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2級 実技試験
◆

◆

2022年１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、2021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　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４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、2021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》 

キンザイ銀行緑町支店では、窓口で相続に関する相談が増えていることから、本社

法務部の行員Ｋを講師として下記の【親族関係図】をもとに相続に関する勉強会が開

催された。 

 

【親族関係図】 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

・普通養子Ｄと子Ｇは、Ａの相続開始前に死亡している。 

・普通養子Ｄの子ＦはＤとＡが養子縁組を行う前に誕生している。 

・Ａは生前、相続人に対して生前贈与等は行っていない。 

 

※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。 

 

《問１》 Ａの相続人と各相続人の法定相続分に関するＫの説明として、次のうち も適切な

ものはどれか。 

１．「Ｂは相続人となり、相続人のなかにＢの実子はいないため、Ｂの法定相続分は３分

の２となります」 

２．「ＤはＡの相続開始前に死亡しているため、Ｄの子ＦがＤを代襲して相続人となり、

Ｆの法定相続分はＤと同じ割合となります」 

３．「Ａの相続開始前にＤだけでなくＦも死亡していた場合には、Ｄの配偶者ＥがＤを代

襲して相続人となり、Ｅの法定相続分は６分の１となります」 

４．「Ｃは相続人となり、Ｃの法定相続分は４分の１となります」 

 

（被相続人） （Ａの元妻） 

Ａ 

Ｃ 

 

Ｇ 

（既に死亡）

Ｅ Ｈ 

Ｂ 

Ｉ 

  Ｄ 

（普通養子）
（既に死亡）

Ｊ 

Ｆ 



 －3－ 〈2022.1 ２級・実技〉

《問２》 Ｋは勉強会に参加した行員から、遺言書に関する質問を受けた。Ｋの回答として、

次のうち も適切なものはどれか。 

１．「法務局（遺言書保管所）に自筆証書遺言の保管の申請を行う場合、遺言者または遺

言者の代理人が法務局（遺言書保管所）で手続を行う必要があります」 

２．「自筆証書によって遺言を行う場合には、遺言者自身が、その全文、日付および氏名

を自書したうえで押印し、生前に家庭裁判所で検認の手続を行う必要があります」 

３．「自筆証書遺言に一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、

その目録については遺言者以外の者が代筆することが認められています」 

４．「公正証書遺言は、公証人が公正証書として作成するため、作成にあたっては証人を

必要としません」 

 

《問３》 Ｋは勉強会に参加した行員Ｍに、遺産分割について質問をした。Ｍの回答として、

次のうち も不適切なものはどれか。 

１．Ｋ：被相続人であるＡは、自身の相続について遺産分割の方法を指定することがで

きますか。 

  Ｍ：Ａは遺言で、遺産分割の方法を定めることができますし、第三者に遺産分割の

方法を定めることを委託することもできます。 

２．Ｋ：Ａのように相続人が複数人いる場合、共同相続人はいつでも遺産分割協議を行

うことができますか。 

  Ｍ：Ａは遺言で、相続開始時から５年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止する

ことができますが、遺産分割を禁じる遺言がなければ、原則としていつでも共

同相続人間で遺産分割協議を行うことができます。 

３．Ｋ：Ａの遺言がない場合、遺産分割協議において遺産を法定相続分と異なる割合で

分割することができますか。 

  Ｍ：共同相続人全員の同意があれば、法定相続分によらず自由な割合で遺産を分割

することができます。 

４．Ｋ：共同相続人間で遺産分割協議が調わない場合、どのような方法が考えられます

か。 

  Ｍ：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。この場合、相続財

産の全部についての分割の調停を求めなければならず、遺産の一部についての

分割の調停を申し立てることはできません。 

 



 －4－〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問４》 Ｋは家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める方策について説明した。

Ｋ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

も適切なものはどれか。 
 

各共同相続人は、遺産に属する預貯金のうち、相続開始時の預貯金債権額の（ ㋐ ）

に各共同相続人の法定相続分を乗じた額について、単独で遺産分割前に払戻しを受け

ることができます。 

例えば、Ａの相続財産としてキンザイ銀行に普通預金360万円、満期の到来してい

る定期預金900万円がある場合、代襲相続人であるＩは、（ ㋑ ）まで払戻しを請求

することができます。なお、金融機関ごとの払戻しの上限額は（ ㋒ ）万円とされ

ています。 
  

 

