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2級 実技試験
◆

◆

2022年５月22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　★

実 施 日

試験時間

金窓 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29 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、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 

・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。 
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【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》 

2022年５月、キンザイ銀行緑町支店に被相続人Ａの妻Ｂが相続手続の相談のために

来店し、相談業務担当者Ｍが対応することとなった。以下は、Ｍがヒアリングから得

たＡの相続に関する情報である。  

 

【親族関係図】 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Ａの相続に関する情報＞ 

 ・Ａは2022年５月６日に死亡した。 

・Ａは生前、推定相続人に対して生前贈与を行っていない。 

・Ａは生前、遺言書を作成していない。 

・Ｘ、Ｙ、ＣおよびＧはＡの相続開始前に死亡している。 

 

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 

 

《問１》 Ｍは、Ｂから、「誰がＡの相続人となり、各相続人の法定相続分はどのようになり

ますか」と質問を受けた。Ｍの説明として、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．「相続人は、ＢさまとＤさまとなり、その法定相続分は、Ｂさまが４分の３、Ｄさま

が４分の１となります」 

２．「相続人は、Ｂさま、Ｄさま、Ｅさま、Ｈさま、Ｊさまとなり、その法定相続分は、

Ｂさまが２分の１、Ｄさまが４分の１、Ｅさまが８分の１、ＨさまとＪさまが各16分

の１となります」 

３．「相続人は、Ｂさま、Ｄさま、Ｈさま、Ｊさまとなり、その法定相続分は、Ｂさまが

４分の３、Ｄさまが８分の１、ＨさまとＪさまが各16分の１となります」 

４．「相続人は、Ｂさま、Ｄさま、Ｈさまとなり、その法定相続分は、Ｂさまが４分の

３、ＤさまとＨさまが各８分の１となります」 

 

Ｂ Ｅ 

（被相続人） 

Ｈ 

Ａ Ｃ 
（既に死亡） 

Ｄ 
 

Ｇ 
  （既に死亡） 

Ｆ 

Ｉ 

J 

Ｋ 

Ｘ 
（既に死亡） 

Ｙ 
（既に死亡）
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《問２》 Ｍは、Ｂから、「Ａの財産は把握しておらず、万が一多額の債務があった場合には

どのような方法が考えられますか」と質問を受けた。Ｍの説明に関する下記の文章の

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。 
 

Ａさまの相続人が単純承認すると、Ａさまの亡くなられた時点におけるＡさまの債務

も含むすべての財産を相続することとなります。一方で、Ａさまの財産をいっさい相続

しない場合、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から（ ㋐ ）

カ月以内に（ ㋑ ）に対して（ ㋒ ）の申述を行う必要があります。また、Ａさま

の相続財産に関して債務のご心配があれば、相続によって取得した財産の限度でのみ、

Ａさまの債務を弁済することとして財産を相続する限定承認という方法もあります。 

なお、相続人が数人いる場合、限定承認は各相続人が単独で行うこと（ ㋓ ）。 
 

１．㋐３   ㋑家庭裁判所   ㋒相続放棄   ㋓はできません 

２．㋐３   ㋑法務局     ㋒単純放棄   ㋓はできません 

３．㋐４   ㋑法務局     ㋒相続放棄   ㋓ができます 

４．㋐４   ㋑家庭裁判所   ㋒単純放棄   ㋓ができます 

 

《問３》 Ｍは、Ｂから、「Ａがキンザイ銀行緑町支店に口座を開設していたことはわかって

いますが、その通帳が見つかりません。預金残高やこれまでの金銭の出入りを確認し

たいのですが、どのようにすればよいでしょうか」と質問を受けた。Ｍの説明に関す

る次の㋐～㋒の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 
 

㋐．「Ａさまの預金口座の残高証明書は、Ｂさまが単独で発行請求を行うことができます

が、Ａさまの預金口座の取引経過の開示請求は、相続人全員で共同して行う必要があ

ります」 

㋑．「残高証明書は、一般に、Ａさまが亡くなられた日を証明日として作成します」 

㋒．「Ａさまの預金口座の残高証明書の発行請求または取引経過の開示請求を行う場合、

請求人がＡさまの相続人であることを確認するため、Ａさまおよび請求人の戸籍謄本

等の提出が必要となります」 
 

１．１つ 

２．２つ 

３．３つ 

４．０（なし） 
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《問４》 Ｍは、Ｂに、遺産分割協議およびＡ名義の預金の相続手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．「遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。遺産分割協議が調った場合、

