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2級 実技試験
◆

◆

2021年１月24日（日）

13：30～15：00（90分）

１．受検する種目の問題用紙と解答用紙が正しく配付されているかどうかを確認し、
誤った用紙が配付されている場合は挙手してください。「問題用紙左上部の種目
の略称」と「解答用紙左上部の種目の略称」の一致を確認してください。

２．本試験の出題形式は、四答択一式５題（25問）です。
３．筆記用具、計算機（プログラム電卓等を除く）の持込みが認められています。
４．試験問題については、特に指示のない限り、2020年10月１日現在施行の法令等
に基づいて解答してください。

５．試験時間中は、乱丁・落丁、印刷不鮮明に関する質問以外はお受けできません。
６．不正行為があったときは、すべての解答が無効になります。
７．解答用紙の注意事項を必ずお読みください。
８．その他、試験監督者の指示に従ってください。
《退席時の注意事項》▲

試験開始後60分経過した時点で退出できます。退出をする場合には、試験監督者
に解答用紙を必ず手渡してください。問題用紙はお持ち帰りください。▲

試験終了時間10分前からは退出できません。試験終了後、試験監督者が解答用紙
を回収しますので、着席したままお待ちください。

★　注　意　★

2020年度　１月実施

実 施 日

試験時間

金窓

金融窓口サービス技能検定

2級 実技

厚生労働大臣指定試験機関　一般社団法人 金融財政事情研究会
〒160-8529　東京都新宿区荒木町2-3　TEL 03-3358-0771

○この試験の模範解答は、本日午後５時 30分以降、 当会のホームページに掲載します。
　（http://www2.kinzai.or.jp/answer/） 
※当会トップページからのリンクは混雑のためつながりにくくなります。上記のURLに直接アクセスしてください。
○３月５日（予定）に合否通知書を発送します（到着までに１週間程度を要することがあります）。
　また、 当会のホームページ（https://kentei.kinzai.or.jp/announce/） 、 またはスマートフォン向けページ
　（https://kentei.kinzai.or.jp/announcem/）で、受検番号の入力により合否を確認できます。

無断転載・複製禁止
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 解答にあたっての注意  
  
１. 試験問題については、特に指示のない限り、2020年10月１日現在施

行の法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災

者等に対する各種特例等については考慮しないものとします。 

２. 問題は、【第１問】から【第５問】まであります。 

３. 各問の問題番号は通し番号となっており、《問１》から《問25》まで

となっています。 

４. 解答は、解答用紙に記入してください。 

５. 問題文中の法律名等については、以下のような略称を用いています。 

・一般ＮＩＳＡ＝非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置 

・ジュニアＮＩＳＡ＝未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所

得及び譲渡所得等の非課税措置 

・つみたてＮＩＳＡ＝非課税累積投資契約に係る非課税措置 

・ＮＩＳＡ＝非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡

所得等の非課税措置 

・番号法＝行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律 

・犯罪収益移転防止法＝犯罪による収益の移転防止に関する法律 

６.「金融商品取引法上」という表現は、同法のほか、関連する政令・内

閣府令等を含みます。他の法律についても同様です。 

７. 問題文中の「キンザイ銀行」は、外国銀行支店ではなく、金融商品

取引法上の「登録金融機関」となっているものとします。 

８. 問題文中の「一般投資家」は、金融商品取引法上の「特定投資家」

以外の投資家をいいます。 

 
 



 －2－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

【第１問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問１》～《問５》）に答えなさい。 

 《設 例》  
  

キンザイ銀行緑町支店では、顧客から相続に関する窓口相談が増えていることから、

相続セミナーを開催することとなった。 

2020年11月に緑町支店で開催した相続セミナーでは、講師Ｔから下記の【親族関係

図】を使用しながら、相続全般についての話がなされた。 

 

