

もひと声セールスは重要だが，マイカー

ローンやカードローンの推進のように，

あらゆる顧客接点を利用して声かけす

ることは馴染まない。声をかける場合

にはお客様の絞込みが大切で，受験料

の振込に来店されたお客様，こども共

済の支払いに来店されたお客様，定期

貯金や定期積金の解約に来店されたお

客様に対して，入念なヒアリングと積

極的なアプローチで，ローンニーズの

発掘に努めるべきである。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　キャンペーン期間中の都度確認は不

可欠であり，定期的に実績検討会を実

施し，進捗状況をチェックしなければ

ならない。したがって，⑶は適切である。

教育ローン推進の基本

問　40　教育ローン推進の基本について，適

切ではないものを 1つ選びなさい。

⑴　教育ローンの推進は見込先を絞ることが

重要であり，教育資金の準備を目標に積立

貯金をしているお客様ではなく，ローン依

存度の高いお客様を重点にアプローチする。

⑵　教育ローンはニーズが顕在化しやすい商品

で，昨年予備校の入学費用として教育ローン

を利用した人は有力なターゲットといえる。

⑶　進学資金の不足分は，ワイドカードロー

ンの極度額を増やして間に合わせようとい

うお客様に対しては，極度額の増額ではな

く教育ローンの利用を進めるのが望ましい

対応である。

	 正解率　96％

正解　⑴	

　解　説

①　教育資金はあらかじめ予定できる資

金であり，早めに準備している人も多

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，地元のつもりが自宅外通学，

現役のつもりが浪人ということもあり，

いざ進学となると事前に準備している

場合でも資金不足が生じることが多い。

むしろ有力なターゲットとすべきであ

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　予定どおりにいかない特徴の 1 つに，

「現役の予定が浪人」というパターンが

ある。予備校の入学費用も高く，ここ

に夏期講習とか模擬試験費用などを加

算すると，想定外の支出が発生する。

年が改まった再チャレンジの季節は，

教育ローン提案の季節でもある。した

がって，⑵は適切である。

③　進学資金をワイドカードローンで賄

うことも 1 つの方法ではあるが，本来

の利用の仕方とは言えない。入学資金

という目的が明確であれば，金利も安

く，返済計画も立てやすい教育ローン

を事前に申し込むべきである。ワイド
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カードローンは，いざというときに使っ