一般に、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名および実印で押印します」 

２．「遺産分割協議は、相続財産の全部について行う必要があります。遺産分割協議が

調った後に、新たにＡさまの相続財産があることが判明した場合、従来の遺産分割協

議は当然に無効となりますので、遺産分割協議を 初からやり直さなければなりませ

ん」  

３．「遺産分割協議の結果、ＢさまがＡさまの預金債権をすべて相続する場合であって

も、相続手続の際は、遺産分割協議書とあわせて、法定相続人を確認するためにＡさ

まの戸籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本等と印鑑登録証明書の提出が必要となり

ます」 

４．「法定相続人の確認書類として、戸籍謄本等の代わりに法定相続情報一覧図の写し

を提出していただくこともできます。法定相続情報一覧図は、登記所（法務局）で申

出日の翌年から起算して５年間保存され、その期間内であれば、申出人は写しの再交

付を受けることができます」 

 

《問５》 Ｍは、Ｂに、相続に係る税金について説明した。Ｍの説明として、次のうち最も 

不適切なものはどれか。 

１．「相続税額の計算上、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」の算式により算出されます。相続を放棄した者がいた場合、その者も法定相続

人の数に含まれます」 

２．「年の途中で死亡した者が、所得税の確定申告書を提出しなければならない者に該

当する場合、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から 

４カ月以内に、被相続人に代わって確定申告を行う必要があります」 

３．「相続税の申告義務が生じる場合、相続人は、原則として、相続の開始があったこと

を知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ相続税の

申告書を提出しなければなりません」 

４．「納付すべき相続税額が100万円を超え、納期限までに金銭での一括納付が困難な場

合、納税義務者は、相続税額の２分の１に相当する額を限度として、相続税の延納を

申請することができます」 
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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５月、キンザイ銀行緑町支店に個人顧客Ａ（40代、女性、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、つみたてＮＩＳＡに興味を持ったとのことであ

る。今回、Ａは新たにキンザイ銀行でＮＩＳＡ口座を開設し、バランス型の投資信託

を購入することを検討している。 

Ｓは、ＮＩＳＡ口座を利用する際の留意点およびＡの投資意向に適合している公募

株式投資信託Ｘファンドについて説明した。 

 

Ｘ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 

対象インデックス 

  

（投資信託証券

（株式、債券）） 

年１回 
グローバル 

（日本を含む） 

ファミリー

ファンド 
なし 

その他 

（合成ベンチマーク） 

 

【Ｘファンドの目的・特色】 

日本および先進国の株式市場・公社債市場の値動きに連動する投資成果を目指し、

国内株式・外国株式・国内債券・外国債券へバランスよく資産の配分を行う。 

 

※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累積投資勘定を「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。 

 

その他資産 



 －6－〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問６》 Ｓは、Ａに、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

適切なものはどれか。 

１．「新規投資におけるつみたてＮＩＳＡ勘定の非課税投資枠は年間40万円で、その非課

税期間は 長で10年間です」 

２．「つみたてＮＩＳＡで購入可能な投資信託は、購入時手数料が0.5％以下であること、

分配頻度が毎月でないこと等の所定の条件を満たしたものに限られています」 

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

終了時の時価を取得価額として課税口座（特定口座または一般口座）へ払い出されま

す」 

４．「つみたてＮＩＳＡの投資可能期間は、2037年末までです」 

 

《問７》 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、１口未満は切上げとし、円未満は切捨てとする。 
 

【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） 
10,500円 8,800円 9,500円 10,100円 11,000円 

定時・定額投資 

（10万円ずつ買付け）
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 

定時・定口数投資 

（10万口ずつ買付け）
10万口 10万口 10万口 10万口 10万口 

 

１．45円 

２．61円 

３．81円 

４．98円 
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《問８》 Ｓは、Ａに、交付目論見書を用いてＸファンドの説明を行った。Ｓの説明として、 

   次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．「Ｘファンドは追加型投資信託のため、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です」 

