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2級 実技試験
◆

◆

2021年５月23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。
《退出時の注意事項》▲

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　★

2021年度　５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。
○６月30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。
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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. 問題文中の制度名については、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 

・金融ＡＤＲ制度＝金融分野における裁判外紛争解決制度 

・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 

６. 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。 

７. 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》  
  

2021年５月、個人事業主のＡ（70歳）は、自身の相続が起きた時のことを考え、キ

ンザイ銀行緑町支店で開催される相続相談会に参加することにした。緑町支店では、

相談会の前に参加者に簡単な質問票を渡しており、Ａもその質問票で、親族関係と大

まかな資産の種類等を回答していた。相談会当日は、その回答をもとに相談業務担当

者ＭがＡを担当することとなった。 

 

【親族関係図】 

 

 

 

 

 

 
 
※Ａの事業をＤに継がせるため、５年前にＡはＤと普通養子縁組を結んでいる。 

Ｉは、ＡとＤの養子縁組前に誕生している。 

 

＜Ａの主な所有財産（相続税評価額）＞ 

１．現預金       ： 2,000万円 

２．自宅 

敷地       ： 6,500万円 

建物       ： 2,500万円 

３．株式・投資信託等  ： 1,000万円 

 

＜Ａが加入している生命保険に関する情報＞ 

保険の種類             ： 終身保険 

契約者（＝保険料負担者）・被保険者  ： Ａ 

死亡保険金受取人          ： Ｄ 

死亡保険金額            ： 700万円 

 

※現時点で生前贈与等を受けている推定相続人はいない。 

※本問において、特別養子縁組以外の縁組による養子を「普通養子」という。 

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 

 

Ａ 

Ｃ Ｆ 

（既に死亡） 

Ｇ Ｈ 

Ｂ 

（既に死亡） 

Ｊ 

Ｅ Ｄ 

（普通養子） 

Ｉ 



 －3－ 〈2021.5 ２級・実技〉 

《問１》 Ｍは、Ａから、「仮に現時点で私が死亡した場合、誰が相続人となり、その法定相

続分はどうなるのですか」との質問を受けた。Ｍの説明として、次のうち最も適切な

ものはどれか。 

１．「Ａさまの相続人はＣさま、Ｄさま、Ｅさま、Ｊさまで、法定相続分はＣさまとＥさ

まが各３分の１、ＤさまとＪさまは各６分の１となります」 

２．「Ａさまの相続人はＣさま、Ｅさま、Ｊさまで、法定相続分は各３分の１となります」 

３．「Ａさまの相続人はＣさま、Ｄさま、Ｅさま、Ｊさまで、法定相続分は各４分の１と

なります」 

４．「Ａさまの相続人はＣさま、Ｄさま、Ｅさま、Ｈさま、Ｊさまで、法定相続分はＣさ

ま、Ｄさま、Ｅさまが各４分の１、ＨさまとＪさまが各８分の１となります」 

 

《問２》 Ｍは、Ａに、普通養子に関する相続について説明した。Ｍの説明として、次のうち

最も不適切なものはどれか。 

１．「普通養子縁組の日から、Ｄさまは、Ａさまの嫡出子の身分を有することとなります」 

２．「ＤさまがＡさまより先に亡くなられた場合、ＩさまはＤさまの代襲相続人とはなり

ません」 

３．「Ｄさまは、Ｄさまの実方のご両親の相続人にもなれます」 

４．「今後仮に、ＡさまがＧさま、Ｉさまと普通養子縁組を結んだ場合、相続税における

遺産に係る基礎控除額を算出する際に、Ｇさま、Ｉさまともに法定相続人の数として

含めることができます」 

 

《問３》 Ｍは、Ａから、遺言書について質問を受けた。Ｍの説明として、次のうち最も不適

切なものはどれか。 

１．「自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書して押印する必要があ

ります。ただし、自筆証書遺言に一体のものとして添付する財産目録は、一定の要件

を満たせば、パソコンや代筆等により作成することができます」 

２．「公正証書遺言を作成する場合、２人以上の証人の立会いが必要となりますが、推定

相続人は証人となることができません」 

３．「公正証書遺言を作成した場合、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはで

きず、改めて公正証書遺言を作成する必要があります」 

４．「自筆証書遺言を法務局（遺言書保管所）に保管する制度があります。この制度を利

用した自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所による検認の手続が不要で

す」 

 