【親族関係図】 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

《問１》 Ｔは設例の【親族関係図】をもとに、被相続人Ａの相続人の範囲と各相続人の法定

相続分について説明した。下記の文章の空欄㋐～㋓に入る語句等の組合せとして、次

のうち最も適切なものはどれか。 
 

本来、Ａさまの相続人となるのは、Ｂさま、Ｃさま、Ｄさま、Ｅさまとなります。

しかし、ＣさまはＡさまの相続開始前に亡くなっておられますので、Ｃさまに代わっ

て（ ㋐ ）が相続人となります。その場合の各相続人の法定相続分は、Ｂさまが

（ ㋑ ）、ＤさまとＥさまが各（ ㋒ ）、（ ㋓ ）となります。 
  

 

１．㋐Ｆさま、Ｉさま、Ｊさま   ㋑２分の１   ㋒６分の１ 

  ㋓Ｆさまが12分の１、ＩさまとＪさまが各24分の１ 

２．㋐ＩさまとＪさま       ㋑３分の１   ㋒９分の２ 

  ㋓ＩさまとＪさまが各９分の１ 

３．㋐Ｆさま、Ｉさま、Ｊさま   ㋑３分の１   ㋒９分の２ 

  ㋓Ｆさま、Ｉさま、Ｊさまが各27分の２ 

４．㋐ＩさまとＪさま       ㋑２分の１   ㋒６分の１ 

  ㋓ＩさまとＪさまが各12分の１ 

 

被相続人Ａ Ｂ 

Ｆ Ｃ 

（既に死亡） 

Ｄ Ｇ 

Ｉ Ｊ 

Ｅ Ｈ 



 －3－ 〈2021.1 ２級・実技〉 

《問２》 近年、顧客から遺言書についての質問が多いことから、Ｔは、遺言書について説明

した。Ｔの説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．「自筆証書遺言を作成する場合、原則として、遺言書の全文、日付および氏名を遺言

者自身が自書したうえで、押印する必要があります」 

２．「自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録については、遺言者以

外の者による代筆が認められていますが、当該財産目録を添付する際には、その毎葉

（両面に記載がある場合はその両面）に遺言者が署名・押印する必要があります」 

３．「公正証書遺言とは、証人２人以上の立会いのうえ、原則として遺言者が口授した遺

言内容をもとに公証人が作成する公正証書で、証人となれるのは遺言者の四親等内の

親族または公証人に限られています」 

４．「自宅等で自筆証書遺言を保管している者は、相続の開始があったことを知った後、

遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります」 

 

《問３》 Ｔは設例の【親族関係図】をもとに、被相続人Ａが全財産をＤに相続させる旨の遺

言書を作成したと仮定した場合の遺留分について説明した。Ｔの説明として、次のう

ち最も適切なものはどれか。なお、相続人のなかに生前贈与を受けた者はおらず、相

続放棄等については考慮しないものとする。 

１．「相続人に直系尊属はいないため、相続財産に占める遺留分割合は３分の１となりま

す」 

２．「Ｅさまの遺留分は、Ａさまの相続財産の12分の１となります」 

３．「Ｉさまは、遺留分侵害額請求権を行使することはできません」 

４．「遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する内容の遺言があったこ

とを知った時から10カ月以内に行使しない場合、時効により消滅します」 

 

《問４》 Ｔは、共同相続人間で遺産分割協議を行う場合について説明した。Ｔの説明として、

次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．「共同相続人は、被相続人が遺言で遺産分割を禁じた場合を除いて、いつでも遺産の

全部または一部について、遺産分割協議を行うことができます」 

２．「遺産分割協議を行う際に、共同相続人のなかに行方不明者がいる場合、その行方不

明者の法定相続分に相当する財産を留保しておけば、他の共同相続人間で遺産分割協

議を行うことができます」 

３．「遺産分割協議が調わなかった場合や、協議ができなかった場合、共同相続人は単独

で家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます」 

４．「遺産分割協議が調い、遺産分割協議書を作成する場合、各相続人が遺産分割協議書

に署名し、一般に、実印で押印します」 

 



 －4－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問５》 相続税に関するＴの説明として、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．「相続税の申告書は、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１

年以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出する必要があります」 

２．「相続税に係る基礎控除額は、「3,000万円＋500万円×法定相続人の数」の算式で算

出され、代襲相続人も法定相続人の数に含まれます」 

３．「所得税の確定申告が必要な者が亡くなった場合、相続人が受け取る相続財産に相続

税が課税されることで被相続人の課税関係が終了するため、相続人が当該被相続人の

死亡した年分の確定申告を行う必要はありません」 

４．「相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡

くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価

額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額をもとに計算した相続税

額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します」 

 