２．「ファミリーファンドとは、複数の投資信託の資金をまとめてマザーファンドと呼ば

れる投資信託へ投資する運用手法です。資金を合同運用することで、運用規模の拡大

や費用の効率化を図ります」 

３．「為替ヘッジとは、為替変動による投資信託の価格変動を抑える仕組みで、一般に、

外貨の短期金利が円貨の短期金利より高いほど、為替ヘッジに係る費用は高くなりま

す。Ｘファンドは為替ヘッジなしのため、為替ヘッジありの投資信託と比べて、為替

変動の影響を大きく受けます」 

４．「Ｘファンドの収益分配金は、年に１度決算日に支払われます。収益分配金のうち普

通分配金は一時所得として課税対象となりますが、つみたてＮＩＳＡ勘定でＸファン

ドを買い付けた場合、普通分配金は非課税となります」 

 

《問９》 Ｓは、Ａに、Ｘファンドに係る費用について説明した。Ｓの説明として、次のうち

最も不適切なものはどれか。 

１．「Ｘファンドは購入時手数料がかからない投資信託です。購入時手数料が無料の投

資信託をノーロードファンドといいます」 

２．「運用管理費用（信託報酬）とは、信託財産で間接的にご負担いただく費用で、Ｘ

ファンドの純資産総額に応じて日々計上され、Ｘファンドの基準価額に反映されます」 

３．「代行手数料とは、受益者への分配金･償還金の支払や運用報告書の交付等の対価と

して、受託会社から販売会社へ支払われる事務代行手数料のことで、受託者報酬（受

託会社が得る運用管理費用（信託報酬））から支払われます」 

４．「監査報酬とは、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」 
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《問10》 Ｓは、Ａに、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、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．「取引残高報告書には、取引内容と預り残高の明細が記載されており、原則として、

３カ月に１回の頻度で取引残高報告書が交付されます」 

２．「直近に取引残高報告書を作成した日から１年以上、Ａさまが投資信託の購入等をさ

れない場合でも、預り残高があれば、１年に１回以上の頻度で取引残高報告書が交付

されます」 

３．「トータルリターン通知制度により、投資信託の初回購入日から計算基準日現在ま

での全期間を通じたトータルリターンが投資信託ごとに計算され、キンザイ銀行から

Ａさまに対して、１年に１回以上の頻度で通知されます」 

４．「トータルリターンは、計算基準日現在の評価金額に累計受取分配金額および累計

売付金額を加えた金額から累計買付金額を控除したもので、累計買付金額に買付時の

購入時手数料は含まれません」 

 

 



 －9－ 〈2022.5 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》 

2022年５月、キンザイ銀行緑町支店に個人顧客Ａ（50代、男性、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はキンザイ銀行でＮＩＳＡ口座と特定口座（源泉徴収あり）を３年前に開設して

いる。今回、特定口座（源泉徴収あり）で保有している国内株式投資信託Ｃファンド

を売却し利益を確定させて、その売却代金で今年度の一般ＮＩＳＡ勘定を利用して、

外国債券投資信託Ｄファンドを購入することを検討している。 

Ａは他の金融機関で資産運用を行っておらず、今まで投資対象が外国債券の投資信

託を保有したことがないため、商品性について詳しく話を聞きたいとのことである。 

 

＜Ａが保有している投資信託＞ 

ＮＩＳＡ口座（一般ＮＩＳＡ勘定） 

：国内株式投資信託Ｂファンド（購入金額：240万円） 

特定口座（源泉徴収あり） 

：国内株式投資信託Ｃファンド（購入金額：100万円） 

 

＜外国債券投資信託Ｄファンドの特徴＞ 

・世界の先進国の高格付債券と新興国の公社債にバランスよく分散投資を行うこと

で、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す運用を行う。 

 

＜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。 

・貯蓄や投資により、計画的に老後資金を準備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」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。 

 



 －10－〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問11》 投資信託の乗換え勧誘について、投資信託協会の「受益証券等の乗換え勧誘時の説

明義務に関するガイドライン」に照らし、次のうち最も適切なものはどれか。 

１. 金融機関の職員が、顧客から資金の運用に関する相談を持ち掛けられ、相談に応じ

るなかで投資信託の売り・買いをセットで勧誘した場合、乗換え勧誘に該当しない。 

２．金融機関の職員が、投資信託の売り・買いをセットで勧誘した際に、売却代金が一

度顧客に返金され、当該売却代金が再度買付代金として入金された場合、乗換え勧誘

に該当しない。 

３．金融機関の職員が、新規の資金で投資信託の買付けを勧め、顧客がその勧誘に応じ

て約定が成立した後に、その受渡日までの間に、職員から売却の勧誘をすることなく、

顧客が自己の判断で当該投資信託の買付代金に充当するため、別の投資信託を売却し

た場合、乗換え勧誘に該当しない。 

４．金融機関の職員が、投資信託の売り・買いをセットで勧誘した結果、当該投資信託

の買付代金を、投資信託の売却代金ではなく別の資金で充当した場合、乗換え勧誘に

該当しない。 

 