１．㋐４分の１   ㋑普通預金と定期預金を合わせて52万5,000円     ㋒150 

２．㋐３分の１   ㋑普通預金から30万円まで、定期預金から75万円   ㋒150 

３．㋐３分の１   ㋑普通預金から20万円まで、定期預金から50万円   ㋒200 

４．㋐４分の１   ㋑普通預金と定期預金を合わせて78万7,500円     ㋒200 

 

《問５》 後に、Ｋは相続税について説明した。Ｋの説明として、次のうち も適切なもの

はどれか。 

１．「相続税における遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」

の算式で算出され、代襲相続人は法定相続人の数に含まれません」 

２．「被保険者をＡ、保険契約者（＝保険料負担者）および死亡保険金受取人をＢとする

生命保険に加入していた場合、Ｂが受け取る死亡保険金は、「500万円×法定相続人の

数」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」 

３．「相続税における遺産に係る基礎控除額および死亡保険金の非課税限度額を算出する

際に、法定相続人の数に加える被相続人の養子の数は、被相続人に実子がいる場合に

は１人まで、実子がいない場合は２人までとされています」 

４．「代襲相続人であるＩはＡの一親等の血族ではないため、相続税額の２割加算の対象

となります」 
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【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》 

2022年１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にはまもなく満期を迎える定期預金があり、満期金を外

貨建ての金融商品で運用することを検討している。以下は、Ｓがヒアリングから得た

Ａの情報である。 

 

＜Ａの属性・家族の情報など＞ 

・職  業：会社員（40歳） 

・家族構成：妻（会社員、35歳） 

 

＜緑町支店との取引状況＞ 

・普通預金：300万円 

・定期預金：350万円 

そのうち200万円がまもなく満期を迎える。満期金は余裕資金であり、今後すぐに

利用する予定はない。 

 

＜Ａの資産運用に関する意向＞ 

・定期預金の預金金利は低いため、多少リスクを取っても高い利回りが見込める資

産運用を始めてみたいと考えている。 

・妻から勧められたこともあり、外貨建ての金融商品に興味を持っている。 

 

※Ａは国内に居住する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》 外貨建金融商品の一般的な商品性として、次のうち も不適切なものはどれか。 

１．外貨普通預金には、円貨預金と同様に通帳を発行する通帳取引と、通帳を発行せず

所定の期間の取引明細を送付するステートメント取引があり、金融機関によって取扱

いが異なる。 

２．外貨建ＭＭＦ（マネー・マーケット・ファンド）は、主に高格付けの公社債や短期

債券等を中心に運用され、運用実績に応じて毎月分配を行い、当該分配金は年末にま

とめて元本に再投資される。 

３．外国株式とは、海外（外国籍）の企業が発行する株式で、外国の証券取引所に上場

している外国株式を国内店頭取引により売買する場合、あらかじめ外国証券取引口座

を開設する必要がある。 

４．デュアルカレンシー債とは、払込みおよび利払いの通貨と償還の通貨が異なる債券

で、日本国内では主に払込みと利払いが円貨建て、償還が外貨建てで発行されている。 
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《問７》 Ｓは、Ａに、為替変動リスクについて説明した。Ｓの説明として、次のうち も適

切なものはどれか。 

１．「為替変動リスクとは、為替レートの変動により外貨建金融商品の円換算後の価値が

増減するリスクで、購入後の円高は、外貨建金融商品の円換算後の価格に対する上昇

要因となります」 

２．「複数の通貨に分散投資を行っても、為替変動リスクを低減することはできません」 

３．「外貨定期預金の預入時または預入期間中に先物為替予約を付加することで、先物為

替予約以降、満期日までの為替変動リスクを回避することができます」 

４．「一般に、新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて通貨の流通量や経済規模が小さい

ため、為替変動リスクが低いと考えられます」 

  