 －5－ 〈2021.1 ２級・実技〉 

【第２問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問６》～《問10》）に答えなさい。 

 《設 例》  
  

キンザイ銀行緑町支店に個人顧客Ａ（40歳、会社員）が来店し、資産運用相談担当

者Ｓが対応することとなった。Ａは、現在まで、緑町支店とは預金取引のみで、投資

信託等のいわゆる資産運用商品を購入した経験がなかったが、新聞などの報道を見て、

長期的な資産形成の必要性を感じるようになったとのことである。 

Ｓは、Ａの長期的な資産形成に役立てるために、投資信託について説明するととも

に、国内公募株式投資信託の購入を提案することにした。 

 

※Ａは一般ＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡを利用していない。 

※Ａは一般投資家であるものとする。 

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 

 

《問６》 Ｓは、Ａに、投資信託の種類・分類について説明した。Ｓの説明として、次のうち

最も不適切なものはどれか。 

１．「投資信託は、運用期間中に解約・換金ができないクローズドエンド型と解約・換金

ができるオープンエンド型に分類されます」 

２．「パッシブ型の投資信託は、アクティブ型の投資信託よりも、運用管理費用（信託報

酬）が低くなる傾向にあります」 

３．「日経平均株価（日経225）を対象インデックスとするインデックス型の投資信託は、

日経平均株価が200円上昇すると、基準価額も200円上昇するように構成・運用されて

います」 

４．「当初募集期間にのみ購入可能な投資信託を単位型投資信託といい、当初募集期間ま

たは運用期間中であるかを問わず、いつでも購入可能な投資信託を追加型投資信託と

いいます」 

 



 －6－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問７》 Ｓは、Ａに、投資信託の費用・手数料について説明した。Ｓの説明として、次のう

ち最も不適切なものはどれか。 

１．「購入時手数料は、投資信託を購入する際に販売会社に支払う手数料で、手数料率の

上限は、投資信託の目論見書に記載されています」 

２．「運用管理費用（信託報酬）は、通常、目論見書に年率で記載されており、投資信託

の保有期間中に投資信託の保有額に応じて年に１回計算され、信託財産から差し引か

れます」 

３．「監査報酬は、投資信託の会計処理が公正に行われているか監査するための費用で、

投資信託ごとに行われる監査に必要な費用として公認会計士や監査法人に支払う報酬

が、信託財産から支払われます」 

４．「信託財産留保額は、信託期間の途中に投資信託を解約する場合、運用の安定性を保

ちながら、長期に投資信託を保有する投資者との公平性を確保するためにかかる費用

で、換金代金から控除されます」 

 

《問８》 ＳがＡに交付する目論見書について、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．目論見書は投資信託の運用会社において作成され、原則として、販売会社を通じて

投資者に交付される。 

２．目論見書の交付義務に違反した場合、その行為は刑事罰や課徴金の対象となるだけ

ではなく、違反により投資信託の購入者に生じた損害の賠償責任を負う可能性がある。 

３． 交付目論見書は投資信託説明書ともいわれ、「ファンドの目的・特色、投資リスク、

運用実績、手続・手数料」等が記載されており、これらの記載項目や記載順序はすべ

て規則等で定められている。 

４．交付目論見書に記載のある「分配金の推移」は、最低直近の３計算期間の分配の推

移がグラフ形式で記載され、当該分配金のデータは税引後の数字である旨が注記され

ている。 

 



 －7－ 〈2021.1 ２級・実技〉 

《問９》 Ｓの説明を受けて、Ａは、国内公募株式投資信託の購入を検討している。下記の【条

件】において、当該投資信託を購入した場合の買付口数として、次のうち最も適切な

ものはどれか。なお、計算結果において端数が生じる場合には、１口未満を切捨てと

し、その他の条件については考慮しないものとする。 
 

【条件】 

・購入時基準価額：12,000円（１万口当たり） 

・購入時手数料：購入価額の3.3％（税込） 

・運用管理費用（信託報酬）：1.65％（税込） 

・信託財産留保額：基準価額の0.55％ 

・購入金額：1,000,000円 
  

 