《問12》 Ｓは、Ａに、Ｄファンドの投資対象である外国債券に関するリスクについて説明し

た。Ｓの説明として、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．「外国の国債は、各国政府が発行・保証している債券のため高格付を保っており、発

行体が債務不履行に陥ることはありません」  

２．「外国債券には為替変動リスクがあり、売却時や償還時の為替レートが購入時に比べ

て円安になっていれば、一般に、円貨換算後のリターンに対する下落要因となります」  

３．「新興国は先進国に比べて経済規模が小さいため、新興国の発行体が発行する債券

は、先進国の発行体が発行する債券と比べて、カントリーリスクが低くなります」 

４．「金利変動リスクとは、金利の変動によって保有資産の価値が変動するリスクで、債

券を投資対象とする投資信託の場合、一般に、金利の上昇は基準価額の下落要因とな

ります」 

 



 －11－ 〈2022.5 ２級・実技〉

《問13》 Ｓは、Ａに、Ｄファンドの期待収益率について説明した。１年後に各シナリオが実

現する確率（生起確率）および各シナリオにおける予想収益率が下記の【表】のとお

りであるとき、Ｄファンドの１年後の期待収益率として、次のうち最も適切なものは

どれか。なお、「▲」はマイナスを表している。 

【表】 

 生起確率 予想収益率 

シナリオ１ 30％ 10％ 

シナリオ２ 50％ ５％ 

シナリオ３ 20％ ▲６％ 
 

１．4.3％ 

２．5.0％ 

３．6.7％ 

４．9.0％ 

 

《問14》 Ｓは、Ａに、特定口座（源泉徴収あり）で保有しているＣファンドを解約した場合

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、Ｃ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、１口未満は切上げとし、円未満は切捨て

とする。 
 

【条件】 

・購入時基準価額：12,000円 

・購入時手数料：購入価額の1.65％（税込） 

・購入金額：1,000,000円（購入時手数料を含む） 

・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）100円 

・解約時基準価額：13,800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。 
  

 

１．1,090,154円 

２．1,098,481円 

３．1,100,146円 

４．1,103,499円 

 



 －12－〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問15》 Ｓは、Ａに、2024年１月１日から開始予定の新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．「一般ＮＩＳＡは２階建ての新ＮＩＳＡに見直され、新規投資における１階部分の非

課税投資枠は年間20万円、２階部分の非課税投資枠は年間102万円が上限となります」 

２.「新ＮＩＳＡの１階部分は特定累積投資勘定となり、つみたてＮＩＳＡと同じく累積

投資によって買い付けた投資信託を保有することができます。１階部分の投資対象は

つみたてＮＩＳＡで購入可能な商品となります」 

３．「新ＮＩＳＡの２階部分では、高レバレッジの投資信託や監理銘柄・整理銘柄に指定

された上場株式等を除き、現行の一般ＮＩＳＡで購入可能な商品を買い付けることが

できます。２階部分を利用するためには、原則として、１階部分で累積投資を行う必

要があります」 

４.「一般ＮＩＳＡ勘定の非課税期間終了時に保有している投資信託等は、翌年の新ＮＩ

ＳＡの２階部分の非課税投資枠へロールオーバーすることができます。非課税期間終

了時の時価が２階部分の非課税投資枠を超えていた場合でも、１階部分の非課税投資

枠を利用することなくその全額を２階部分へロールオーバーすることができます」 

  



 －13－ 〈2022.5 ２級・実技〉

【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（45歳、女性、会社員）は、老後の生活資金が公的年金だけでは不十分

であるという報道を聞き、そろそろ老後資金の準備を始めなければならないと考えて

いた。Ａは、以前、給与振込口座のあるキンザイ銀行緑町支店を訪れた際に、個人年

金保険を勧められたことを思い出し、詳しい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：これまで子どもの教育資金を優先してきましたが、そろそろ自分の老後資金の準

