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農業近代化資金の円滑な融通のためのガイドライン（平成17年４月１日付け16経営第8870号農林水産省経営局長通知）の一部改正新旧対照表
（下線部分は改正部分）

改 正 後 現 行

第２ 近代化資金の貸付条件について 第２ 近代化資金の貸付条件について
地域農業の担い手となる農業者の自主性と創意工夫を活かした経営改善が着実に 地域農業の担い手となる農業者の自主性と創意工夫を活かした経営改善が着実に

行われることを目指して、近代化資金の貸付条件は以下を基準とする。 行われることを目指して、近代化資金の貸付条件は以下を基準とする。
１ 貸付対象者 １ 貸付対象者

近代化資金の貸付対象者は、担い手への集中化・重点化を図り、地域農業の担い 近代化資金の貸付対象者は、担い手への集中化・重点化を図り、地域農業の担い
手を育成する観点から、次に掲げる者（以下「農業者等」という）とする。 手を育成する観点から、次に掲げる者（以下「農業者等」という ）とする。。
(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）
(4) 農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が主たる構成員 (4) 農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が主たる構成員
若しくは出資者となっている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で 若しくは出資者となっている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で
あって、次に掲げるもの 次に定めるもの
ア～オ（略） ア～オ（略）
カ 農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の貯蔵、 （新設）
運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業、
農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業（以下「農業振興事業」
という ）を主たる事業として行う事業協同組合（農業者、農業協同組合又は農。
業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る 、事。）
業協同小組合（農業者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る ）。
及び協同組合連合会（農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議
決権の過半数を有しているものに限る ）。

キ・ク（略） カ・キ（略）
ケ 農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社（会社法（平成1 ク 農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物
7年法律第86号)第575条第１項に規定する持分会社をいう。以下同じ ）であっ の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造。
て、農業者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあっては総 の事業、農作業の受託の事業その他の農業の振興に資する事業を主たる事業と
株主の議決権（地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をする して営む株式会社及び持分会社（会社法（平成17年法律第86号)第575条第１項
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式について に規定する持分会社をいう。以下同じ ）であって、農業者、農業協同組合又は。
の議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみな 農業協同組合連合会が、株式会社にあっては総株主の議決権（地方公共団体が
される株式についての議決権を含む ）の過半数を有しているもの、持分会社に 有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき。
あっては業務を執行する社員の過半を占めているもの 議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条

第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
含む ）の過半数を有しているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の。
過半を占めているもの

コ（略） ケ（略）

２ 融資機関 ２ 融資機関
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近代化資金の融資機関は、次のとおりとする。 近代化資金の融資機関は、次のとおりとする。
(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）
(5) 銀行 （5）銀行、信用金庫及び信用協同組合
(6) 株式会社商工組合中央金庫
(7) 信用金庫及び信用金庫連合会
(8) 信用協同組合並びに中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）第９条の９

第１項第１号及び第２号の事業を併せ行う協同組合連合会

３ ３
(1) （略） (1) （略）
(2) １の(2)から(4)までに掲げる者に対する貸付け (2) １の(2)から(4)に掲げる者に対する貸付け
（中略） （中略）

４（略） ４（略）

５ 償還期限及び据置期間 ５ 償還期限及び据置期間
近代化資金の償還期限（据置期間を含む。以下同じ ）及び据置期間は、下表に 近代化資金の償還期限（据置期間を含む。以下同じ ）及び据置期間は、下表に。 。

示す年数の範囲内で、借入希望者の経営状況、融資対象施設の性質、規模、耐用年 示す年数の範囲内で、借入希望者の経営状況、融資対象施設の性質、規模、耐用年
数等を総合的に勘案し、適正な期間を設定するものとする。 数等を総合的に勘案し、適正な期間を設定するものとする。
ただし 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 平 ただし 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 平、 （ 、 （

成23年法律第40号）第111条の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特別 成23年法律第40号）第111条の規定に基づき、東日本大震災に対処するための特別
の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令（平 の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令（平
成23年政令132号）第３条第１項に規定する者にあっては、下表の償還期限及び据 成23年政令132号）第３条第１項に規定する者にあっては、下表の償還期限及び据
置期間について、それぞれ３年間延長するものとする （ただし、平成27年３月31 置期間について、それぞれ３年間延長するものとする （ただし、平成25年３月31。 。
日までの間に貸し付けられるものに限る ） 日までの間に貸し付けられるものに限る ）。 。
（中略） （中略）

６ 貸付利率 ６ 貸付利率
(1) （略） (1) （略）
(2) 認定農業者等に係る貸付利率の特例 (2) 認定農業者等に係る貸付利率の特例

認定農業者等が農業経営基盤強化促進法第12条第１項に規定する農業経営改 認定農業者等が農業経営基盤強化促進法第12条第１項に規定する農業経営改
善計画に即して農業経営の展開を図るのに必要な近代化資金を借り入れる場合 善計画に即して農業経営の展開を図るのに必要な近代化資金を借り入れる場合
等（第２の３の(1)のカの(ｱ)及び(ｲ)に掲げる資金を借り入れる場合を除く。７ 等（第２の３の(1)のカの(ｱ)及び(ｲ)に掲げる資金を借り入れる場合を除く。７