 －4－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問４》 Ｍは、Ａから、全財産をＤに相続させたい旨の意向を受けて、遺留分について説明

した。Ｍの説明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。 
 

遺言によりＤさまに全財産を相続させる際には、他の相続人の遺留分に留意する必

要があります。Ａさまの場合、総体的な遺留分の割合は（ ㋐ ）となります。仮に

遺留分を算定するための財産の価額を１億2,000万円とすると、Ｃさまの遺留分の額

は、（ ㋑ ）万円となります。また、今後Ａさまが相続人に対して生前贈与を行い、

当該贈与が特別受益に該当する場合、原則として、相続開始前（ ㋒ ）年間に贈与

されたものは、遺留分を算定するための財産の価額に算入されます。 
  

 

１．㋐２分の１   ㋑2,000   ㋒３ 

２．㋐２分の１   ㋑1,500   ㋒10 

３．㋐３分の１   ㋑2,000   ㋒３ 

４．㋐３分の１   ㋑1,000   ㋒10 

 

《問５》 Ｍは、Ａに、相続税について説明した。Ｍの説明として、次のうち最も不適切なも

のはどれか。 

１．「Ａさまの相続開始後にＤさまが受け取る死亡保険金は、「500万円×法定相続人の

数」の算式で算出した額を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受け

ることができます」 

２．「被相続人の配偶者または一親等の血族以外の者が相続により財産を取得した場合、

その者の相続税額に当該相続税額の２割に相当する金額が加算されますが、Ｊさまは

代襲相続人のため加算の対象となりません」 

３．「相続人は、Ａさまが亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に、Ａさまの

死亡時における住所地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出する必要があります」 

４．「相続税額が10万円を超え、金銭で一括納付することを困難とする事由がある場合、

所定の要件を満たすことで、納税者の申請により、相続税額の２分の１の額を限度と

して、年賦で相続税を納付することができます」 

 



 －5－ 〈2021.5 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、まもなく定期預金の満期を迎える個人顧客Ａ（52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は今まで資産運

用の経験はなかったが、友人に勧められたこともあり、投資信託に興味を持ったとの

ことである。今回、Ａは新たにＮＩＳＡ口座を開設して、Ｚファンドの購入を検討し

ている。 

Ｓは、交付目論見書を用いてＺファンドについて説明するとともに、ＮＩＳＡ口座

を利用する際の留意点について説明した。 

 

Ｚファンドの交付目論見書 

【商品分類・属性区分（一部抜粋）】 

 商品分類  

単位型・追加型 投資対象地域 
投資対象資産 
（収益の源泉） 

補足分類 

追加型 内外 資産複合 インデックス型 

 

 属性区分  

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 

その他資産 
（投資信託証券（資
産複合（株式、債券）
資産配分固定型）） 

年１回 
グローバル 

（日本含む） 

ファミリー 

ファンド 
なし 

 

【ファンドの目的・特色】 

国内債券・国内株式・外国債券・外国株式に効率よく投資することで、安定的な

収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 

 

※Ａは一般投資家であるものとする。 

※本問において、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。 

 

 



 －6－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問６》 Ｓは、Ａに、交付目論見書に記載されている「商品分類・属性区分」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．「一般に、インデックス型の投資信託の運用管理費用（信託報酬）は、アクティブ型

の投資信託の運用管理費用（信託報酬）よりも低く設定されています」 

２．「為替ヘッジとは、先物為替取引等により生じる為替変動リスクの影響を小さくする

手法で、一般に、ヘッジコストには、日本と投資対象国との短期金利の差が反映され

ます」 

３．「ファミリーファンド方式の投資信託は、同じ運用会社で設定された投資信託だけで

なく、他の運用会社の投資信託も投資対象ファンドとすることができます」 

４．「投資信託の運用期間中、いつでも購入することができる投資信託を追加型投資信託、

当初募集期間のみ購入することができる投資信託を単位型投資信託といいます」 

 