１．794,029口 

２．802,440口 

３．806,711口 

４．809,062口  

 

《問10》 Ｓは、Ａに、投資信託の購入後に送付される取引残高報告書およびトータルリター

ン通知制度について説明した。Ｓの説明として、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．「取引残高報告書は、取引があった場合に、原則として、四半期に１回の頻度で交付

されます。取引がなかった場合でも預り残高があれば、１年に１回以上の頻度で交付

されます」 

２．「トータルリターン通知制度により、販売会社は投資者に対して年２回以上トータル

リターンを通知することが義務付けられています」 

３．「トータルリターンは、「評価金額＋累計受取分配金額＋累計買付金額－累計売付金

額」の算式で計算され、累計買付金額には累積投資口の再投資分が含まれます」 

４．「トータルリターンの通知は、書面の交付によることとされており、メール等の電磁

的方法で交付することはできません」 

 



 －8－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

【第３問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問11》～《問15》）に答えなさい。 

 《設 例》  
  

2020年10月、キンザイ銀行緑町支店に個人顧客Ａが来店し、資産運用相談担当者Ｓ

が対応することとなった。 

Ａは、数年前に緑町支店に総合口座を開設して利用している。今回、将来に備えて

資産形成を始めようと考え、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡを利用した資

産運用について相談したいとのことである。 

日頃の取引を通じて、Ｓが把握しているＡに関する情報は下記のとおりである。 

 

＜Ａの属性・家族の情報など＞ 

・職業  ：会社員（35歳、大手ＩＴ企業勤務） 

・家族構成：妻（33歳、専業主婦）、長女（５歳）、長男（３歳） 

 

＜Ａと緑町支店との取引状況＞ 

・普通預金（給与日前日の平均残高）：約100万円 

・定期預金（円貨）：約300万円 

 

＜Ａの資産形成についての考え方や将来における希望＞ 

・貯蓄・投資により計画的に子の教育資金を準備するため、ジュニアＮＩＳＡを制

度の終了前に利用したいと考えている。 

・老後に備えた中長期的な資産形成の必要性を感じている。 

 

※Ａは一般投資家であるものとする。 

※本問において、ジュニアＮＩＳＡの非課税口座を「ジュニアＮＩＳＡ口座」とい

い、ＮＩＳＡ口座内に設定される非課税管理勘定を「一般ＮＩＳＡ勘定」、累積

非課税勘定を「つみたてＮＩＳＡ勘定」という。 

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 

 



 －9－ 〈2021.1 ２級・実技〉 

《問11》 Ｓは、ＡからジュニアＮＩＳＡの利用について質問を受けた。Ｓの説明として、次

のうち最も不適切なものはどれか。 

１．「ジュニアＮＩＳＡ口座を開設することができるのは、日本国内に居住し、口座を開

設する年の１月１日時点で20歳未満の者または、その年に生まれた者です」 

２．「ジュニアＮＩＳＡ口座を開設する金融機関は、年分ごとに変更することはできませ

ん」 

３．「ジュニアＮＩＳＡ口座の非課税管理勘定における投資上限額は、新規投資額で年間

80万円です」 

４．「ジュニアＮＩＳＡ口座で運用される資金の出し手の範囲は、口座開設者本人の二親

等以内の親族に限られています」 

 

《問12》 ジュニアＮＩＳＡ口座からの払出しおよび非課税期間終了時の取扱いに関する下記

の文章の空欄㋐～㋒に入る語句等の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 
 

ジュニアＮＩＳＡ口座は払出しに制限があり、原則として、口座開設者が３月31日

時点で18歳である年の前年12月31日まで非課税で払い出すことはできない。また、ジュ

ニアＮＩＳＡ口座の非課税管理勘定で買付けができるのは（ ㋐ ）年末までのため、

2019年から（㋐）年の間に買い付けた金融商品については、各年の非課税期間（（ ㋑ ）

年間）の終了時に、（ ㋒ ）に移管することにより、所定の年齢まで引き続き非課

税で保有することができる。 
  

 