《問８》 ヒアリングを重ねるうちに、Ａが外貨定期預金に興味を持ったため、Ｓは外貨預金

等書面を用いて説明を行った。銀行法上の「外貨預金等書面」について、次の㋐～㋓

の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問における「顧客」は一般投資

家であるものとする。 
 

㋐．外貨預金等書面の交付に際し、金融機関は、リスク情報等について顧客の知識、

経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるため

に必要な方法および程度によって説明を行わなければならない。 

㋑．外貨預金等書面には、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要な事項を、

12ポイント以上の大きさの文字および数字を用いて当該書面の 初に平易に記載す

る必要がある。 

㋒．外貨預金等書面は、顧客の承諾を得ることで書面の交付に代えて書面に記載すべ

き事項を電磁的方法により交付することができる。 

㋓．外貨預金契約の締結前１年以内に、顧客に対し外貨預金等書面を交付している場

合、当該顧客から金融商品取引法上の契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意

思の表明があれば、契約締結前交付書面の交付を省略することができる。 

 

１．１つ 

２．２つ 

３．３つ 

４．４つ 
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《問９》 Ａの意向を受け、Ｓは豪ドル建外貨定期預金を提案することにした。下記の【条件】

で預入を行った場合、満期時に円貨換算した受取金額が元本割れしない満期時の適用

為替レート（損益分岐点）として、次のうち 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は小数点以下第３位を四捨五入し、答は小数点以下第３

位を四捨五入すること。 
 

【条件】 

・預入金額：1,000,000円 

・運用期間：180日（※利息は１年を360日として日割計算すること） 

・適用利率：年0.6％ 

・適用為替レート（１豪ドル当たり） 

 ＴＴＳ ＴＴＭ ＴＴＢ 

預入時 80.00円 78.00円 76.00円 

・税区分：課税扱いとし、税率は現行税率を適用すること 

  

※上記以外の条件は考慮しないものとする。 

 

１．79.76円 

２．79.81円 

３．80.19円 

４．80.38円 

 

《問10》 Ｓは、Ａがキンザイ銀行で外貨定期預金を預入した場合の課税上の取扱いについて

説明した。Ｓの説明に関する下記の文章の空欄㋐～㋓に入る語句の組合せとして、次

のうち も適切なものはどれか。 
 

Ａさまがキンザイ銀行で預入した外貨定期預金の利息は、利子所得として源泉分離

課税の対象となります。先物為替予約を付加していない場合、満期時に生じた為替差

益は（ ㋐ ）として（ ㋑ ）の対象となり、先物為替予約を付加して満期時の円

貨受取額を確定させた場合、為替差益は（ ㋒ ）の対象となります。また、先物為

替予約を付加せず満期時に為替差損が生じた場合、確定申告を行うことにより、他の

（㋐）と通算することができます。通算しても控除しきれない損失の金額は、翌年の総

所得金額から控除すること（ ㋓ ）。 

 

１．㋐雑所得    ㋑総合課税     ㋒源泉分離課税   ㋓はできません 

２．㋐雑所得    ㋑源泉分離課税   ㋒総合課税     ㋓ができます 

３．㋐一時所得   ㋑総合課税     ㋒申告分離課税   ㋓ができます 

４．㋐一時所得   ㋑申告分離課税   ㋒総合課税     ㋓はできません 
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【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》 

 2022年１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は先々月に会社を退職しており、受け取った退職金の一部で初めて資産運用を行い

たいとのことである。今回、ＮＩＳＡ口座と特定口座（源泉徴収あり）を同時に開設

して、各口座で投資信託の購入を検討している。以下は、日頃の取引を通じて、Ｓが

把握しているＡに関する情報である。 

 

＜Ａの属性・家族の情報など＞ 

・職  業：会社員（60歳、先々月退職したが、継続雇用で百貨店に勤務している） 

・家族構成：夫（65歳、退職後継続雇用で会社に勤務している） 

 

＜緑町支店との取引状況＞ 

・普通預金：2,500万円 

・定期預金：800万円 

  

＜Ａの資産運用に関する意向＞ 

 ・退職金（2,000万円）の一部を使って、資産運用を始めてみたいと考えている。 

 ・投資信託に興味を持っており、長期的に安定的な運用を目指す商品と、リスクは

大きいがリターンに期待できる商品を併せて保有したいと考えている。 

 

※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。  

※本問において、2020年度税制改正により見直された一般ＮＩＳＡの新制度を「新

ＮＩＳＡ」という。 

※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、一般ＮＩＳＡとつみたてＮＩＳＡについて説明した。Ｓが説明に用

