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○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23経営第3536号農林水産事務次官依命
通知）の一部改正・新旧対照表（下線部は改正箇所）

改 正 案（新） 現 行（旧）

第３ 事業の内容 第３ 事業の内容
１ 平成25年度以前交付決定分の利子助成金の交付事業 １ 平成24年度以前交付決定分の利子助成金の交付事業

協会は、株式会社日本政策金融公庫その他の融資機関（以下「融資機関」と 協会は、株式会社日本政策金融公庫その他の融資機関（以下「融資機関」と
いう。）の貸付決定又は都道府県の利子補給承認が行われた資金のうち、別表 いう。）の貸付決定又は都道府県の利子補給承認が行われた別表１に掲げる資
１に掲げるものについては別表２に掲げる実質負担利率の軽減幅（以下「軽減 金については、協会が利子助成金の交付を決定した者に対し、別表２に掲げる
幅」という。）により、別表３に掲げるものについては別表４に掲げる軽減幅 実質負担利率の軽減幅により、国の予算の範囲内で利子助成金を交付するもの
により、別表５に掲げるものについては別表６に掲げる軽減幅により、協会が とする。
利子助成金の交付を決定した者に対し、国の予算の範囲内で利子助成金を交付
するものとする。

また、別表３に掲げる資金については、別表４に掲げる実質負担利率の軽減
幅により、国の予算の範囲内で利子助成金を交付するものとする。

２ 平成26年度交付決定分の利子助成金の交付事業 ２ 平成25年度交付決定分の利子助成金の交付事業
協会は、別表７に掲げる対象要件を満たす対象資金について、別表８に掲げ 協会は、別表５に掲げる対象要件を満たす対象資金について、別表６に掲げ

る実質負担利率の軽減幅により、国の予算の範囲内で利子助成金を交付するも る実質負担利率の軽減幅により、国の予算の範囲内で利子助成金を交付するこ
のとする。 ととし、次のとおり取り扱うものとする。

また、利子助成金の交付対象者は、特定被災区域（東日本大震災に対処する （１）利子助成金は、特定被災区域（東日本大震災に対処するための特別の財政
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２条第 援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）第２条第３項に規定する
３項に規定する特定被災区域をいう。）にほ場、事業所その他の事業拠点を有 特定被災区域をいう。）にほ場、事業所その他の事業拠点を有する被災農業
する被災農業者等のうち、次のいずれかの要件を満たす者とする。 者等のうち、次の要件を満たす者を交付対象者とし、交付するものとする。
ア その主要な事業用資産について、東日本大震災（平成23年３月11日に発生 ア その主要な事業用資産について、地震（平成23年３月11日に発生した東

した東北地方太平洋沖地震（以下「地震」という。）及びこれに伴う原子力 北地方太平洋沖地震をいう。以下同じ。）の影響により浸水、流失、滅失、
発電所の事故による災害をいう。以下同じ。）の影響により浸水、流失、滅 損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当
失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相 の機関（以下「市町村長等」という。）から受けた者（市町村長等の事情
当の機関（以下「市町村長等」という。）から受けた者（市町村長等の事情 によりこれにより難い場合は、証明に準ずる確認を受けた者を含む。以下
によりこれにより難い場合は、証明に準ずる確認を受けた者を含む。以下「直 「直接被災者」という。）
接被災者」という。）

イ その生産物（その加工品を含む。）について、東日本大震災の影響により イ その生産物（その加工品を含む。）について、地震の影響により事業活
事業活動の継続が困難となった取引先の事業活動に概ね５割以上依存してい 動の継続が困難となった取引先の事業活動に概ね５割以上依存しているこ
ること又は概ね２割以上依存し次のいずれかの要件を満たすことの証明を市 と又は概ね２割以上依存し次のいずれかの要件を満たすことの証明を市町
町村長等から受けた者（市町村長等の事情によりこれにより難い場合は、証 村長等から受けた者（市町村長等の事情によりこれにより難い場合は、証
明に準ずる確認を受けた者を含む。以下「間接被災者」という。） 明に準ずる確認を受けた者を含む。以下「間接被災者」という。）

（ア）別表７に掲げる対象要件を満たす対象資金の借入れの申込み（以下「借 （ア）別表５に掲げる対象要件を満たす対象資金の借入れの申込み（以下「借
入申込」という。）までの２か月の売上額、受注額若しくは生産量等（出 入申込」という。）までの２か月の売上額、受注額若しくは生産量等（出
荷量・販売量・取引量）が東日本大震災前の直近年同期に比して３割以上 荷量・販売量・取引量）が地震前の直近年同期に比して３割以上減少し
減少していること又は経営費が３割以上上昇していること。 ていること又は経営費が３割以上上昇していること。