１．㋐2023   ㋑５   ㋒継続管理勘定 

２．㋐2023   ㋑10   ㋒一般口座 

３．㋐2024   ㋑５   ㋒一般口座 

４．㋐2024   ㋑10   ㋒継続管理勘定 

 



 －10－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問13》 Ｓは、ＡからつみたてＮＩＳＡについて質問を受けた。Ｓの説明として、次のうち

最も適切なものはどれか。 

１．「つみたてＮＩＳＡ勘定で保有している金融商品の譲渡益等と、特定口座や一般口座

における金融商品の譲渡損失とを損益通算した結果、その年の損失を控除しきれない

場合、翌年以降３年間にわたり繰越控除を行うことができます」 

２．「つみたてＮＩＳＡ勘定の非課税期間終了時に、翌年の非課税投資枠を利用してロー

ルオーバーを行うか、特定口座または一般口座に移管するかを選択することができま

す」 

３．「つみたてＮＩＳＡで購入可能な公募株式投資信託は、運用管理費用（信託報酬）が

一定水準以下かつ毎月分配型ではなく、購入時手数料がノーロード（無料）等の要件

を満たす商品に限られています」 

４．「ＥＴＦ（上場投資信託）、国債、公社債は、つみたてＮＩＳＡの購入対象商品とは

なりません」 

 

《問14》 Ｓは、Ａに、つみたてＮＩＳＡを利用して定時・定額投資した場合、ドル・コスト

平均法の効果（平均取得単価の引下げ）があることを説明した。下記の【条件】にお

いて、定時・定額投資と定時・定口数投資との平均取得単価（１万口当たり）の差と

して、次のうち最も適切なものはどれか。なお、手数料等は考慮しないものとし、計

算過程において端数が生じる場合には、１口未満は切捨てとし、円未満も切捨てとす

る。 
 

【条件】 

 １回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 

購入時基準価額 

（１万口当たり） 
10,000円 9,000円 11,000円 8,000円 9,500円 

定時・定額投資 

（10万円ずつ買付） 
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

定時・定口数投資 

（10万口ずつ買付） 
10万口 10万口 10万口 10万口 10万口 

 

１． 95円 

２．107円 

３．121円 

４．234円 

 



 －11－ 〈2021.1 ２級・実技〉 

《問15》 ＮＩＳＡ口座の開設時等に金融機関が顧客から届出を受ける必要があるマイナンバー

（個人番号）について、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．預金口座開設時等に犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を行っていれば、ＮＩ

ＳＡ口座開設のために顧客からマイナンバーの届出を受ける際に、改めて番号法に基

づく本人確認を行う必要はない。 

２．ジュニアＮＩＳＡ口座を開設する際には、口座開設者本人のマイナンバーと併せて

運用管理者のマイナンバーの届出を受ける必要がある。 

３．未成年者にはマイナンバーカードが交付されないため、未成年者のマイナンバーは

マイナンバーの記載された住民票の写し等で確認する必要がある。 

４．同一金融機関内で、つみたてＮＩＳＡ勘定から一般ＮＩＳＡ勘定に勘定変更を行う

場合、改めてマイナンバーの届出を受ける必要はない。 

 



 －12－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

【第４問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問16》～《問20》）に答えなさい。 

 《設 例》  
  

キンザイ銀行緑町支店に個人顧客Ａ（36歳、男性、会社員）が来店し、資産運用相

談担当者Ｓ（生命保険募集人の資格を有している）が対応することとなった。Ａは、

友人に勧められ終身保険に興味を持ったことから保険加入を検討している。下記は、

ＡとＳの会話の一部である。 

 