いた下記の図の空欄㋐～㋓に入る語句等の組合せとして、次のうち も適切なものは

どれか。 
 
  一般ＮＩＳＡ つみたてＮＩＳＡ 

利用可能者 日本国内に居住する 20 歳以上の者 

口座開設 

可能数 

１人１口座 

※ＮＩＳＡ口座内で、一般ＮＩＳＡ勘定とつみたてＮＩＳＡ勘定を 

１年単位で変更可能 

年間投資 

上限額 

（非課税投資枠） 

（ ㋐ ）万円 40 万円 

非課税期間 ５年間 （ ㋑ ）年間 

投資対象商品 

公募株式投資信託、上場株式、 

ＲＥＩＴ（上場不動産投資信託）、

ＥＴＦ（上場投資信託）等 

一定の要件を満たす（ ㋒ ） 

投資可能期間 

現行制度は 2023 年まで 
税制改正により、 

2042 年まで期間延長 
新ＮＩＳＡは 2024 年～ 

（ ㋓ ）年まで 
 

１．㋐80    ㋑10  ㋒公募公社債投資信託と公募株式投資信託     ㋓2028 

２．㋐80    ㋑20  ㋒公募公社債投資信託とＥＴＦ（上場投資信託）  ㋓2037 

３．㋐120   ㋑20  ㋒公募株式投資信託とＥＴＦ（上場投資信託）   ㋓2028 

４．㋐120   ㋑10  ㋒公募公社債投資信託と公募株式投資信託     ㋓2037 

 

《問12》 投資信託の一般的な運用手法について、次のうち も不適切なものはどれか。 

１．バリュー運用とは、個別企業の利益・配当・資産などから判断して株価が相対的に

割安な銘柄に投資する運用手法である。 

２．トップダウン・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、その積み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。 

３．ブル型の運用とは、株価指数先物やオプション等を用いて、一般に、基準価額の動

きをベンチマークとする指数の倍数（２倍、３倍等）となるような運用を目指すハイ

リスク・ハイリターン型の運用手法である。 

４．パッシブ運用とは、あらかじめ定められたベンチマークである日経平均株価（日経

225）や東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）などに連動した運用成果を目指す運用手法である。 
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《問13》 Ｓは、Ａに、投資信託に係る費用について説明した。Ｓの説明として、次のうち

も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運用会社へ支払う費用で、運用会社が

自由にその料率を定めることができます」 

２.「信託財産留保額は、信託期間中に投資信託を解約する際に、長期に投資信託を保

有する投資者との費用等の公平性を確保するため徴収される費用で、徴収された費用

は販売会社の経費に充てられます」 

３．「運用管理費用（信託報酬）は、投資信託の運用・管理の対価として運用会社に支払

う費用で、決算日にまとめて計上され、信託財産から差し引かれます」 

４．「販売会社が行う収益分配金や解約代金の支払事務等の費用は、運用会社が信託財産

から受け取った委託者報酬のなかから、販売会社へ事務の代行手数料として支払いま

す」 

 

《問14》 Ｓは、Ａに、公募株式投資信託（分配金受取コース）を特定口座（源泉徴収あり）

で購入し、１年後に解約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、公募株式投資信託をすべて解約した際の受取額（税引後）と

して、次のうち 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、

円未満は切捨てとすること。 
 

【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：11,000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 600円、元本払戻金（特別分配金）200円 

・解約時基準価額：13,000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。 
  

 

１．1,255,044円 

２．1,259,107円 

３．1,260,224円 

４．1,264,287円 
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《問15》 ＮＩＳＡ口座および特定口座（源泉徴収あり）の課税関係について、次のうち も

適切なものはどれか。 

１．特定口座（源泉徴収あり）には、投資信託等の分配金および配当金等を受け入れる

ことができ、年末時点で特定口座内に投資信託等の譲渡損失が生じている場合、譲渡

損失の金額と分配金および配当金等とを損益通算することができる。 

２．特定口座（源泉徴収あり）で生じた投資信託等の譲渡損失の金額は、確定申告を行

うことで、翌年以後５年間にわたって繰り越すことができる。 

３．つみたてＮＩＳＡ勘定で保有している投資信託は、非課税期間終了時にその翌年の

非課税投資枠を利用することで、翌年の非課税投資枠を限度としてロールオーバーす

ることができ、移管する投資信託の時価が非課税投資枠を超え、ロールオーバーでき

なかった部分については非課税で払い出すことができる。 

４．一般ＮＩＳＡ勘定またはつみたてＮＩＳＡ勘定で保有している投資信託等を解約し

て損失が生じた場合、確定申告を行うことで、その損失の金額と特定口座（源泉徴収

あり）で生じた投資信託等の譲渡益とを通算することができる。 

 