（イ）東日本大震災後の年間売上額、年間受注額若しくは年間生産量等が東日 （イ）地震後の年間売上額、年間受注額若しくは年間生産量等が地震前の直
本大震災前の直近年に比して１割以上減少すると見込まれること又は年間 近年に比して１割以上減少すると見込まれること又は年間経営費が１割
経営費が１割以上上昇すると見込まれること。 以上上昇すると見込まれること。

（削る。） （２）国の補助金（交付金を含む。）の交付決定を受けた事業の補助残事業部分
に充てるために融通される資金（以下「補助残融資資金」という。）につい
ては、原則として利子助成の対象とはしないものとするが、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72
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0号農林水産事務次官依命通知）に定める事業を対象として融通される補助
残融資資金に限り、利子助成の対象とするものとする。

第５ 利子助成金の交付の停止及び返還 第５ 利子助成金の交付の停止及び返還
１ 協会は、利子助成金の交付対象者に正当な理由がなく、次に掲げる事由のい １ 協会は、利子助成金の交付対象者に正当な理由がなく、次に掲げる事由のい

ずれかに該当する場合であって、かつ改善の見込みがないと認められるときは、 ずれかに該当する場合であって、かつ改善の見込みがないと認められるときは、
経営局長の承認を受けて協会が別に定めるところにより、利子助成金の交付を 経営局長の承認を受けて協会が別に定めるところにより、利子助成金の交付を
停止し、又は既に交付した利子助成金の全部又は一部について、交付対象者か 停止し、又は既に交付した利子助成金の全部又は一部について、交付対象者か
ら返還させることができるものとする。 ら返還させることができるものとする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）
（４）交付対象者が農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第13条第２ （４）交付対象者が農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第12条の２

項の規定により農業経営改善計画の認定を取り消されたとき 第２項の規定により農業経営改善計画の認定を取り消されたとき
（５） （略） （５） （略）
２ （略） ２ （略）

別記様式 第１号（第７の１関係） 別記様式 第１号（第７の１関係）
平成 年度利子助成金交付計画書 平成 年度利子助成金交付計画書

番 号 番 号
年月日 年月日

農林水産省経営局長 殿 農林水産省経営局長 殿

住 所 住 所
申請者名 印 申請者名 印

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 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第
第７の１の規定に基づき、下記のとおり承認を申請する。 ７の１の規定に基づき、下記のとおり承認を申請する。

記 記

１ 利子助成金交付事業計画 １ 利子助成金交付事業計画
（１）利子助成金 （１）利子助成金
① 平成23年度交付決定分 ① 平成23年度交付決定分

（単位：千円） （単位：千円）
助成対象資金名 助成対象資金 利子助成金 備考 区分 助成対象資金 利子助成金 備考

貸付金残高 交付額 貸付金残高 交付額
農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金 農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農林漁業施設資金 農林漁業施設資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業基盤整備資金 農業基盤整備資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業経営基盤強化資金 農業経営基盤強化資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
経営体育成強化資金 経営体育成強化資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
塩業資金 塩業資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
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農業近代化資金 農業近代化資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業経営負担軽減支援資金 農業経営負担軽減支援資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)

合計 合計

② 平成24年度交付決定分 ② 平成24年度交付決定分
（単位：千円） （単位：千円）

助成対象資金名 助成対象資金 利子助成金 備考 区分 助成対象資金 利子助成金 備考
貸付金残高 交付額 貸付金残高 交付額

農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金 農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農林漁業施設資金 農林漁業施設資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業基盤整備資金 農業基盤整備資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業経営基盤強化資金 農業経営基盤強化資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
経営体育成強化資金 経営体育成強化資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
塩業資金 塩業資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業近代化資金 農業近代化資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業経営負担軽減支援資金 農業経営負担軽減支援資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)

合計 合計

③ 平成25年度交付決定分 ③ 平成25年度交付決定分
（単位：千円） （単位：千円）

助成対象資金名 助成対象資金 利子助成金 備考 区分 助成対象資金 助成対象資金貸付金残高 利子助成金 備考
貸付金残高 交付額 貸付計画額 期首貸付金残高 期末貸付金残高 交付額

農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金 農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農林漁業施設資金 農林漁業施設資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業基盤整備資金 農業基盤整備資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業経営基盤強化資金 農業経営基盤強化資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
経営体育成強化資金 経営体育成強化資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
塩業資金 塩業資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業近代化資金 農業近代化資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)
農業経営負担軽減支援資金 農業経営負担軽減支援資金
(農業経営復旧･復興対策) (農業経営復旧･復興対策)

合計 合計
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④ 平成26年度交付決定分 （新設）
（単位：千円）