Ｓ：まずはＡさまのご意向等をお伺いしたいと思いますので、こちらの①意向把握ア

ンケートと勤務先確認シートにご記入ください。 

～Ａは意向把握アンケートと勤務先確認シートに記入した～ 

Ｓ：Ａさまのご意向といたしましては、Ａさまに万一のことが起きた場合の保障を得

たいということと、老後の生活資金を準備されたいということですね。 

Ａ：そうですね。万一の場合、家族が今後の生活に困らないための保障は必要だと考

えています。 

Ｓ：ご興味をお持ちの終身保険は、死亡保障が一生涯続く保険ですが、貯蓄性が高く

将来の資金準備にも適しており、Ａさまのご意向に沿っているものと思います。

それでは、当行で取り扱う終身保険についてご説明します。 

～Ｓはパンフレットを提示し、Ａに適合する終身保険について選別理由とともに説明した～ 

Ａ： なるほど、終身保険の保険金を年金として受け取ることができるのはよいですね。

ところで、パンフレットに②さまざまな特約を付加することができると記載があ

りますが、その点についても教えていただけますか。 

～Ｓは終身保険に付加することができる特約について説明した～ 

Ａ：商品内容についてよくわかりました。それでは見積りを作っていただけますか。 

Ｓ：かしこまりました。少々お待ちください。 

～Ｓは保険設計書を作成し、Ａに交付して説明した～ 

Ｓ：保険設計書の内容とあわせて、③特に重要なお知らせ（契約概要、注意喚起情報

等）をご確認ください。 

Ａ：わかりました。持ち帰って家族と相談してみます。 

Ｓ：よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

 

※Ａは一般投資家であり、非公開金融情報の保険募集への利用についてＡから書面で

事前同意を得ているものとする。また、Ａの勤務先はキンザイ銀行の事業性資金の

融資先には該当しない。 

※キンザイ銀行は、複数の生命保険会社と代理店契約を締結している。 

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 

 



 －13－ 〈2021.1 ２級・実技〉 

《問16》 下線部①に関し、銀行窓口で生命保険募集人が保険募集を行う際の留意点について、

保険業法等に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．保険料の支払方法にかかわらず、終身保険を自行の事業性資金の融資先、かつ常時

使用する従業員が50人以下の企業の役員（代表者を除く）および従業員に対して、保

険募集手数料等の報酬を得て保険募集を行うことは禁止されている。 

２．保険募集の制限先規制に該当する顧客から保険申込みを受けた場合、引受保険会社

から保険募集手数料等の報酬を受け取ることはできないが、顧客と引受保険会社との

契約自体は有効に成立する。 

３．顧客が具体的な保険商品への加入希望を表明した場合でも、意向把握を省略するこ

とは認められず、顧客が自身で希望した保険商品の内容、特性等を十分に理解したう

えでの意向であるかという点に留意して保険募集を行う必要がある。 

４．保険募集時に顧客に対して保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約束す

ることは、実際に当該利益の提供を行わなかったとしても禁止規定に抵触する。 

 

《問17》 下線部②に関し、生命保険に付加することができる特約の一般的な特徴について、

次のうち最も不適切なものはどれか。 

１． 特定疾病保障特約とは、がん（悪性新生物）、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状

態になった場合、生前に特定疾病保険金が支払われる特約で、保険金が支払われた時

点で当該特約は消滅する。 

２．収入保障特約とは、保障期間中に被保険者が死亡または高度障害になった場合、保

険金を年金形式で分割して受け取ることができる特約で、受け取ることができる年金

の回数があらかじめ決まっているものと、契約時に定めた期間まで年金を受け取るこ

とができるものがある。 

３．先進医療特約の対象となる先進医療は、特約を付加した時点において厚生労働大臣

が承認しているものに限られている。 

４． リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命６カ月以内と診断された場合、3,000

万円を上限に死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約で、リ

ビング・ニーズ特約の保険料は、被保険者の性別や年齢、あるいは保険金額にかかわ

らず無料である。 

 



 －14－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問18》 下線部③に関し、Ｓは保険業法上のクーリング・オフについて説明した。Ｓの説明

として、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．「保険期間が１年以下の保険契約は、クーリング・オフの対象となりません」 

２．「クーリング・オフを行うことができる期間は、クーリング・オフに関する事項が記

載された書面を受け取った日、または保険契約の申込日のいずれか遅い日から起算し

て８日以内になります」 

３．「クーリング・オフに関する書面は、所定の期間内に募集を行った保険代理店宛に郵

送していただく必要があります」 

４．「保険契約の締結にあたって保険会社が指定した医師による診査が終了している場合

や、法人を契約者とする場合、クーリング・オフの対象となりません」 

 