 



 －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》 

個人顧客Ａ（30代、男性、会社員）は、結婚を機に自身や家族の保障について考え

るようになった。以前、給与振込先であるキンザイ銀行緑町支店を訪れた際に、生命

保険のパンフレットを渡されたことを思い出し、詳しく説明を聞こうと同支店を訪れ

た。今回、Ａを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）が担当

することとなった。以下は、ＡとＳの会話の一部である。なお、①生命保険の募集に

あたり、お客さま意向把握アンケートにより、Ａの意向は事前に把握済みである。 

 

Ｓ：結婚を機に生命保険へのご加入をご検討され、特に、Ａさまに万一のことがあっ

た場合の配偶者さまへの保障と、ご病気になられた際の保障を重視したいとのこ

とですね。 

Ａ：そのとおりです。今まで生命保険には加入しておらず、あまり関心がなかった

のですが、この機に保障についてしっかり考えたいと思っています。 

Ｓ：承知いたしました。ところで、以前受け取られたというパンフレットはこちら

でしょうか。 

Ａ：ああ、そうです。このパンフレットです。 

Ｓ：こちらは、所定の年齢まで保険料を毎月払い込むことにより、万一の場合の保障

が一生涯続く保険で、ご加入にあたっては②健康状態の告知が必要になります。

また、Ａさまのご意向に沿って病気や事故に備えた③特約を付加することが可能

です。 

Ａ：よさそうな商品ですね。詳しく教えていただけますか。 

～Ｓは④パンフレット兼契約概要・注意喚起情報を提示しながら説明を行った～ 

Ａ：なるほど、よくわかりました。あわせて、パンフレットに書いてある⑤税金の

ことを少し教えてください。 

～Ｓは生命保険に係る税金について説明を行った～ 

Ａ：なるほど、いろいろ税制上で有利な面があるのですね。家で妻とも相談して前向

きに検討したいと思います。 

Ｓ：何かご不明な点等がございましたらご連絡ください。本日はありがとうござい

ました。 

 

※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。 

※非公開金融情報の保険募集への利用については、事前に書面で同意を得ているもの

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16》 設例の下線部①に関し、生命保険募集人が銀行窓口で保険募集等を行う際の留意点

について、次のうち も不適切なものはどれか。 

１．顧客の非公開金融情報を保険商品の募集に利用するためには、事前に書面その他適

切な方法により同意を得る必要があり、その際には同意の有効期間および撤回方法等

について具体的に明示しなければならない。 

２．保険商品の募集にあたり顧客の意向を把握して当該意向に沿った保険商品を提案・

説明するだけではなく、保険契約申込時に 終的な顧客の意向と申込みを行おうとす

る当該保険商品の内容が合致していることを、顧客が確認する機会を提供しなければ

ならない。 

３．保険契約を締結するか否かの判断が顧客と銀行との他の銀行取引に影響を及ぼさな

いことを、保険商品の説明後、保険契約申込時までに書面の交付により説明しなけれ

ばならない。 

４．定期保険の募集中に、顧客から事業性資金の融資申込みの意思表示があった場合、

その時点で保険募集を中止しなければならない。 

 

《問17》 設例の下線部②に関し、生命保険契約に係る告知義務について、次のうち も不適

切なものはどれか。 

１．告知は被保険者本人が告知書に記入することで行い、一般に、生命保険募集人に口

頭で伝えても告知したことにはならない。 

２．生命保険募集人は、保険契約者または被保険者に対して虚偽の告知を勧めたり、保

険会社に対して重要な事実を告げることを妨げたりする行為により保険契約者や保険

会社等に損害を与えた場合、民事上の損害賠償責任を負う可能性がある。 

３．保険契約者または被保険者は、告知書に記載のある質問についてのみ事実を正しく

告知すればよいとされている。 

４．保険会社が保険契約者または被保険者の故意による告知義務違反を知った時から３

カ月の間に告知義務違反による保険契約の解除権を行使しない場合、解除権は消滅す

る。 
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《問18》 設例の下線部③に関し、各種特約の一般的な商品性について、次のうち も不適切