備も始めたいと思うようになりました。以前は保険料を一括で払う個人年金保険

を勧められましたが、今回は保険料を月々支払う保険商品を検討しています。 

Ｓ：承知いたしました。Ａさまのご希望に沿ったプランをご提案させていただくため、

①意向把握アンケートと事前同意書面へご記入をお願いいたします。 

～Ａは書面の説明を受け、意向把握アンケートと事前同意書面に記入した～ 

Ｓ：ご記入ありがとうございます。それでは、Ａさまのご意向に適合すると思われる

月払いの個人年金保険のうち、当行で取り扱っている②円貨建ての定額個人年金

保険と変額個人年金保険、および外貨建ての定額個人年金保険についてご説明い

たします。 

～Ｓは商品パンフレットを提示して各種個人年金保険の説明を行った～ 

Ａ：個人年金保険でも商品によって運用方法や年金の受取方法が異なるのですね。 

Ｓ：おっしゃるとおりです。具体的な保障内容やプランについては、ご契約前に保険

設計書を作成して改めてご説明いたします。 

Ａ：ありがとうございます。ところで、個人年金保険に加入すると年末調整で控除を

受けることができると聞いたのですが。 

Ｓ：③個人年金保険料控除ですね。それではこちらをご覧ください。 

～Ｓは、個人年金保険料控除とあわせて④年金や死亡保険金等に係る税金につい

て、⑤契約概要および注意喚起情報を用いて説明した～ 

Ａ：なるほど、よくわかりました。どの保険商品にするか家族とも相談します。 

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。 



 －14－〈金融窓口サービス技能検定〉 

《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．意向把握アンケート等を使って顧客の意向把握を行い、意向把握に係る業務を適切

に遂行したことが後から確認できるよう、意向把握に使用した帳票等を保存すること

が求められている。 

２．変額個人年金保険や外貨建ての個人年金保険等の投資性の強い特定保険契約を締結

する場合、金融商品取引法の行為規制が準用されるため、あらかじめ顧客に対して契

約概要および注意喚起情報を記載した契約締結前交付書面を交付しなければならない。 

３．非公開金融情報を保険募集に利用する場合は顧客の事前同意が必要となるが、具体

的な保険募集は行わず、専ら保険募集を目的としたリストの作成等の保険募集の準備

行為のみを行う場合には、顧客の事前同意は不要である。 

４．銀行窓口で保険募集を行う際は、顧客が保険商品を預金等と誤認することのないよ

う、預金等ではないこと、預金保険制度の対象とならないことなどの説明を書面の交

付等によって行い、そのうえで誤認防止に係る説明を理解した旨について、申込受付

時までに顧客から書面（確認書等）により確認を行わなければならない。 

 

《問17》 設例の下線部②に関し、Ｓは、Ａに、月払いの個人年金保険の一般的な商品性につ

いて説明した。Ｓの説明に関する次の㋐～㋓の記述のうち、適切なものはいくつある

か。 
 

㋐．「円貨建ての定額個人年金保険は、契約時に定められた予定利率に基づいて基本年金

額が計算されますが、保険料払込期間中に市場金利の変化により予定利率は変動する

ため、実際の年金受取総額が、当初の基本年金額を下回る可能性があります」 

㋑．「変額個人年金保険は、保険料払込期間中の保険料を特別勘定で運用します。選択し

た特別勘定によって運用成果は異なり、その運用成果は保険契約者に帰属します」 

㋒．「外貨建ての個人年金保険は、為替相場の変動による影響を受けるため、年金受取総

額は円貨換算額での 低保証がありませんが、死亡保険金額には円貨換算額での 低

保証が設定されています」 

㋓．「外貨建ての個人年金保険には、一般に、保険料を円貨で払い込む特約が付加されて

います。この特約が付加された外貨建ての個人年金保険の場合、円貨建ての保険料は

毎月一定額ですが、指定通貨建ての保険料は、その円貨建ての保険料を保険会社所定

の為替レートによって指定通貨に換算した金額となるため毎月変動します」 
 

１．１つ 

２．２つ 

３．３つ 

４．４つ 

 