助成対象資金名 助成対象資金 助成対象資金貸付金残高 利子助成金 備考
貸付計画額 期首貸付金残高 期末貸付金残高 交付額

農林漁業ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金
(農業経営復旧･復興対策)
農林漁業施設資金
(農業経営復旧･復興対策)
農業基盤整備資金
(農業経営復旧･復興対策)
農業経営基盤強化資金
(農業経営復旧･復興対策)
経営体育成強化資金
(農業経営復旧･復興対策)
塩業資金
(農業経営復旧･復興対策)
農業近代化資金
(農業経営復旧･復興対策)
農業経営負担軽減支援資金
(農業経営復旧･復興対策)

合計

（２） （略） （２） （略）

２ 添付書類 ２ 添付書類
利子助成金交付事業に関する事業計画書及び収支予算書 利子助成金交付事業に関する事業計画書、収支予算書及び交付規程

別記様式 第３号（第７の３関係） 別記様式 第３号（第７の３関係）
平成 年度利子助成金交付実績報告書 平成 年度利子助成金交付実績報告書

番 号 番 号
年月日 年月日

農林水産省経営局長 殿 農林水産省経営局長 殿

住 所 住 所
申請者名 印 申請者名 印

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第 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第
７の３の規定に基づき、下記のとおり報告する。 ７の３の規定に基づき、下記のとおり報告する。

記 記

１ 利子助成金交付事業実績 １ 利子助成金交付事業実績
（１）利子助成金 （１）利子助成金
① 平成23年度交付決定分 ① 平成23年度交付決定分

（単位：円） （単位：円）
融資機関 助成対象 助成対象資金貸付金残高 利子助成金 備考 融資機関 助成対象 助成対象資金貸付金残高 利子助成金 備考

資金名 期首貸付金残高 期末貸付金残高 交付額 資金名 期首貸付金残高 期末貸付金残高 交付額



- 5 -

（うち23年度補正予算(第1号)分） （うち23年度補正予算(第1号)分）
（うち23年度補正予算(第3号)分） （うち23年度補正予算(第3号)分）

合計 計

② 平成24年度交付決定分 ② 平成24年度交付決定分
（単位：円） （単位：円）

融資機関 助成対象 助成対象資金貸付金残高 利子助成金 備考 融資機関 助成対象 助成対象資金貸付金残高 利子助成金 備考
資金名 期首貸付金残高 期末貸付金残高 交付額 資金名 期首貸付金残高 期末貸付金残高 交付額

合計 計

③ 平成25年度交付決定分 ③ 平成25年度交付決定分
（単位：円） （単位：円）

融資機関 助成対象 助成対象資金貸付金残高 利子助成金 備考 融資機関 助成対象 助成対象資金貸 助成対象資金貸付金残高 利子助成金 備考
資金名 期首貸付金残高 期末貸付金残高 交付額 資金名 付計画額 期首貸付金残高 期末貸付金残高 交付額

合計 計

④ 平成26年度交付決定分 （新設）
（単位：円）

融資機関 助成対象 助成対象資金貸 助成対象資金貸付金残高 利子助成金 備考
資金名 付計画額 期首貸付金残高 期末貸付金残高 交付額

合計

（２）交付事務関係費 （２）交付事務関係費
（単位：円） （単位：円）

利子助成金交付 負担区分 利子助成金交付 負担区分
区分 事業に要した 国庫補助 その他 備考 区分 事業に要した 国庫補助 その他 備考

経費(A)＋(B) (A) (B) 経費(A)＋(B) (A) (B)
合計 計

２ （略） ２ （略）

別表１（平成23年度措置に係る利子助成対象資金） 別表１
利子助成対象資金 対象要件 利子助成対象期間 対象融資枠 利子助成対象資金 対象要件 利子助成対象期間 対象融資枠
(1)農林漁業セー 地震の後から平成24年３月31日までの間 最長18年 640億 (1)農林漁業セー 地震の後から平成24年３月31日までの間 最長18年 640億
フティネット資 に、直接被災者（地震の影響による損害を 間 円 フティネット資 に、直接被災者及び間接被災者に対して融 間 円
金（農業経営復 受けたことの証明を市町村長等から受けた た だ （ 注 金（農業経営復 通された農林漁業セーフティネット資金（農 た だ（注）
旧・復興対策） 者（市町村長等の事情によりこれにより難 し、農業 ２） 旧・復興対策） 林漁業セーフティネット資金実施要綱（平 し、農業