なものはどれか。 

１．がん診断特約では、契約日から180日間または６カ月間の免責期間が設定され、免責

期間中に被保険者ががん（悪性新生物）と診断された場合、給付金は支払われない。 

２．災害割増特約とは、被保険者が不慮の事故で180日以内に死亡または高度障害となっ

た場合、または所定の感染症により死亡または高度障害となった場合に、災害死亡保

険金または災害高度障害保険金が支払われる特約である。 

３．介護保障特約では、被保険者が寝たきりや認知症など所定の介護状態となり、その

状態が一定期間継続した場合、給付金が一時金または年金形式で支払われる。 

４．リビング・ニーズ特約とは、被保険者が余命６カ月以内と判断された場合、所定の

範囲内で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、特約保

険料は無料である。 

 

《問19》 設例の下線部④に関し、Ｓは、Ａに、保険業法上のクーリング・オフ制度および金

融ＡＤＲ制度について説明した。Ｓの説明として、次のうち も不適切なものはどれ

か。 

１．「クーリング・オフ制度を利用できる期間は、Ａさまが保険契約の申込みの撤回等に

関する事項が記載された書面を受け取った日、または保険申込日のいずれか遅い日か

らその日を含めて８日以内となります」 

２．「クーリング・オフ制度を利用する場合、Ａさまから生命保険会社または保険の募集

を行った銀行（保険募集代理店）宛に、クーリング・オフに関する書面を郵送してい

ただく必要があります」 

３．「銀行窓口における保険商品の募集に関する相談や苦情等は、一般社団法人全国銀行

協会が設置する全国銀行協会相談室または一般社団法人生命保険協会が設置する生命

保険相談所のいずれでも対応が行われます」 

４．「仮に、Ａさまが全国銀行協会相談室へ相談等を行い、全国銀行協会相談室が加入銀

行へ解決依頼を行ってから所定の期間が経過しても未解決の場合、Ａさまの希望によ

りあっせん委員会へ申し立てることができます」 
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《問20》 設例の下線部⑤に関し、Ｓは、Ａに、生命保険料控除について説明した。Ｓ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 も適切な

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。 
 

生命保険料控除は、保険契約の（ ㋐ ）の保障内容に応じて、一般の生命保険料

控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の３つに区分され、その適用を

受けることができます。１年間に支払った保険料の額に応じて算出される控除額をそ

の年分の総所得金額から控除することができるため、税額が軽減されます。一般の生

命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額は、

所得税では（ ㋑ ）円、住民税では28,000円となり、３つの控除の適用限度額の合

計額は、所得税では120,000円、住民税では（ ㋒ ）円となります。 

 

１．㋐主契約          ㋑40,000   ㋒84,000 

２．㋐主契約または特約ごと   ㋑40,000   ㋒70,000 

３．㋐主契約          ㋑50,000    ㋒70,000 

４．㋐主契約または特約ごと   ㋑50,000   ㋒84,000 
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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》 

2021年12月、キンザイ銀行緑町支店に個人顧客Ａが来店し、相談業務担当者Ｍが対

応することとなった。 

Ｍは、Ａから、「先日、同僚から『確定拠出年金の個人型年金について知っているか』

と聞かれました。これまで年金について考えていなかったのですが、同僚が既に年金

について考えていることに感心し、私も考えなければと思いました。学生時代は親に

勧められて学生納付特例制度の適用を受けましたが、その後何もしていませんので、

この点も含めて年金について教えてください」との相談を受けた。以下は、Ｍがヒア

リングから得たＡの情報である。 

 

＜Ａの属性・家族の情報など＞ 

・職  業：会社員、1992年７月21日生まれ（29歳） 

・家族構成：妻Ｂ（専業主婦、1993年１月４日生まれ、28歳） 

2021年中に収入はなく、今後も就職する予定はない。 

結婚（2020年11月）後は、国民年金に第３号被保険者として加入して

いる。 

 

＜Ａの国民年金の納付状況など＞ 

・20歳到達時から就職するまで（2012年７月～2015年３月）の期間は、学生納付特

例制度の適用を受けており、当該期間に係る保険料は追納していない。 

・大学卒業（2015年３月）後は、2015年４月から厚生年金保険の適用事業所である

Ｚ社に就職し、現在に至るまで厚生年金保険に加入している。 

・Ｚ社には、企業型年金、確定拠出年金の企業型年金および厚生年金基金は導入さ

れていない。 

  