 －15－ 〈2022.5 ２級・実技〉

《問18》 設例の下線部③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。 
 

個人年金保険料控除を受けるためには、個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約

を付加する必要がある。個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、保険契約に

おいて、年金受取人が被保険者と同一、かつ、保険契約者またはその配偶者であること、

保険料払込期間が（ ㋐ ）年以上であること、年金の種類が確定年金や有期年金の場

合、年金受取開始時に年金受取人の年齢が（ ㋑ ）歳以上であること、かつ、年金受

取期間が（ ㋒ ）年以上であること等の要件を満たす必要がある。要件を満たさなく

なるような契約内容の変更はできず、個人年金保険料税制適格特約だけを解約すること

はできない。 

 

１．㋐10   ㋑60   ㋒10  

２．㋐15   ㋑60   ㋒５ 

３．㋐10   ㋑65   ㋒５ 

４．㋐15   ㋑65   ㋒10   

 

《問19》 設例の下線部④に関し、Ｓは、Ａに、年金・死亡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は月払いの外貨建ての定額個人年金保険（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Ｂが死亡保険金受

取人であるものとする。 

１．「Ａさまが契約締結日から５年経過後、年金受取開始日前に契約を解約し、既払込保

険料総額を超える解約返戻金を受け取った場合、その差益は雑所得として課税対象と

なります」 

２．「Ａさまが年金受取期間中に毎年受け取る年金は、雑所得として課税対象となり、公

的年金等控除の対象となります」 

３．「Ａさまが年金受取開始時に年金を一時金として一括で受け取る場合、当該一時金は

一時所得として課税対象となります」 

４．「Ａさまが保険料払込期間中に亡くなられた場合、Ｂさまに死亡保険金が支払われま

す。当該死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、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ません」 

 

 



 －16－〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問20》 設例の下線部⑤に関し、Ｓは、Ａに、保険業法上のクーリング・オフ制度について

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．「保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を受け取った日が５月23

日、保険契約の申込日が５月24日、第１回保険料充当金の払込完了日が５月25日の場

合、クーリング・オフを行うことができるのは６月２日までとなります」 

２．「クーリング・オフに関する書面は、必ず生命保険会社宛てに郵送しなければならず、

募集代理店である銀行宛てに郵送してもクーリング・オフは適用されません」 

３．「保険料を円貨で払い込む特約等を付加せず、指定通貨（外貨）で保険料を払い込ん

だ保険契約についてクーリング・オフを行う場合、その指定通貨（外貨）で返金され

るため、為替レートによっては円貨換算した際に元本割れが生じる可能性があります」 

４．「保険会社の指定する医師による診査を受けている場合や、保険期間が１年以下の保

険契約の場合などは、クーリング・オフが可能な期間内であってもクーリング・オフ

を行うことができません」 

 



 －17－ 〈2022.5 ２級・実技〉

【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》 

2022年５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、「私は大学卒業後から今に至るまでＫ社に勤務

しています。今年７月に還暦を迎えるため、公的年金についてより具体的に理解を深

めたいと思います。ぜひ、私の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に関する情報である。 

 

＜Ａからの質問事項＞ 

①老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給要件について 

②定年後にＫ社に再雇用された場合の厚生年金保険について 

③老齢年金の受給方法について 

④自分が死亡した場合の遺族年金について 

⑤公的年金等に係る税金について 

 

＜Ａの国民年金保険料の納付状況など＞ 

・1962年７月２日生まれ（59歳） 

・20歳到達時（1982年７月）から大学卒業（1985年３月）までは国民年金に任意加

入し、第１号被保険者として国民年金保険料を納付済みである。1985年４月から、

厚生年金保険の適用事業所であるＫ社に就職して現在に至っており、2022年６月

までで国民年金と厚生年金保険の加入期間を合わせて保険料納付済期間が480月と

なる予定である。  

・定年となる60歳以降もＫ社に嘱託社員として再雇用される予定である。 

 

＜Ａの家族の情報＞ 

・妻Ｂ（1970年１月18日生まれ、52歳、専業主婦） 

短大卒業と同時にＡと結婚し、以後専業主婦であり、今後も就職する予定はない。 

・子Ｃ（1999年７月21日生まれ、22歳、会社員） 

県外で１人暮らしをしており、Ａとは生計は別である。 

・子Ｄ（2002年12月３日生まれ、19歳、大学生） 

ＡおよびＢと同居している。アルバイト等はしておらず、収入はない。 

 