い場合は、証明に準ずる確認を受けた者を の高度化 成19年３月30日付け18経営第7581号農林水 の高度化
含む。）に限る。以下「地震直接被災者」と や地域振 産事務次官依命通知）第２に定める資金（た や地域振
いう。）及び間接被災者（地震の影響による 興 を 図 だし、農業を営む者に貸し付けられるもの 興 を 図
損害を受けたことの証明を市町村長等から り、質的 に限る。）をいう。）。 り、質的
受けた者（市町村長等の事情によりこれに な向上を な向上を
より難い場合は、証明に準ずる確認を受け 目指すた 目指すた
た者を含む。）に限る。以下「地震間接被災 めに融通 めに融通
者」という。）に対して融通された農林漁業 される場 される場
セーフティネット資金（農林漁業セーフテ 合は、貸 合は、貸
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ィネット資金実施要綱（平成19年３月30日 付当初５ 付当初５
付け18経営第7581号農林水産事務次官依命 年間とす 年間とす
通知）第２に定める資金（農業を営む者に る。 る。
貸し付けられるものに限る。）及び農林漁業
セーフティネット資金実施要綱（平成19年
３月30日付け府沖振第192号内閣府沖縄振興
局長通知）第２に定める資金（農業を営む
者に貸し付けられるものに限る。）をいう。
以下同じ。）。

(2)農林漁業施設 地震の後から平成24年３月31日までの間 (2)農林漁業施設 地震の後から平成24年３月31日までの間
資金（農業経営 に、地震直接被災者に対して融通された農 資金（農業経営 に、直接被災者に対して融通された農林漁
復旧・復興対策）林漁業施設資金（株式会社日本政策金融公 復旧・復興対策）業施設資金（株式会社日本政策金融公庫法

庫法（平成19年法律第57号）別表第１第８ （平成19年法律第57号）別表第１第８号の
号の下欄のニ及びナの資金（農業を営む者 下欄のニ及びナの資金（ただし、農業を営
に貸し付けられるものに限る。）、同欄のネ む者に貸し付けられるものに限る。）、同法
の資金（農業を営む者の組織する法人（こ 別表第１第８号の下欄のネの資金（ただし、
れらの者又は地方公共団体が主たる構成員 農業を営む者の組織する法人（これらの者
若しくは出資者となっているか又は基本財 又は地方公共団体が主たる構成員若しくは
産の額の過半を拠出している法人で農業の 出資者となっているか又は基本財産の額の
振興を目的とするものを含む。）に貸し付け 過半を拠出している法人で農業の振興を目
られるものに限る。）、沖縄振興開発金融公 的とするものを含む。）に貸し付けられるも
庫法施行令（昭和47年政令第186号）第２条 のに限る。）並びに獣医療法（平成４年法律
第１号ニ及びネの資金（農業を営む者に貸 第46号）第15条第１項の資金をいう。）。
し付けられるものに限る。）、同号のツの資
金（農業を営む者の組織する法人（これら
の者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か又は基本財産の
額の過半を拠出している法人で農業の振興
を目的とするものを含む。）に貸し付けられ
るものに限る。）並びに獣医療法（平成４年
法律第46号）第15条第１項の資金をいう。
以下同じ。）。

(3)農業基盤整備 地震の後から平成24年３月31日までの間 (3)農業基盤整備 地震の後から平成24年３月31日までの間
資金（農業経営 に、地震直接被災者に対して融通された農 資金（農業経営 に、直接被災者に対して融通された農業基
復旧・復興対策）業基盤整備資金（株式会社日本政策金融公 復旧・復興対策）盤整備資金（株式会社日本政策金融公庫法

庫法別表第１第８号の下欄のイの資金及び 別表第１第８号の下欄のイの資金をいう。）。
沖縄振興開発金融公庫法施行令第２条第１
号イの資金をいう。以下同じ。）。

(4)農業経営基盤 地震の後から平成24年３月31日までの間 (4)農業経営基盤 地震の後から平成24年３月31日までの間
強化資金（農業 に、地震直接被災者及び地震間接被災者に 強化資金（農業 に、直接被災者及び間接被災者に対して融
経営復旧・復興 対して融通された農業経営基盤強化資金（農 経営復旧・復興 通された農業経営基盤強化資金（農業経営
対策） 業経営基盤強化資金実施要綱（平成６年６ 対策） 基盤強化資金実施要綱（平成６年６月29日

月29日付け６農経A第665号農林水産事務次 付け６農経A第665号農林水産事務次官依命
官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」 通知。以下「基盤強化資金実施要綱」とい
という。）第３に定める資金をいう。以下同 う。）第３に定める資金をいう。以下同じ。）。
じ。）。

ただし、地震間接被災者にあっては、基 ただし、間接被災者にあっては、基盤強
盤強化資金実施要綱第３の２の（７）の資 化資金実施要綱第３の２の（７）の資金を
金を除く。 除く。

(5)経営体育成強 地震の後から平成24年３月31日までの間 (5)経営体育成強 地震の後から平成24年３月31日までの間
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化資金（農業経 に、地震直接被災者及び地震間接被災者に 化資金（農業経 に、直接被災者及び間接被災者に対して融
営復旧・復興対 対して融通された経営体育成強化資金（経 営復旧・復興対 通された経営体育成強化資金（経営体育成
策） 営体育成強化資金実施要綱（平成13年５月 策） 強化資金実施要綱（平成13年５月１日付け1