《問19》 下線部③に関し、特に重要なお知らせ（契約概要、注意喚起情報等）に記載のある

死亡保険金等の受取方法と税金について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、

本問においては、Ａが終身保険（毎月平準払い）を契約したものとする。 

１．保険契約者（＝保険料負担者）と被保険者がＡ、死亡保険金受取人が妻Ｂの保険契

約の場合、Ａが一時金として受け取る解約返戻金は、雑所得として課税対象となる。 

２．保険契約者（＝保険料負担者）と被保険者がＡ、死亡保険金受取人が妻Ｂの保険契

約の場合、Ｂが一時金として受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となるが、「500

万円×法定相続人の数」の算式で算出した金額を限度として、死亡保険金の非課税金

額の規定の適用を受けることができる。 

３．保険契約者（＝保険料負担者）がＡ、被保険者が妻Ｂ、死亡保険金受取人が子Ｃの

保険契約の場合、Ｃが一時金として受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる

が、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることはできない。 

４．保険契約者（＝保険料負担者）と死亡保険金受取人がＡ、被保険者が妻Ｂの保険契

約の場合、Ａが一時金として受け取る死亡保険金は、配当所得として課税対象となる。 

 



 －15－ 〈2021.1 ２級・実技〉 

《問20》 生命保険料控除の適用について説明した下記の文章の空欄㋐、㋑に入る数字の組合

せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 
 

生命保険料控除は、2012年１月１日以後に締結した契約（新契約）とそれ以前に締

結した契約（旧契約）で分かれており、新契約については一般の生命保険料控除、個

人年金保険料控除、介護医療保険料控除に分類された。新契約において各保険料控除

の適用要件を満たしている場合、それぞれの支払保険料に応じた所得控除（所得税に

ついては最高（ ㋐ ）万円、住民税については最高（ ㋑ ）万円まで）を受ける

ことができる。ただし、住民税の合計適用限度額は７万円となっている。 
  

 

１．㋐４   ㋑2.8 

２．㋐４   ㋑3.5 

３．㋐５   ㋑2.8 

４．㋐５   ㋑3.5 

 



 －16－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

【第５問】 次の設例に基づいて、下記の各問（《問21》～《問25》）に答えなさい。 

 《設 例》  
  

キンザイ銀行緑町支店では、個人顧客への適切なコンサルティングが今後の主要課

題と考え、コンサルティング技能の向上のための勉強会を開催することとなった。 

今回の勉強会のテーマは年金制度であり、先輩テラーＴを講師として、後輩テラー

ＡとＢが参加した。下記は勉強会でのＴ、ＡおよびＢの会話の一部である。 

 

Ｔ：公的年金は大きく国民年金と厚生年金保険に分類できます。原則として、日本国

内に居住している20歳以上60歳未満の者で、厚生年金保険の被保険者でない者は

国民年金の強制加入被保険者とされます。このうち65歳未満の厚生年金保険の被

保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、原則として国民年金の第

３号被保険者となり、国民年金保険料の納付が不要です。なお、国民年金保険料

の納付が必要な者のうち一定の事情がある者は、①国民年金保険料の免除や納付

の猶予が認められています。 

Ａ：私も先日、お客さまから免除について質問を受けました。 

Ｔ：国民年金保険料の免除や納付の猶予には一定の要件があるので、十分に注意して

ください。また、国民年金の第１号被保険者等であれば、原則として、②付加保

険料または国民年金基金の掛金を納付することができます。 

Ｂ：③老齢基礎年金に付加年金等が上乗せされることで、受給する年金額を増やすこ

とができますね。 

Ａ：なるほど、まずは年金に基礎部分と上乗せ部分があることを理解しなければなり

ませんね。 

Ｔ：そうですね。また、一定の要件を満たした国民年金の第２号被保険者であれば、

65歳から④老齢厚生年金を老齢基礎年金とともに受給することができます。なお、

要件を満たした一定の年齢までの者は、⑤特別支給の老齢厚生年金も受給するこ

とができます。 

 

 



 －17－ 〈2021.1 ２級・実技〉 

《問21》 下線部①に関する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．本人の所得が一定額以下の学生については、申請によって在学期間中の国民年金保