《問７》 Ｓは、Ａに、交付目論見書に記載されている「運用実績」について説明した。運用

実績の記載方法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。 
 

交付目論見書のファンドの運用実績において、基準価額・純資産の推移は、直近

（ ㋐ ）年間の運用状況を記載することを原則としており、分配の推移は、最低直

近（ ㋑ ）計算期間が表形式で記載されています。また、年間収益率の推移は、原

則として、暦年ごとにファンドの年間騰落率の推移が（ ㋒ ）により記載されてい

ます。 
  

 

１．㋐10   ㋑５   ㋒棒グラフ 

２．㋐10   ㋑７   ㋒折れ線グラフ 

３．㋐５   ㋑５   ㋒折れ線グラフ 

４．㋐５   ㋑７   ㋒棒グラフ 

 



 －7－ 〈2021.5 ２級・実技〉 

《問８》 Ｓは、Ａに、分散投資を行う場合の期待収益率について具体例を提示して説明した。

ポートフォリオに組み入れる金融商品の期待収益率が[表１]のとおりであるとし、ポー

トフォリオの目標利回りを年利６％とした場合、この目標利回りと一致する金融商品

の組入比率を示した[表２]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。なお、各金融商品における税金・手数料等は考慮しないものとす

る。 
 

[表１]各金融商品の期待収益率 [表２]各金融商品の組入比率 

 期待収益率   組入比率 

金融商品α 10％  金融商品α （ ㋐ ）％ 

金融商品β ６％  金融商品β 20％ 

金融商品γ ４％  金融商品γ （ ㋑ ）％ 

金融商品δ ２％  金融商品δ 10％ 
 

１．㋐30   ㋑40 

２．㋐40   ㋑30 

３．㋐20   ㋑50 

４．㋐50   ㋑20 

 

《問９》 Ｓは、Ａに、一般ＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡ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．「新規投資における一般ＮＩＳＡ勘定の非課税投資枠は年間120万円で、その非課税

期間は、当該一般ＮＩＳＡ勘定が設けられた日の属する年の１月１日から最長で５年

間です」 

２．「所定の手続により勘定変更を行うことで、一般ＮＩＳＡ勘定とつみたてＮＩＳＡ勘

定を同一年に併用することができます」 

３．「一般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

オーバーを行う金融商品の時価が、非課税投資枠を上回っている場合、上回っている

部分の金額も含めて全額をロールオーバーすることができます」 

４．「2020年度税制改正によりＮＩＳＡ制度が見直され、2024年以降、一般ＮＩＳＡは２

階建ての新制度に見直されたうえで、５年間期間が延長される予定です」 

 



 －8－ 〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問10》 Ｓは、Ａに、ＮＩＳＡ口座および特定口座（源泉徴収あり）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．「特定口座（源泉徴収あり）で保有している金融商品を売却する都度、一定の計算に

より算出した譲渡益に相当する金額に対して、所得税および復興特別所得税、住民税

が源泉徴収されます」 

２．「キンザイ銀行で特定口座（源泉徴収あり）を開設した場合、他の金融機関で新たに

特定口座（源泉徴収あり）を開設することはできません」 

３．「ＮＩＳＡ口座で保有している金融商品を売却して譲渡益が生じた場合、当該譲渡益

の全額が非課税の対象となります」 

４．「ＮＩＳＡ口座で保有している金融商品を売却して損失が生じた場合でも、特定口座

（源泉徴収あり）で保有している金融商品の配当金等や譲渡益と損益通算することはで

きません」 

 



 －9－ 〈2021.5 ２級・実技〉 

【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》  
  

キンザイ銀行緑町支店に、個人顧客Ａが来店し、緑町支店の資産運用相談担当者Ｓ

が対応することとなった。Ａは、緑町支店に総合口座を開設しており、10年以上前か

ら緑町支店を利用している。Ａは、これまで投資信託を購入したことはないが、将来

に備えて資産運用を始めようと考え、追加型株式投資信託の世界株式インデックス連

動型のＸファンド（決算頻度 年１回、分配金受取コース）の購入を検討している。

今回は、ＮＩＳＡ口座は利用せず、特定口座（源泉徴収あり）を利用する予定とのこ

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、以下のとおりである。 

 

＜Ａの属性・家族の情報など＞ 

・職業  ：会社員（37歳、大手情報通信会社勤務） 

・家族構成：妻（35歳、専業主婦）、長女（８歳、小学生）、長男（５歳） 

 

＜Ａと緑町支店との取引状況＞ 

・普通預金：約400万円 

・定期預金：約500万円 

 