１日付け13経営第303号農林水産事務次官依 3経営第303号農林水産事務次官依命通知。
命通知。以下「育成強化資金実施要綱」と 以下「育成強化資金実施要綱」という。）第
いう。）第２に定める資金及び経営体育成強 ２に定める資金をいう。）。
化資金実施要綱（平成13年５月１日付け府
沖振第277号内閣府沖縄振興局長通知。以下
「沖縄育成強化資金実施要綱」という。）第
２に定める資金をいう。以下同じ。）。

ただし、地震間接被災者にあっては、育 ただし、間接被災者にあっては、育成強
成強化資金実施要綱第２のⅡに定める資金 化資金実施要綱第２の１の（８）及び（９）
及び沖縄育成強化資金実施要綱第２のⅡに の資金を除く。
定める資金を除く。

(6)塩業資金（農 地震の後から平成24年３月31日までの間 (6)塩業資金（農 地震の後から平成24年３月31日までの間
業経営復旧・復 に、地震直接被災者に対して融通された塩 業経営復旧・復 に、直接被災者に対して融通された塩業資
興対策） 業資金（株式会社日本政策金融公庫法別表 興対策） 金（株式会社日本政策金融公庫法別表第１

第１第８号の下欄のツの資金をいう。以下 第８号の下欄のツの資金をいう。）。
同じ。）。

(7)農業近代化資 地震の後から平成24年３月31日までの間 最長18年 160億 (7)農業近代化資 地震の後から平成24年３月31日までの間 最長18年 160億
金（農業経営復 に、国又は都道府県の利子補給承認が行わ 間 円 金（農業経営復 に、国又は都道府県の利子補給承認が行わ 間 円
旧・復興対策等）れ、地震直接被災者及び地震間接被災者に た だ （ 注 旧・復興対策等）れ、直接被災者及び間接被災者に対して融 た だ（注）

対して融通された農業近代化資金（農業経 し、農業 ２） 通された農業近代化資金（農業経営改善関 し、農業
営改善関係資金要綱（平成14年７月１日付 の高度化 係資金要綱（平成14年７月１日付け14経営 の高度化
け14経営第1704号農林水産事務次官依命通 や地域振 第1704号農林水産事務次官依命通知）第２ や地域振
知）第２の１に定める農業近代化資金をい 興 を 図 の１に定める農業近代化資金をいう。以下 興 を 図
う。以下同じ。）。 り、質的 同じ。）。 り、質的

(8)農業経営負担 地震の後から平成24年３月31日までの間 な向上を (8)農業経営負担 地震の後から平成24年３月31日までの間 な向上を
軽減支援資金（農 に、都道府県の利子補給承認が行われ、地 目指すた 軽減支援資金（農 に、都道府県の利子補給承認が行われ、直 目指すた
業経営復旧対策）震直接被災者に対して融通された農業経営 めに融通 業経営復旧対策）接被災者に対して融通された農業経営負担 めに融通

負担軽減支援資金（農業負債整理関係資金 される場 軽減支援資金（農業負債整理関係資金基本 される場
基本要綱（平成13年５月１日付け13経営第3 合は、貸 要綱（平成13年５月１日付け13経営第356号 合は、貸
56号農林水産事務次官依命通知）第２の 付当初５ 農林水産事務次官依命通知）第２の（２） 付当初５
（２）に定める農業経営負担軽減支援資金 年間とす に定める農業経営負担軽減支援資金をい 年間とす
をいう。以下同じ。）。 る。 う。）。 る。

（注） （注）
１ 補助残融資資金については、利子助成の対象とはしないものとする（直接被 （新設）

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）に定める事業（以下「東日本大震災農
業生産対策交付金事業」という。）を対象として融通されるものを除く。）

２ (1)から(6)までに係る対象融資枠又は(7)及び(8)に係る対象融資枠のいずれ (1)から(6)までに係る対象融資枠又は(7)及び(8)に係る対象融資枠のいずれ
かが満了した場合、対象融資枠が満了していないもう一方の融資枠から融通す かが満了した場合、対象融資枠が満了していないもう一方の融資枠から融通す
ることができるものとする。 ることができるものとする。