てこそ価値がある。入学という明確な

ライフステージに対応するなら，目的

ローンである教育ローンを選ぶべきで

あり，このアドバイスを忘れてはなら

ない。したがって，⑶は適切である。

教育ローン推進にかかるアドバイス知識

問　41　教育ローン推進に伴うアドバイス知

識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，適切なものを 1つ

選びなさい。

　　進学に伴い様々な費用が必要となるが，

まず押さえておきたいのは大学進学時の入

学費用で，この平均額は 4 年制で約（　①　）

万円，2 年制の短大で約（　②　）万円弱

となっている。自宅外通学となった場合の

費用も大きく，1 人あたりの仕送り額は平

均で約（　③　）万円となっている（日本

政策金融公庫：平成 26 年度教育費負担の

実態調査結果）。

　　教育資金の調達は，JA の教育ローン以外

にも公的ローンや奨学金の利用などもある。

日本政策金融公庫が取り扱う教育一般貸付

は，学生 1 人につき（　④　）万円以内となっ

ている。

⑴　①− 120　②− 80　③− 100　④− 300

⑵　①− 110　②− 70　③− 120　④− 350

⑶　①− 100　②− 80　③− 140　④− 300

	 正解率　33％

正解　⑶	

　解　説

　　日本政策金融公庫の「平成 26 年度

教育費負担の実態調査結果」によれば，

学校の入学費用は進路が進むにつれ大

きくなり，高校で 29.1 万円，専修・各

種学校で 58.8 万円，2 年制短大で 76.8

万円，4 年制大学で 102.2 万円となっ

ている。自宅外通学の比率は勤労者世

帯で 29.0％，1 人当たりの仕送り額は

140.3 万円である。

　　日本政策金融公庫が取り扱う教育一

般貸付は，学生 1 人につき 300 万円以

内，返済期間は 15 年以内となっている。

　　以上のことから，⑶が本問の正解で

ある。

国の教育ローン（教育一般貸付）と
J A 教 育 ロ ー ン の 比 較

問　42　国の教育ローン（教育一般貸付）と

JAの教育ローンの比較について，正しいもの

を 1つ選びなさい。

⑴　国の教育ローン，JA の教育ローンとも在

学中に返済を据え置く制度がある。

⑵　国の教育ローン，JA の教育ローンとも貸

付金利は固定金利と変動金利の 2 つから選

ぶことができる。

⑶　国の教育ローン，JA の教育ローンとも前

年度の税込年収に上限を設けている。

	 正解率　80％

正解　⑴	

　解　説

①　国の教育ローンの返済期間は 15 年以

内で，在学期間以内で元金の返済を据

え置き（利息のみ返済）が可能である。

JA 教育ローンにおいても，在学中に返

済を据え置く制度が用意されている。

この据置期間は在学期間限定ではなく，
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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，⑴は正しく，これが本問の正解で

ある。

②　JA 教育ローンは，貸付金利は固定金

利と変動金利の 2 つから選ぶことがで

きるが，国の教育ローンは固定金利の

みである。したがって，⑵は誤りである。

③　JA の教育ローンでは，前年度税込年

収を正組合員で 150 万円以上，准組合

員で 200 万円以上という基準を設けて

いる。国の教育ローンでは，こうした

最低基準の設定はないが，世帯の年間

収入の上限が子供の人数に応じて定め

られている。子供が 1 人の場合，給与

所得者は 790 万円以内，事業所得者は

590 万円以内という年収制限が設けら

れている。したがって，⑶は誤りである。

カードローンの推進方法

問　43　カードローンの推進方法について，

適切なものを 1つ選びなさい。

　　⑴　カードローンは，マイカーローンや

教育ローンと違って資金需要に季節性がな

いため，一斉推進ではなく恒常推進一本に

絞るべきである。

　　⑵　カードローンは，他の金融機関から

のローンの返済資金として利用したいとい

う場合もニーズの 1 つとしてとらえ，この

借換え用としての利用も積極的に推進すべ

きである。

　　⑶　住宅ローンの融資先をカードローン

の見込先としてリストアップする場合は，

借入後数年経過したお客様だけでなく，借入

直後のお客様も有力見込先としてとらえる。

	 正解率　73％

正解　⑶	

　解　説

①　カードローンは，その利用ニーズが

マイカーローンや教育ローンのように

時期的に集中するものではなく，季節

を問わず発生するものである。このた

め，キャンペーンのような短期決戦は

適さない。カードローンを推進する場

合は，まず恒常推進に取り組んでロー

ン推進の基礎づくりを行い，ここで獲

得できない先を一斉推進でフォローす

るという，二段構えで臨むことが有効

である。したがって，⑴は適切ではない。

②　カードローンは資金使途の自由な

ローンで，いったん極度額を設定すれ

ばどのような資金目的で使われるかを

知ることはできない。しかし，他のバ

ンクローンと同様，前向きな生活資金

として利用されることを目的としてい

るため，当初から負債整理資金を目的

として利用したいというお客様からの

申込みを応諾することはできない。し

たがって，⑵は適切ではない。

③　住宅購入直後は何かと物入りが続く

ため，カードローンは心強い味方とな

る。JA 住宅ローン利用者向けのカード

ローン（一般型 C）は，300 万円まで

極度額を設定できるが，極度額に関わ

らず保証料率は一律 1.9％となってお

り，気軽に利用できる商品設計となっ

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。
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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，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．個人情報保護法は，個人の権利と利益を