  ※Ａは、妻Ｂおよび子Ｄと同居し、生計維持関係にある。 

※妻Ｂ、子Ｃおよび子Ｄは、現在および将来においても、公的年金制度における障

害等級に該当する障害の状態にないものとする。 

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 



 －18－〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問21》 設例の下線部①に関し、Ｍは、Ａに、老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給要件

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。 
 

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、保険料免除期間

および合算対象期間の合計期間である受給資格期間が（ ㋐ ）月以上であることが

必要です。また、老齢厚生年金を受給するためには、年齢が（ ㋑ ）歳以上である

こと、（ ㋒ ）以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していること、および老齢

基礎年金の受給資格期間を満たしていることが必要です。 
  

 

１．㋐300 ㋑65   ㋒１年 

２．㋐300 ㋑60   ㋒１カ月 

３．㋐120 ㋑65   ㋒１カ月 

４．㋐120 ㋑60   ㋒１年 

 

《問22》 設例の下線部②に関し、Ｍは、Ａに、定年後に再雇用された場合の厚生年金保険に

ついて説明した。Ｍの説明として、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．「ＡさまがＫ社に再雇用され、所定の要件を満たしている場合、 長で70歳に到達す

る日の前日まで厚生年金保険に加入することができます」 

２．「Ａさまが60歳以降も厚生年金保険に引き続き加入する場合、厚生年金保険料は全額

自己負担となります」 

３．「Ａさまが60歳以降も厚生年金保険に引き続き加入した場合、将来受け取る老齢基礎

年金の額および老齢厚生年金の額を増額することができます」 

４．「Ａさまが60歳以降も厚生年金保険に引き続き加入している場合、Ｂさまは60歳に到

達するまで国民年金の第３号被保険者となります」 

 

 

 



 －19－ 〈2022.5 ２級・実技〉

《問23》 設例の下線部③に関し、Ｍは、Ａに、2022年４月に施行された「年金制度の機能強

化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の改正事項を踏まえて、老齢年金の

受給について説明した。Ｍの説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．「年金制度の改正により、2022年４月１日以降に70歳になる者の老齢年金の繰下げ

支給の申出期間が、66歳以降70歳に達する月までから66歳以降75歳に達する月までに

引き上げられました」 

２．「66歳以降に老齢年金の繰下げ支給の申出を行った場合、65歳に達した月から繰下

げ申出月の前月までの月数に0.7％を乗じて算出した増額率に応じて、年金額が増額さ

れます」 

３．「老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、同時に両方の申出を行

うことも、どちらか一方だけ申出を行うこともできます」 

４．「仮にＡさまが66歳以降に老齢厚生年金の繰下げ支給の申出を行う場合、65歳到達

時以降は老齢厚生年金の繰下げ待機期間中であっても、配偶者加給年金額のみ支給を

受けることができます」 

 

《問24》 設例の下線部④に関し、Ｍは、Ａに、Ａが現時点で死亡した場合の遺族年金につい

て説明した。Ｍの説明として、次のうち最も適切なものはどれか。 

１．「Ｂさまは、Ｄさまが20歳に達するまでの間、遺族基礎年金を受給することができま

す」 

２．「Ｂさまは、Ａさまが亡くなられた時からＢさまが老齢基礎年金の受給権を取得する

までの間、寡婦年金を受給することができます」 

３．「Ｂさまが受け取る遺族厚生年金の額は、Ａさまの厚生年金保険の被保険者記録を基

礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の３分の２相当額です」 

４．「Ｂさまは、65歳に達するまでの間、遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算され

ます」 

 



 －20－〈金融窓口サービス技能検定〉 

《問25》 設例の下線部⑤に関し、Ｍは、Ａに、公的年金等に係る税金について説明した。 

Ｍの説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。 

１．「65歳以上の年金受給者が、その年に受け取る老齢年金の額が158万円以上である場

合、その支給時に所得税および復興特別所得税の源泉徴収の対象となります」 

２．「公的年金等の支払者に対して「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出し

た場合、公的年金等に係る源泉徴収税率（所得税および復興特別所得税の合計税率）

は10.21％となります」 

３．「その年の公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ、公的年金等に係る雑所得以

外の所得金額が20万円以下である場合、原則として、所得税の確定申告書を提出する

必要はありません」 

４．「公的年金制度から遺族が受け取る遺族年金は、所得税および相続税の課税対象と

なりません」 

 

 

（終） 
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