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 



 －17－ 〈2022.1 ２級・実技〉

《問21》 Ｍは、Ａに、学生納付特例制度について説明した。Ｍの説明として、次のうち も

適切なものはどれか。 

１．「学生納付特例制度の適用を受けて保険料の納付が猶予された期間について、保険料

を追納しない場合、当該期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されません」 

２．「学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料を追納する場合、原則として、納付

が猶予された期間のうち も新しい期間の保険料から納付することとなります」 

３．「学生納付特例制度の適用を受けた期間の翌年度から起算して15年以内であれば、納

付が猶予された保険料を追納することができます」 

４．「学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料を追納した場合、支払った保険料の

全額が支払った年分の社会保険料控除として所得控除の対象となります」 

 

《問22》 Ｍは、Ａに、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給要件等について説明した。 

Ｍの説明として、次のうち も適切なものはどれか。 

１．「Ａさまが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150月以上必要です」 

２．「Ａさまが将来、学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料をすべて追納し、国

民年金の保険料納付済期間が480月になるまで保険料を納付した場合であっても、60

歳から65歳未満の間であれば、国民年金に任意加入して65歳以降に支給される老齢基

礎年金額を増額させることができます」 

３．「Ａさまが66歳以降に老齢年金の受給開始時期を繰り下げた場合、65歳に達した月か

ら繰下げ支給の申出を行った月の前月までの月数に応じて年金額が増額されます。老

齢基礎年金および老齢厚生年金は、どちらか一方または両方とも繰下げ支給の申出を

行うことができます」 

４．「Ａさまが老齢厚生年金を受給するためには、65歳以上となっていること、厚生年金

保険の被保険者期間が１年以上あること、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい

ることをすべて満たす必要があります」 

 

《問23》 Ｍは、Ａに、確定拠出年金の個人型年金の掛金について説明した。Ｍの説明として、

次のうち も不適切なものはどれか。 

１．「Ａさまが拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済

等掛金控除として所得控除の対象となります」 

２．「Ａさまの確定拠出年金の個人型年金の掛金の拠出限度額は、年額276,000円（月額

23,000円）です」 

３．「ＡさまがＢさまの確定拠出年金の個人型年金の掛金を拠出した場合、その全額がＡ

さまの所得に係る小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります」 

４．「確定拠出年金の個人型年金の掛金が納付できなかった場合、未納分の掛金は追納す

ることができません」



 －18－ 

（終） 

〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問24》 Ｍは、Ａに、確定拠出年金の個人型年金の運用について説明した。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 も適切なものは

どれか。 
 

 確定拠出年金の個人型年金は、個人が拠出した掛金を自己責任で運用指示し、原則

として、（ ㋐ ）歳以降に、その運用成果を老齢給付金として年金や一時金で受け取

る仕組みです。加入者は、金融機関（運営管理機関）が提示する運用商品のなかから

運用先を選択することとなり、金融機関（運営管理機関）および運用商品は途中で変

更すること（ ㋑ ）。また、運用期間中は、少なくとも年に（ ㋒ ）回以上、加入

者に個人別管理資産額、運用指図の内容等が通知されます。 

 

１．㋐60 ㋑はできません   ㋒２ 

２．㋐65 ㋑はできません   ㋒１ 

３．㋐65 ㋑ができます    ㋒２ 

４．㋐60 ㋑ができます    ㋒１ 

 

《問25》 Ｍは、Ａに、確定拠出年金の個人型年金の給付について説明した。Ｍの説明として、

次のうち も適切なものはどれか。 

１．「老齢給付金を年金として受け取る場合、５年以上20年以下の有期年金となり、金融

機関（運営管理機関）が定める方法で年金が支給されます」 

２．「老齢給付金を年金として受け取る場合、税法上、掛金の拠出年数を勤続年数とした

退職所得控除の対象となります」 

３．「確定拠出年金の個人型年金を途中で解約することはできませんが、加入者資格を喪

失した場合は所定の手続を行い、通算拠出期間が10年以下または個人別管理資産が30

万円以下であること等の要件を満たせば、脱退一時金を受け取ることができます」 

４．「確定拠出年金の個人型年金の加入者の死亡日から５年経過後に遺族が受給する死亡

一時金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります」  

 



 

＊下書き欄（解答は解答用紙に） 



 

＊下書き欄（解答は解答用紙に） 

 