保護することを目的として定められた法律

であり，個人情報の取得，利用につき悪意

を持って法令違反をした者に対して罰則等

処分の対象としている。

ｂ．JA 職員の A 君は，知り合いの社長が好

意で貸してくれた社員名簿を使って，社員

に向けてローン商品の DM を送ろうと思っ

ているが，社長は社員から「社長の判断で

自由に使ってよい」との同意を得ているた

め，不適正な取得にはあたらず，住宅ロー

ンの借換えや貯金などの案内にも名簿を利

用することができる。

ｃ．個人情報とは「生存する個人に関する情

報」とされているが，死亡した人の情報で

あっても，その人の貯金が相続の対象となっ

ているなど生存者の情報と関連するときは

個人情報保護法の対象となる。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　50％

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。この場

合，故意であるか過失であるかは関係

なく，悪意がなくても義務に違反した

場合は処分の対象となる。したがって，

a は誤りである。

②　社員名簿に記載された個人情報は，

社長のお墨付きがあっても社員が同意

していなければ不適正な取得・使用と

なるが，社員の同意を取り付ける場合

であっても，目的を特定しなければ

ならない。したがって，b は誤りであ 

る。

③　個人情報は「生存する個人に関する

情報」とされており，死亡した人の情

報まで含むものではない。ただし，お

客様の貯金が相続の対象となっている

ケースのように，この情報が生存する

個人（相続人）に関する情報と深い関

連を持ち，その個人を特定できるよう

な場合は，死亡した人に関する情報で

あっても個人情報保護法の対象となる。

したがって，c は正しい。

　　以上のことから，誤っているものは

2 つで，⑵が本問の正解である。

守 秘 義 務

問　45　守秘義務について，正しいものを	

1 つ選びなさい。

⑴　預金取引やローン取引の内容を他人に漏

らすことは守秘義務違反となるが，同じ家

族の一人に漏らしても守秘義務違反とはな

らない。

⑵　会社の資産や事業計画は守秘義務の対象

となるが，資本金は対象外である。

⑶　個人情報が入ったデータを自宅に持ち帰
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り仕事をする場合は，途中で寄り道するこ

となく，帰宅することが望ましい。

	 正解率　88％

正解　⑵	

　解　説

①　金融機関の役職員は，取引およびこ

れに関連して知り得た取引先の情報を，

正当な理由なく第三者に漏らしてはな

らないという厳格な守秘義務を負って

いるが，この「第三者」とは，本人お

よび金融機関以外の者を指し，家族の

者も第三者に含まれる。金融機関が自

宅に電話して取引に関する話をする場

合も，必ずお客様本人であることを確

認することが前提となっている。した

がって，⑴は誤りである。

②　守秘義務の対象となる情報の範囲は

広く，貯金残高，融資残高だけでなく，

取引先の資産状況や設備，技術，事業

計画など経営上の秘密や，金融機関内

部の取引先の評価・格付け，貸出稟議

書なども含まれる。ただし，資本金や

所在地など公表されている情報は，こ

の中に含まれない。したがって，⑵は

正しく，これが本問の正解である。

③　個人情報の管理には十分な注意が必

要で，お客様から預かったかけがえの

ない宝物を扱うぐらいの慎重さが求め

られる。職場の環境づくりも重要で，

机の上の整理整頓，キャビネットの施

錠の励行などを徹底すべきである。顧

客情報のデータを外部に持ち出すこと

はもってのほかで，自宅に持ち帰るこ

とは寄り道をするしないにかかわらず，

それ自体コンプライアンス違反と心得

たい。したがって，⑶は誤りである。

住宅ローンに関するコンプライアンス

問　46　住宅ローンに関するコンプライアン

スについて，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　融資応諾が微妙と思われる申込者に対し，

「団体信用生命共済の加入に際しては，本契

約とは別に入院特約や三大疾病保障特約を

付加した方が審査に通りやすい」と述べる

ことは説明貢任ではないが，アドバイスと

しては適切である。

⑶　住宅ローンに関する説明責任は，契約書

を取り交わした時点で免除されるわけでは

なく，ローン取引開始後にも存在する。

	 正解率　93％

正解　⑶	

　解　説

①　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　取引開始に際し，他の取引ニーズも

打診し，複数取引につなげる努力は必

要とされるが，過度の勧誘は控えなけ

ればならない。JA カードや自動車共済，
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こども共済などについて，この利用や