＜Ａの資産形成についての考え方や将来における希望＞ 

・国内だけではなく、海外にも投資する商品に興味を持っている。 

・貯蓄・投資により計画的に教育資金の準備をしていきたいと考えている。 

 

※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。 
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《問11》 Ｓは、Ａに、株価指数について説明した。日本と世界の株価指数について、次のう

ち最も不適切なものはどれか。 

１．日経平均株価とは、東京証券取引所市場第一部に上場している銘柄から流動性、業

種等のバランスを考慮して選ばれた代表的な225銘柄を対象とした株価平均型の株価指

数である。 

２．東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所市場第一部に上場している内国

普通株式の全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数で、値がさ株（株価水準が

高い銘柄）の株価変動の影響を受けやすい。 

３．Ｓ＆Ｐ500種株価指数とは、米国の主要な500銘柄の時価総額加重型の株価指数で、

ダウ工業株30種平均よりも銘柄数が多く、より広い株式の値動きを表すとされている。 

４．ＤＡＸ指数とは、フランクフルト証券取引所に上場している銘柄のうち、ドイツ企

業の主要30銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数である。 

 

《問12》 Ｓは、Ａに、投資信託の運用手法について説明した。投資信託の一般的な運用手法

として、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．パッシブ運用とは、投資信託ごとに定めた目標となるベンチマークを上回る運用成

果を目指す運用手法である。 

２．グロース運用とは、個別企業の利益・配当・資産価値等に着目して株価が相対的に

割安と判断される銘柄選択を行う運用手法である。 

３．ロング・ショート運用とは、基準価額の動きを株価指数変動率の２倍に近づけるこ

とを目的として運用を行う、ハイリスク・ハイリターン型の運用手法である。 

４．ボトムアップ・アプローチとは、個別銘柄の投資指標の分析や財務状況等の分析に

よって銘柄を選定し、その積上げによってポートフォリオを構築する運用手法である。 

 

《問13》 Ｓは、Ａに、株式投資信託に係る収益分配金、元本払戻金（特別分配金）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．「買付申込日の翌営業日が約定日の投資信託の場合、決算日の前営業日の買付申込分

は、その決算日の収益分配金を受け取ることができます」 

２．「決算時に、分配落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回った場合には、下回っ

た部分の金額が元本払戻金（特別分配金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別

分配金）を差し引いた残額が普通分配金となります」 

３．「投資信託の普通分配金は、配当所得として課税対象となりますが、元本払戻金（特

別分配金）は非課税となります」 

４．「収益分配金は、一般に、投資信託ごとに定められている決算日から起算して５営業

日までの間に受益者へ支払われます」 
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《問14》 Ｓは、Ａに、Ｘファンドを特定口座（源泉徴収あり）で購入し、１年後に解約した

と仮定した場合の受取額について説明した。下記の【条件】で、次回の分配金が出る

前に、Ｘファンドをすべて解約した際の受取額（税引後）として、次のうち最も適切

なものはどれか。なお、計算過程において端数が生じる場合には、円未満を切捨てと

する。 
 

【条件】 

・分配金受取コースを選択（決算頻度 年１回） 

・購入時基準価額：12,000円 

・購入時手数料：購入価額の2.2％（税込） 

・買付口数：100万口 

・購入時から解約時までに受け取った収益分配金（税引前） 

：普通分配金 800円 

元本払戻金（特別分配金）200円 

・解約時基準価額：14,000円 

・解約時の信託財産留保額：解約時の基準価額の0.5％ 

・税区分：課税扱いとし、税率は現行税率を適用すること 
 

※条件中の金額は、１万口当たりの金額である。 

※上記以外の条件は考慮しないものとする。 
  

 

１．1,355,093円 

２．1,359,156円 

３．1,360,671円 

４．1,364,734円 

 

《問15》 Ｓは、ＡがＸファンドを購入した場合に、Ａに交付される各種書類について説明し

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．「交付運用報告書は、原則として、投資信託の決算期ごとに作成され、販売会社を通