別表２（平成23年度措置に係る交付決定分の実質負担利率軽減幅） 別表２
１ （略） １ （略）
２ 農業協同組合その他の金融機関から融通する資金 ２ 農業協同組合その他の金融機関から融通する資金
（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）
（注） （注）
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１・２ （略） １・２ （略）
３ 地震の後から平成23年５月２日付け23経営第249号農林水産事務次官依命通 ３ 地震の後から平成23年５月２日付け23経営第249号農林水産事務次官依命通
知による平成23年度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 知による平成23年度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23年４月１日22経営第7269号）の改正前までの間に地震直接被災者及び地震 成23年４月１日22経営第7269号）の改正前までの間に直接被災者及び間接被災
間接被災者に対して融通された農業経営復旧対策資金については、改正前まで 者に対して融通された農業経営復旧対策資金については、改正前までの財政融
の財政融資資金金利等に基づき実質負担利率の軽減幅を決定するものとする。 資資金金利等に基づき実質負担利率の軽減幅を決定するものとする。

別表３（平成24年度措置に係る利子助成対象資金） 別表３
利子助成対象資金 対象要件 利子助成対象期間 対象融資枠 利子助成対象資金 対象要件 利子助成対象期間 対象融資枠
(1)農林漁業セー 平成24年４月６日から平成25年３月31日 最長18年 420億 (1)農林漁業セー 平成24年４月６日から平成25年３月31日 最長18年 420億
フティネット資 までの間に、地震直接被災者及び地震間接 間 円 フティネット資 までの間に、直接被災者及び間接被災者に 間 円
金（農業経営復 被災者に対して融通された農林漁業セーフ た だ （ 注 金（農業経営復 対して融通された農林漁業セーフティネッ た だ（注）
旧・復興対策） ティネット資金。 し、農業 ３） 旧・復興対策） ト資金（農林漁業セーフティネット資金実 し、農業

の高度化 施要綱（平成19年３月30日付け18経営第758 の高度化
や地域振 1号農林水産事務次官依命通知）第２に定め や地域振
興 を 図 る資金（ただし、農業を営む者に貸し付け 興 を 図
り、質的 られるものに限る。）をいう。）。 り、質的

(2)農林漁業施設 平成24年４月６日から平成25年３月31日 な向上を (2)農林漁業施設 平成24年４月６日から平成25年３月31日 な向上を
資金（農業経営 までの間に、地震直接被災者に対して融通 目指すた 資金（農業経営 までの間に、直接被災者に対して融通され 目指すた
復旧・復興対策）された農林漁業施設資金。 めに融通 復旧・復興対策）た農林漁業施設資金（株式会社日本政策金 めに融通

される場 融公庫法（平成19年法律第57号）別表第１ される場
合は、貸 第８号の下欄のニ及びナの資金（ただし、 合は、貸
付当初５ 農業を営む者に貸し付けられるものに限 付当初５
年間とす る。）、同法別表第１第８号の下欄のネの資 年間とす
る。 金（ただし、農業を営む者の組織する法人 る。

（これらの者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か又は基
本財産の額の過半を拠出している法人で農
業の振興を目的とするものを含む。）に貸し
付けられるものに限る。）並びに獣医療法（平
成４年法律第46号）第15条第１項の資金を
いう。）。

(3)農業基盤整備 平成24年４月６日から平成25年３月31日 (3)農業基盤整備 平成24年４月６日から平成25年３月31日
資金（農業経営 までの間に、地震直接被災者に対して融通 資金（農業経営 までの間に、直接被災者に対して融通され
復旧・復興対策）された農業基盤整備資金。 復旧・復興対策）た農業基盤整備資金（株式会社日本政策金

融公庫法別表第１第８号の下欄のイの資金
をいう。）。

(4)農業経営基盤 平成24年４月６日から平成25年３月31日 (4)農業経営基盤 平成24年４月６日から平成25年３月31日
強化資金（農業 までの間に、地震直接被災者及び地震間接 強化資金（農業 までの間に、直接被災者及び間接被災者に
経営復旧・復興 被災者に対して融通された農業経営基盤強 経営復旧・復興 対して融通された農業経営基盤強化資金（農
対策） 化資金。 対策） 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。以下「基盤強化資金実施要綱」
という。）第３に定める資金をいう。以下同
じ。）。

ただし、地震間接被災者にあっては、基 ただし、間接被災者にあっては、基盤強
盤強化資金実施要綱第３の２の（７）の資 化資金実施要綱第３の２の（７）の資金を
金を除く。 除く。

(5)経営体育成強 平成24年４月６日から平成25年３月31日 (5)経営体育成強 平成24年４月６日から平成25年３月31日
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化資金（農業経 までの間に、地震直接被災者及び地震間接 化資金（農業経 までの間に、直接被災者及び間接被災者に
営復旧・復興対 被災者に対して融通された経営体育成強化 営復旧・復興対 対して融通された経営体育成強化資金（経
策） 資金。 策） 営体育成強化資金実施要綱（平成13年５月

１日付け13経営第303号農林水産事務次官依
命通知。以下「育成強化資金実施要綱」と
いう。）第２に定める資金をいう。）。

ただし、地震間接被災者にあっては、育 ただし、間接被災者にあっては、育成強
成強化資金実施要綱第２のⅡに定める資金 化資金実施要綱第２の１の（８）及び（９）
及び沖縄育成強化資金実施要綱第２のⅡに の資金を除く。
定める資金を除く。