加入を強調し，あたかもこの加入が融

資条件の 1 つであるかのように説明す

ることは厳禁である。

　　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」に該当する恐れもある。

団体信用生命共済の加入は債権保全上

当然の条件であるが，特約付加があた

かも融資条件の 1 つであるかのように

伝えるのは，優越的地位の濫用に該当

する行為となる。したがって，⑵は誤

りである。

③　説明責任は契約書を取り交わして終

了するわけではない。契約書を差し入

れてもらった後は，この控えを手渡し

て内容を確認してもらう必要がある。

ローン実行後もお客様に不安や疑問が

残らないよう対応することが肝要で，

担保物件に火災が発生した場合や団体

信用生命共済の共済金が給付される事

態が生じた場合，あるいは借入後に契約

内容に疑問が生じた場合などには，照会

窓口に問い合わせていただくよう申し

添えることが大切である。したがって，

⑶は正しく，これが本問の正解である。

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．固定金利適用の特約期間は 3 年，5 年，

10 年等から選択することができるが，いっ

たん選択した場合，特約期間中に途中で他

の金利タイプヘの変更はできない。

ｂ．固定金利適用の特約期間終了後は，お客

様の申し出により固定金利型，変動金利型

を選択することができるが，申し出がない

場合は自動的に変動金利型に移行される。

ｃ．固定金利の特約期間終了後に再度固定金

利を選択した場合は取扱手数料が必要とな

るが，変動金利を選択した場合にはこの取

扱手数料は不要である。

⑴　1 つ

⑵　2 つ

⑶　3 つ

	 正解率　33％

正解　⑶	

　解　説

①　固定変動選択型は，一定の特約期間

（年単位）に固定金利が適用される住宅

ローンである。JA 住宅ローンの場合は

3 年，5 年，10 年の 3 つの特約期間が

用意されているが，いったん選択した

場合，特約期間終了まで金利タイプの

変更はできない。したがって，a は正

しい。

②　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，この申し出がな

い場合には自動的に変動金利型に移行

する。したがって，b は正しい。

③　住宅ローン利用時にかかる取扱手数

料は，固定金利を選択する場合に必要

となるもので，変動金利を選択する場

合は必要ない。したがって，c は正しい。

　　以上のことから，正しいものは 3 つ

で，⑶が本問の正解である。
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保 証 契 約

問　48　保証契約について，正しいものを 1

つ選びなさい。

⑴　保証の形態には連帯保証と普通保証とが

あるが，JA バンクローンにおいて保証機関

が行う保証は普通保証である。

⑵　JA バンクローンはすべて保証機関が保証

を行うため，通常，保証人は必要ないが，

JA 住宅ローンで親子リレー返済を利用する

場合は子供を保証人として徴求する。

⑶　JA 住宅ローンにおいて保証機関が代位弁

済を行った場合，JA が取得していた第 1 順

位の抵当権は保証会社に移される。

	 正解率　58％

正解　⑶	

　解　説

①　保証には連帯保証と普通保証とがあ

り，普通保証には，「借入者に対する請

求をまず優先せよ」という抗弁が可能

である（催告の抗弁権）。また，「借入

者の全財産を調査して，その財産処分

での返済を先にせよ」という抗弁も可

能である（検索の抗弁権）。

　　これに対し，連帯保証は借入者と同

等の立場で返済義務を負うため，上記

の抗弁権は認められない。金融機関の

立場から見ると，債務不履行が生じた

場合，借入者と連帯保証人双方に対し

て同時に債務の履行請求ができること

になる。このため，金融機関が求める

保証は原則としてすべて連帯保証であ

る。したがって，⑴は誤りである。

②　親子リレー返済を利用する場合，子

供は保証人ではなく連帯債務者となる。

したがって，⑵は誤りである。

③　保証人が代位弁済を行った場合，保

証人は債権者との関係では「自分の債

務」（保証債務）を弁済することになる

が，借入者との関係では「他人の債務」

を弁済することになるため，当然，代

位の利益がある。保証機関により住宅

ローンの代位弁済が行われたときは，

JA が取得している債権証書や担保物件

は JA から保証機関に引き渡され，第

1 順位の抵当権を取得する。代位弁済

を行った保証機関は借入者に対し求償

権を行使し，万一の場合は抵当権を実

行して債権の満足を得る。したがって，

⑶は正しく，これが本問の正解である。

国 家 資 格 の 業 法 違 反

問　49　国家資格の業法違反について，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　A さんは，住宅ローンの借換えに際し，