じてＡさまに交付されます」 

２．「ご投資状況のお知らせ（トータルリターン通知）は、原則として、年１回以上通知

が行われ、トータルリターンは、「評価金額＋累計受取分配金額＋累計売付金額－累計

買付金額」の算式で算出されます」 

３．「取引残高報告書は、投資信託の売買に係る取引契約が成立した場合、原則として、

半年に１回の頻度で交付されます」 

４．「特定口座（源泉徴収あり）で投資信託を購入した場合、その年の１月１日から12

月31日までに受渡しがなされた取引に関して、特定口座年間取引報告書が作成され、

翌年１月31日までにＡさまに交付されます」 
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【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》  
  

個人顧客Ａ（女性、47歳、会社員）は、子育ての目処もたってきたことから、夫婦

の老後資金の準備を始めたいと考えている。Ａは、キンザイ銀行緑町支店の店頭で案

内している外貨建個人年金保険に興味を持ち、説明を聞きたいとのことである。そこ

で、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。以下は、ＡとＳの会話の一部である。 

 

Ａ：外貨建個人年金保険について興味があるのですが、今まで外貨建ての保険商品を

契約したことがないので詳しく教えていただけますか。 

Ｓ：かしこまりました。①保険商品をご案内する前に、ご確認させていただきたい点

がございます。まずは、こちらの書面をご覧ください。 

～Ｓは、お客さまアンケートおよび事前同意書面を交付のうえ説明し、Ａは必要事

項を記入した～ 

Ｓ： ありがとうございます。Ａさまのご意向としましては、老後資金の準備のために、

少しでも利回りで有利な外貨建てで運用したいとのことですね。 

Ａ：そうですね。多少リスクがあっても運用成果が期待できるのは魅力的です。 

Ｓ：かしこまりました。それでは当行で取り扱う外貨建個人年金保険についてご説明

いたします。 

～Ｓは、キンザイ銀行で取り扱う複数の外貨建個人年金保険について説明し、なか

でもＡに適合すると思われるＺ社の外貨建個人年金保険についてパンフレットを

用いて選別理由とともに説明した～ 

Ａ：よさそうな商品ですね。契約にあたって保険料はどのようにお支払いするのです

か。 

～Ｓは、②保険料の支払方法と留意点について説明した～ 

Ａ：なるほど、いろいろな方法がありますね。ところで、個人年金保険の保険料は、

年末調整で控除の対象となると聞いたことがあるですが。 

Ｓ：③生命保険料控除という制度がございます。ただし、適用にあたってはいくつか

の要件がございます。詳しくはこちらの契約概要・注意喚起情報をご覧ください。 

Ａ：他にも税金のことが書いてありますが、④年金・保険金等の受取時の税金なども

簡単に説明していただけますか。それと、ここに書いてある⑤金融ＡＤＲ制度と

はどのような制度でしょうか。 

～Ｓは、契約概要・注意喚起情報等を用いてＡの質問に答えた～ 

Ａ：丁寧にご説明いただきありがとうございました。夫と相談してみます。 

Ｓ：本日はありがとうございました。 

 

※Ａは一般投資家であるものとする。 

※キンザイ銀行は、複数の生命保険会社と代理店委託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。 
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《問16》 設例の下線部①に関し、生命保険募集人が保険商品の募集を行う際の留意点につい

て、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．保険商品の募集を行う際には、顧客の知識・経験・財産の状況および契約締結の目

的等に照らし、当該顧客に対して、募集を行ってもよいかどうかの判断を行う必要が

ある。 

２．顧客に保険商品を提案する際には、事前に顧客がどのような分野の保障を望んでい

るか、貯蓄部分を必要としているかを確認し、保障期間、保険料、保険金額の範囲等

の意向に沿った商品プランを提案する必要がある。 

３．顧客に情報提供を行う際には、顧客にメリットとなる情報だけでなく、デメリット

となる情報についても十分に理解していただけるよう説明を行う必要がある。 

４．銀行の窓口で保険商品の募集を行う際には、顧客が保険商品と預金等とを誤認しな

いよう、預金等ではないこと、預金保険制度の対象ではないこと、元本の返済が保証

されていないこと等について、一般的に理解できる程度で説明を行う必要がある。 

 