(6)塩業資金（農 平成24年４月６日から平成25年３月31日 (6)塩業資金（農 平成24年４月６日から平成25年３月31日
業経営復旧・復 までの間に、地震直接被災者に対して融通 業経営復旧・復 までの間に、直接被災者に対して融通され
興対策） された塩業資金。 興対策） た塩業資金（株式会社日本政策金融公庫法

別表第１第８号の下欄のツの資金をいう。）。
(7)農業近代化資 平成24年４月６日から平成25年３月31日 最長18年 8 0 億 (7)農業近代化資 平成24年４月６日から平成25年３月31日 最長18年 8 0 億
金（農業経営復 までの間に、国又は都道府県の利子補給承 間 円 金（農業経営復 までの間に、国又は都道府県の利子補給承 間 円
旧・復興対策等）認が行われ、地震直接被災者及び地震間接 た だ （ 注 旧・復興対策等）認が行われ、直接被災者及び間接被災者に た だ（注）

被災者に対して融通された農業近代化資金。し、農業 ３） 対して融通された農業近代化資金（農業経 し、農業
の高度化 営改善関係資金要綱（平成14年７月１日付 の高度化
や地域振 け14経営第1704号農林水産事務次官依命通 や地域振
興 を 図 知）第２の１に定める農業近代化資金をい 興 を 図
り、質的 う。以下同じ。）。 り、質的

(8)農業経営負担 平成24年４月６日から平成25年３月31日 な向上を (8)農業経営負担 平成24年４月６日から平成25年３月31日 な向上を
軽減支援資金（農 までの間に、都道府県の利子補給承認が行 目指すた 軽減支援資金（農 までの間に、都道府県の利子補給承認が行 目指すた
業経営復旧・復 われ、地震直接被災者に対して融通された めに融通 業経営復旧・復 われ、直接被災者に対して融通された農業 めに融通
興対策） 農業経営負担軽減支援資金。 される場 興対策） 経営負担軽減支援資金（農業負債整理関係 される場

合は、貸 資金基本要綱（平成13年５月１日付け13経 合は、貸
付当初５ 営第356号農林水産事務次官依命通知）第２ 付当初５
年間とす の（２）に定める農業経営負担軽減支援資 年間とす
る。（注 金をいう。）。 る。
２）

（注） （注）
１ 補助残融資資金については、利子助成の対象とはしないものとする（直接被 （新設）

災者に東日本大震災農業生産対策交付金事業を対象として融通されるものを除
く。）

２ (7)に係る助成を受けた認定農業者等（近代化資金要綱第２の１の（１）の （新設）
アに掲げる者をいう。以下同じ。）に対しては、別表４の２の（１）に掲げる
認定農業者等向け特例分に係る助成は行わないものとする（ただし、(7)に係
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）。

３ (1)から(6)までに係る対象融資枠又は(7)及び(8)に係る対象融資枠のいずれ (1)から(6)までに係る対象融資枠又は(7)及び(8)に係る対象融資枠のいずれ
かが満了した場合、対象融資枠が満了していないもう一方の融資枠から融通す かが満了した場合、対象融資枠が満了していないもう一方の融資枠から融通す
ることができるものとする。 ることができるものとする。

別表４（平成24年度措置に係る交付決定分の実質負担利率軽減幅） 別表４
（略） （略）
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別表５（平成25年度措置に係る利子助成対象資金） 別表５
利子助成対象資金 対象要件 利子助成対象期間 対象融資枠 利子助成対象資金 対象要件 利子助成対象期間 対象融資枠
(1)農林漁業セー 平成25年４月１日から平成26年３月31日 最長18年 320億 (1)農林漁業セー 平成25年４月１日から平成26年３月31日 最長18年 320億
フティネット資 までの間に、地震直接被災者及び地震間接 間 円 フティネット資 までの間に、直接被災者及び間接被災者に 間 円
金（農業経営復 被災者に対して融通された農林漁業セーフ た だ （ 注 金（農業経営復 対して融通された農林漁業セーフティネッ た だ（注）
旧・復興対策） ティネット資金。 し、農業 ３） 旧・復興対策） ト資金（農林漁業セーフティネット資金実 し、農業

の高度化 施要綱第２に定める資金（ただし、農業を の高度化
や地域振 営む者に貸し付けられるものに限る。）をい や地域振
興 を 図 う。）。 興 を 図

(2)農林漁業施設 平成25年４月１日から平成26年３月31日 り、質的 (2)農林漁業施設 平成25年４月１日から平成26年３月31日 り、質的
資金（農業経営 までの間に、地震直接被災者に対して融通 な向上を 資金（農業経営 までの間に、直接被災者に対して融通され な向上を
復旧・復興対策）された農林漁業施設資金。 目指すた 復旧・復興対策）た農林漁業施設資金（株式会社日本政策金 目指すた