険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられており、当該制度の適用を受け

た期間については、15年以内であれば保険料を追納することができる。 

２．2019年４月１日から、国民年金の第１号被保険者は、一定の要件を満たした出産を

対象として、出産予定日または出産日が属する月の前月からの３カ月間（多胎妊娠の

場合を除く）の産前産後期間について、国民年金保険料の納付が猶予されるようになっ

た。 

３．20歳以上60歳未満の者で、本人および配偶者の前年所得（１月から６月に申請した

場合は前々年所得）が一定額以下の場合、本人からの申請に基づいて承認を受けるこ

とで、国民年金保険料の納付が猶予される。 

４． 本人・世帯主および配偶者の前年所得（１月から６月に申請した場合は前々年所得）

が一定額以下であるなど、国民年金保険料の納付が困難な場合、本人からの申請に基

づいて承認を受けることで、国民年金保険料が免除される。 

 

《問22》 下線部②に関する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。 

１． 付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」の算式で算出されるが、物価の変動を

反映する物価スライドが適用されるため、年度により年金額が変動する。 

２．付加保険料を納付することができるのは、国民年金の第１号被保険者および65歳以

上の特例任意加入被保険者を除く任意加入被保険者となっており、付加保険料の納付

は、申込みを行った月の翌月分からとなる。 

３．国民年金基金の掛金は、原則として、その全額が社会保険料控除の対象となる。 

４．国民年金基金は任意加入である付加年金を代行した公的な年金制度であり、国民年

金基金加入後に、途中で任意に脱退することができる。 

 

《問23》 下線部③に関する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．学生納付特例制度によって国民年金保険料の納付が猶予された期間は、老齢基礎年

金の受給資格期間に算入される。 

２．老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行った者が受け取る年金額は、繰上げ支給の請

求月から65歳に達する日の属する月までの月数に0.7％を乗じた金額が生涯にわたって

減額される。 

３．老齢基礎年金は、原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以

上ある場合に65歳から受給することができるが、当該合計が10年に満たなくても、当

該合計に合算対象期間を合算した受給資格期間が10年以上あれば、老齢基礎年金を受

給することができる。 

４．老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行い、減額された老齢基礎年金を受給していた

者が死亡した場合、その妻は寡婦年金を受給することができない。 
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（終） 

〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問24》 下線部④について説明した下記の文章の空欄㋐～㋓に入る語句等の組合せとして、

次のうち最も適切なものはどれか。 
 

老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が厚生年金保険に

（ ㋐ ）以上の加入期間があれば、65歳から受給することができる。さらに、厚生

年金保険の被保険者期間が、原則として（ ㋑ ）年以上ある者が65歳到達時点（ま

たは定額部分支給開始年齢に達した時点）でその者に生計を維持されている配偶者ま

たは子がいるときは（ ㋒ ）が加算される。ただし、（㋒）が加算されるには、配

偶者が（ ㋓ ）歳未満であることが要件の１つとなっている。 
  

 

１．㋐１年    ㋑20   ㋒振替加算    ㋓60 

２．㋐１カ月   ㋑10   ㋒加給年金額   ㋓60 

３．㋐１年    ㋑10   ㋒振替加算    ㋓65 

４．㋐１カ月   ㋑20   ㋒加給年金額   ㋓65 

 

《問25》 下線部⑤について説明した下記の文章の空欄㋐～㋒に入る語句等の組合せとして、

次のうち最も適切なものはどれか。 
 

特別支給の老齢厚生年金の受給要件として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし

ていること、厚生年金保険の被保険者期間（第１号～第４号厚生年金被保険者期間を

含む）が（ ㋐ ）年以上あること、（ ㋑ ）および生年月日に応じて定められて

いる支給開始年齢（加入していた被用者年金制度により異なる）に達していることが

挙げられる。また、特別支給の老齢厚生年金には、繰下げ支給の制度（ ㋒ ）。 
  

 

１．㋐１   ㋑性別       ㋒はない 

２．㋐１   ㋑被保険者期間   ㋒がある 

３．㋐10   ㋑被保険者期間   ㋒はない 

４．㋐10   ㋑性別       ㋒がある 

 



 

（メモ余白） 

 



 

（メモ余白） 

 

 