。） 、 、 。） 、 、の(2)において同じ については 認定農業者等の借入金利負担を軽減するため の(2)において同じ については 認定農業者等の借入金利負担を軽減するため
実際に認定農業者等が負担することとなる近代化資金の貸付利率の水準を償還期限 実際に認定農業者等が負担することとなる近代化資金の貸付利率の水準を償還期限
に応じ、農業経営基盤強化資金実施要綱（平成６年６月29日付け６農経Ａ第665 に応じ、農業経営基盤強化資金実施要綱（平成６年６月29日付け６農経Ａ第665
号農林水産事務次官依命通知 第３の４に定める農業経営基盤強化資金 以下 ス 号農林水産事務次官依命通知 第３の４に定める農業経営基盤強化資金 以下 ス） （ 「 ） （ 「
ーパーＬ資金」という ）の貸付利率の水準に引き下げるのに必要な額を、農業経 ーパーＬ資金」という ）の貸付利率の水準に引き下げるのに必要な額を、農業経。 。
営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱（平成24年４月６日付け23経営第35 営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱（平成24年４月６日付け23経営第35
36号農林水産事務次官依命通知。以下「利子助成事業実施要綱」という ）に定め 36号農林水産事務次官依命通知。以下「利子助成事業実施要綱」という ）に定め。 。
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るところにより、公益財団法人農林水産長期金融協会（昭和39年９月15日に財団法 るところにより、財団法人農林水産長期金融協会（昭和39年９月15日に財団法人高
人高風会という名称で設立された法人をいう。以下「長期金融協会」という ）か 風会という名称で設立された法人をいう。以下「長期金融協会」という ）から当。 。
ら当該認定農業者等に対して、毎年度国の予算の範囲内で助成するものとする。 該認定農業者等に対して、毎年度国の予算の範囲内で助成するものとする。

なお、この貸付利率の特例は、貸付額（農業近代化資金融通措置要綱(平成14 なお、この貸付利率の特例は、貸付額（本ガイドラインの制定により改正さ
年７月１日付け14経営第1747号農林水産事務次官依命通知)、同要綱による廃止 れる前の農業近代化資金融通措置要綱(平成14年７月１日付け14経営第1747号農
前の認定農業者育成推進資金融通措置要綱(平成10年４月８日付け10農経Ａ第32 林水産事務次官依命通知)、同要綱による廃止前の認定農業者育成推進資金融通
1号農林水産事務次官依命通知)及び認定農業者育成確保資金融通措置要綱(平成 措置要綱(平成10年４月８日付け10農経Ａ第321号農林水産事務次官依命通知)及
13年５月１日付け13経営第357号農林水産事務次官依命通知)に定める資金の貸 び認定農業者育成確保資金融通措置要綱(平成13年５月１日付け13経営第357号
付残高を通算するものとする。７の(2)において同じ ）が、個人にあっては1,8 農林水産事務次官依命通知)に定める資金の貸付残高を通算するものとする。７。
00万円、法人にあっては3,600万円に達するまでに限り、適用するものとする。 の(2)において同じ ）が、個人にあっては1,800万円、法人にあっては3,600万。

円に達するまでに限り、適用するものとする。

７ （略） ７ （略）

第３ 利子補給の措置等について 第３ 利子補給の措置等について
１～３ （略） １～３ （略）
４ その他 ４ その他
(1)～(5) （略） (1)～(5) （略）
(6) 東北地方太平洋沖地震（以下「地震」という ）が発生した平成23年３月11日か (6) 東北地方太平洋沖地震（以下「地震」という ）が発生した平成23年３月11日か。 。

ら平成26年３月31日までの間に都道府県の利子補給承認が行われ、地震により著 ら平成25年３月31日までの間に都道府県の利子補給承認が行われ、地震により著
しい被害を受けた農業者等が借り入れる資金については、東日本大震災復旧・復 しい被害を受けた農業者等が借り入れる資金については、東日本大震災復旧・復
興農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱（平成24年４月６日付け2 興農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱（平成24年４月６日付け2
3経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「東日本大震災利子助成事業実施 3経営第3536号農林水産事務次官依命通知。以下「東日本大震災利子助成事業実施
要綱」という ）に規定するところにより、第２の６の(1)に規定する利率を０％ 要綱」という ）に規定するところにより、第２の６の(1)に規定する利率を０％。 。

（ 、 。） （ 、 。）に引き下げるのに必要な額 ただし 2.0％引き下げるのに必要な額を限度とする に引き下げるのに必要な額 ただし 2.0％引き下げるのに必要な額を限度とする
を、長期金融協会から、貸付後最長18年間(ただし、農業の高度化や地域振興を図 を、長期金融協会から、貸付後最長18年間(ただし、農業の高度化や地域振興を図
り、質的な向上を目指すために融通される場合は、貸付当初５年間 、毎年度国の り、質的な向上を目指すために融通される場合は、貸付当初５年間 、毎年度国の） ）
予算の範囲内で当該農業者等に対して助成するものとする。 予算の範囲内で当該農業者等に対して助成するものとする。
ただし、補助残融資資金（東日本大震災利子助成事業実施要綱第３の２の(1)に ただし、補助残融資資金（東日本大震災利子助成事業実施要綱第３の２の(1)に

規定する直接被災者に東日本大震災農業生産対策交付金実施要綱（平成23年５月 規定する直接被災者に東日本大震災農業生産対策交付金実施要綱（平成23年５月
２日付け23生産第720号農林水産事務次官依命通知）に規定する事業を対象として ２日付け23生産第720号農林水産事務次官依命通知）に規定する事業を対象として
融通される場合を除く ）については、本規定は適用しないものとする。 融通される場合を除く ）については、本規定は適用しないものとする。。 。

また、本規定により長期金融協会から助成を受けた認定農業者等に対しては、 また、本規定により長期金融協会から助成を受けた認定農業者等に対しては、
第２の６の(2)の規定による助成は行わないものとする（ただし、認定農業者等に 第２の６の(2)に規定する助成は行わないものとする（ただし、認定農業者等に対

、 。）。対する本規定による助成期間終了後の残存償還期間については、この限りでな する本規定による助成期間終了後の残存償還期間については この限りでない
い 。。）

附 則 （平成25年４月１日24経営第3672号）
この通知は、平成25年４月１日から施行する。