抵当権の設定・抹消手続きを司法書士に依

頼せず自分で行おうと思っているが，司法

書士の資格を持たない A さんが行ったこの

行為は司法書士の業法に抵触する。

⑵　弁護士でない JA の職員が，お客様の求

めに応じ事件性の高い法律問題に介入し，

重大な意思決定のアドバイスをした場合，

たとえ無料で行った行為であっても弁護士

法に抵触する。

⑶　税理士資格を持たない者がお客様の税務

書類の作成を代行することは禁止されてい

るが，確定申告書の作成に際し，医療費

控除や住宅ローン控除などの申告方法をア

ドバイスすることまでは禁止されていな 

い。
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	 正解率　67％

正解　⑴	

　解　説

①　法律事務を行うためには専門的な知

識が求められ，そのために高いハード

ルを課した国家資格の取得が必要とさ

れる。ただし，この資格は他人のため

に業として行う場合に必要となるもの

であり，自分のために法律事務を行う

場合は資格の有無を問われることはな

い。抵当権の設定・抹消手続きは司法

書士の専門事務だが，これを司法書士

の資格のない者が自分のために行った

としても業法違反には該当しない。し

たがって，⑴は誤りで，これが本問の

正解である。

②　弁護士法 72 条では，弁護士でない者

がでない者が報酬を得る目的で業とし

て法律事務を取り扱うことを禁止して

いる。この場合，たとえ報酬を受け取

らず 1 回限りのものであっても，営業

活動の一環として行われている以上は，

業として取り扱っていることとみなさ

れ，事件性の高い法律問題に介入し重

大な意思決定のアドバイスをすること

は，業法違反に該当する。したがって，

⑵は正しい。

③　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，医療費控除や住宅ローン控除

などの申告方法をアドバイスしたり，

一般的な解説は業法違反にはあたらな

い。したがって，⑶は正しい。

ロ ー ン 業 務 の 妥 当 性

問　50　ローン業務の妥当性について，誤っ

ているものを 1つ選びなさい。

⑴　融資の約束をした直後にお客様が手形の

不渡りを発生させたという場合でも，融資

の約束をした以上，この融資を白紙に戻す

ことは債務不履行にあたる。

⑵　取引先に反社会的勢力の疑いがある場合，

当座貯金口座の開設のように直接与信取引

につながらない取引であっても，取引開始

をすることはできない。

⑶　会社の代表者から事業資金として 1,000

万円の融資申込みがあったが，700 万円ま

でしか融資に応じられなかったため，フリー

ローンとして代表者個人に 300 万円を融資

することは違反行為に該当する。

	 正解率　84％

正解　⑴	

　解　説

①　融資を約束した後でも，融資実行を

見合わせる合理的な理由に該当すれば，

融資の約束を白紙にすることは可能で

ある。手形の不渡りは著しい信用悪化

を示す事態のため，これを知りながら

融資を実行したとすれば，むしろ背任

行為を問われることにもなる。したがっ

て，⑴は誤りで，これが本問の正解で
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ある。

②　反社会的勢力との接触は，取引内容

に関わらず厳禁とされている。預金口

座を作ることも犯罪収益移転防止法上，

不可である。したがって，⑵は正しい。

③　実態的には同一人物であるにもかか

わらず，名義を分散することで，形式

上あたかも複数の相手に融資を行った

かのような方法をとる融資は，違反行

為に該当する。融資判断にあたっては，

相手の返済能力に応じて融資の可否，

融資金額の多寡を決定するが，名義の

分散はこの判断基準をないがしろにす

るものであり，意図的に行っている分，

貸し倒れの危険は大きいと言わざるを

えない。⑶のケースのように，運転資

金の不足分を社長個人へのローンとい

う形をとって補てんする融資は，「名義

分散」の典型的なケースである。した

がって，⑶は正しい。
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