《問17》 設例の下線部②に関する下記の文章の空欄㋐～㋒に入る語句の組合せとして、次の

うち最も適切なものはどれか。 
 

一般的な生命保険の保険料の支払方法として、全保険期間の保険料をまとめて支払

う一時払い、月払いや年払いなどの平準払い、平準払いの払込期日前の保険料の一部

または全部を支払う（ ㋐ ）がある。また、外貨建ての保険商品では、保険料を指

定した外貨で支払う方法と円貨で支払う方法があり、円貨で保険料を支払う場合、

（ ㋑ ）で定めた為替レートで指定した外貨に換算される。外貨建ての保険商品は、

為替相場の変動の影響を受けるため、円貨での保険料支払時よりも保険金等の受取時

に（ ㋒ ）になると、円換算された保険金等の受取金総額が支払った保険料の総額

を下回り、損失が生じるおそれがある。 
  

 

１．㋐前納   ㋑保険会社      ㋒円高 

２．㋐先納   ㋑保険募集代理店   ㋒円高 

３．㋐先納   ㋑保険会社      ㋒円安 

４．㋐前納   ㋑保険募集代理店   ㋒円安 
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《問18》 設例の下線部③に関し、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問において

生命保険契約は2012年１月１日以後に締結したものとする。 

１．生命保険料控除には、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療

保険料控除の３つの控除があり、生命保険契約の主契約または特約の保障内容に応じ

て、その契約に係る保険料等を各保険料控除に適用する。 

２．生命保険の契約内容が、個人年金保険料控除の適用要件を満たしていても、個人年

金保険料税制適格特約を付加しなければ、一般の生命保険料控除の対象となる。 

３．個人年金保険料控除の適用要件として、年金受取開始時に被保険者の年齢が65歳以

上であること、または年金受取期間が10年以上あることが挙げられる。 

４．各保険料控除の上限について、所得税では各40,000円、住民税では各28,000円とな

り、３つの控除を合計した適用限度額は、所得税では120,000円、住民税では70,000

円となる。 

 

《問19》 設例の下線部④に関し、Ｓは、Ａに、年金・保険金等の受取方法と税金について説

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。なお、本問において、

Ａは月払いの外貨建個人年金保険（20年確定年金）を契約し、Ａが保険契約者（＝保

険料負担者）、被保険者かつ年金受取人、Ａの配偶者が後継年金受取人であるものと

する。 

１．「Ａさまが年金受取開始日前に契約を解約した際に、既払込保険料総額と解約返戻金

との差益が生じた場合、当該差益は一時所得として源泉分離課税の対象となります」 

２．「Ａさまが年金受取期間中に、万が一亡くなられた場合、残存支払期間中の未払年金

の現価が、後継年金受取人に支払われます」 

３．「Ａさまが年金受取期間中に毎年受け取る年金は、配当所得として課税の対象となり

ます」 

４．「Ａさまが年金を一括で受け取る場合、年金受取開始時に年金受給権を取得したもの

とみなされ、当該受給権は雑所得として課税の対象となります」 
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《問20》 設例の下線部⑤に関し、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．金融ＡＤＲ制度とは、裁判外紛争解決手続のことであり、金融機関とのトラブルを

裁判ではなく中立・公正な第三者が介在し、柔軟な解決を図ることを目的としている。 

２．生命保険業務に関する指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会となってお

り、生命保険協会に設置されている生命保険相談所で生命保険に関する相談や苦情等

を受け付けている。 

３．生命保険相談所では、解決に向けた助言や和解の斡旋を行うが、保険会社に解決依

頼を行ったときから原則として１カ月が経過しても未解決の場合、顧客の希望により

裁定審査会へ申し立てることができる。 

４．銀行の窓口で募集が行われた保険商品に関する相談、苦情等は生命保険相談所では

対応を行わず、一般社団法人全国銀行協会相談室において対応が行われる。 
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【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、個人顧客向けに、定期的に「休日年金セミナー」を開

催している。2021年４月に開催された休日年金セミナーは、40～50歳台の厚生年金保

険加入者をターゲットとしたもので、相談業務担当者Ｍが講師を務めることとなった。

以下は、休日年金セミナーの一部である。 

 

Ｍ：本日は休日年金セミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。年金制

度は性別や年齢、職業によって大きく異なる点もあり、今回は可能な限り皆さま

のご事情に沿った内容となるような説明にしたいと考えております。今回ご参加

くださっている皆さまは、主に厚生年金保険に加入されている方か、その配偶者

の方とお聞きしておりますので、今回は下記の５つのポイントを中心としてご説

明させていただきたいと思います。 

 

＜説明のポイント＞ 

①厚生年金保険の保険料額 

②老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給要件 

③老齢年金の繰上げ・繰下げ支給 

④雇用保険の高年齢雇用継続給付と在職老齢年金との調整 

⑤公的年金に係る所得と税金 

 

 

《問21》 設例の下線部①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。 
 

厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に所定の保険料率を乗じ

て計算される。標準報酬月額は、原則として、賞与等を除く（ ㋐ ）の３カ月間に

支給された給与総額を３で割って得た額を標準報酬月額等級表に当てはめて決定され、

当該標準報酬月額は、（ ㋑ ）までの各月に適用される。標準賞与額は賞与、ボー

ナス等の名称に関わらず、３カ月を超える期間ごとに支給されるものの総支給額の1,000

円未満を切り捨てた額で、支給１回につき（ ㋒ ）万円が上限となる。 
  

 

１．㋐４月から６月   ㋑７月から翌年６月   ㋒200 

２．㋐１月から３月   ㋑４月から翌年３月   ㋒150 

３．㋐４月から６月   ㋑９月から翌年８月   ㋒150 

４．㋐１月から３月   ㋑６月から翌年５月   ㋒200 

 



 －17－ 〈2021.5 ２級・実技〉 

《問22》 設例の下線部②に関し、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．学生納付特例制度の適用を受けた期間は、当該期間の保険料を追納しなければ、老

齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。 

２．老齢基礎年金を受給するためには、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間

および合算対象期間を合算した受給資格期間が10年以上必要である。 

３．特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、①生年月日、性別等によって定めら

れた支給開始年齢に達すること、②１年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有して

いること、③老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのすべての要件を満た

す必要がある。 

４．厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある者に、65歳到達時点（または特別支給

の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢に到達した時点）で、その者に生計を維持さ

れている所定の要件を満たした配偶者または子がいる場合、加給年金額が加算される。 

 

《問23》 設例の下線部③に関し、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行い、受給権が発生した後は、当該請求に係る

裁定の取消しや変更を行うことはできない。 

２．老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行った場合、請求後は国民年金の任意加入被保

険者となることはできない。 

３．老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行った場合、繰上げ請求月から65歳に達する日

の属する月の前月までの月数に0.5％を乗じて算出した減額率に応じて年金額が減額さ

れ、当該減額率は一生変わらない。 

４．老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を持つ者が、66歳到達後に年金の繰下げ支給

の申出を行う場合、どちらか一方のみを選択して繰下げ支給の申出を行うことはでき

ない。 

 



 －18－ 

（終） 

〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問24》 設例の下線部④に関する下記の文章の空欄㋐～㋒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。 
 

雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が（ ㋐ ）

年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に対して、賃金額が60歳到達

時の賃金額の75％未満となった場合に、最高でその月の賃金額の（ ㋑ ）％に相当

する額が支給される。また、厚生年金保険の被保険者で、特別支給の老齢厚生年金等

の老齢年金を受給している者が、雇用保険の高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基

本給付金・高年齢再就職給付金）を受ける場合、在職による年金の支給停止に加えて

年金の一部が支給停止される。この場合に支給停止される年金額は、最高で賃金（標

準報酬月額）の（ ㋒ ）％に相当する額となる。 
  

 

１．㋐５   ㋑25   ㋒８ 

２．㋐10   ㋑15   ㋒８ 

３．㋐５   ㋑15   ㋒６ 

４．㋐10   ㋑25   ㋒６ 

 

《問25》 設例の下線部⑤に関し、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．公的年金のうち老齢年金は、税法上、雑所得として課税対象となるが、障害年金お

よび遺族年金は課税対象とならない。 

２．公的年金等控除額の算出に際し、受給権者の年齢は、原則として、その年の12月31

日における年齢により判断する。 

３．介護保険の第１号被保険者が、公的年金から年額18万円以上の老齢年金を受給して

いる場合、介護保険料は、原則として、公的年金から特別徴収される。 

４．公的年金のうち老齢年金は、その支給時に所得税および復興特別所得税が源泉徴収

の対象とされ、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出の有無によって源泉

徴収税額の算出時の税率が異なる。 

 



 

（メモ余白） 

 



 

（メモ余白） 

 

 