めに融通 融公庫法別表第１第８号の下欄のニ及びナ めに融通
される場 の資金（ただし、農業を営む者に貸し付け される場
合は、貸 られるものに限る。）、同法別表第１第８号 合は、貸
付当初５ の下欄のネの資金（ただし、農業を営む者 付当初５
年間とす の組織する法人（これらの者又は地方公共 年間とす
る。 団体が主たる構成員若しくは出資者となっ る。

ているか又は基本財産の額の過半を拠出し
ている法人で農業の振興を目的とするもの
を含む。）に貸し付けられるものに限る。）
並びに獣医療法第15条第１項の資金をい
う。）。

(3)農業基盤整備 平成25年４月１日から平成26年３月31日 (3)農業基盤整備 平成25年４月１日から平成26年３月31日
資金（農業経営 までの間に、地震直接被災者に対して融通 資金（農業経営 までの間に、直接被災者に対して融通され
復旧・復興対策）された農業基盤整備資金。 復旧・復興対策）た農業基盤整備資金（株式会社日本政策金

融公庫法別表第１第８号の下欄のイの資金
をいう。）。

(4)農業経営基盤 平成25年４月１日から平成26年３月31日 (4)農業経営基盤 平成25年４月１日から平成26年３月31日
強化資金（農業 までの間に、地震直接被災者及び地震間接 強化資金（農業 までの間に、直接被災者及び間接被災者に
経営復旧・復興 被災者に対して融通された農業経営基盤強 経営復旧・復興 対して融通された農業経営基盤強化資金。
対策） 化資金。 対策）

ただし、地震間接被災者にあっては、基 ただし、間接被災者にあっては、基盤強
盤強化資金実施要綱第３の２の（７）の資 化資金実施要綱第３の２の（７）の資金を
金を除く。 除く。

(5)経営体育成強 平成25年４月１日から平成26年３月31日 (5)経営体育成強 平成25年４月１日から平成26年３月31日
化資金（農業経 までの間に、地震直接被災者及び地震間接 化資金（農業経 までの間に、直接被災者及び間接被災者に
営復旧・復興対 被災者に対して融通された経営体育成強化 営復旧・復興対 対して融通された経営体育成強化資金（育
策） 資金。 策） 成強化資金実施要綱第２に定める資金をい

う。）。
ただし、地震間接被災者にあっては、育 ただし、間接被災者にあっては、育成強

成強化資金実施要綱第２のⅡに定める資金 化資金実施要綱第２の１の（８）及び（９）
及び沖縄育成強化資金実施要綱第２のⅡに の資金を除く。
定める資金を除く。

(6)塩業資金（農 平成25年４月１日から平成26年３月31日 (6)塩業資金（農 平成25年４月１日から平成26年３月31日
業経営復旧・復 までの間に、地震直接被災者に対して融通 業経営復旧・復 までの間に、直接被災者に対して融通され
興対策） された塩業資金。 興対策） た塩業資金（株式会社日本政策金融公庫法

別表第１第８号の下欄のツの資金をいう。）。
(7)農業近代化資 平成25年４月１日から平成26年３月31日 最長18年 8 0 億 (7)農業近代化資 平成25年４月１日から平成26年３月31日 最長18年 8 0 億
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金（農業経営復 までの間に、国又は都道府県の利子補給承 間 円 金（農業経営復 までの間に、国又は都道府県の利子補給承 間 円
旧・復興対策等）認が行われ、地震直接被災者及び地震間接 た だ （ 注 旧・復興対策等）認が行われ、直接被災者及び間接被災者に た だ（注）

被災者に対して融通された農業近代化資金。し、農業 ３） 対して融通された農業近代化資金（農業経 し、農業
の高度化 営改善関係資金要綱第２の１に定める農業 の高度化
や地域振 近代化資金をいう。以下同じ。）。 や地域振

(8)農業経営負担 平成25年４月１日から平成26年３月31日 興 を 図 (8)農業経営負担 平成25年４月１日から平成26年３月31日 興 を 図
軽減支援資金（農 までの間に、都道府県の利子補給承認が行 り、質的 軽減支援資金（農 までの間に、都道府県の利子補給承認が行 り、質的
業経営復旧・復 われ、地震直接被災者に対して融通された な向上を 業経営復旧・復 われ、直接被災者に対して融通された農業 な向上を
興対策） 農業経営負担軽減支援資金。 目指すた 興対策） 経営負担軽減支援資金（農業負債整理関係 目指すた

めに融通 資金基本要綱第２の（２）に定める農業経 めに融通
される場 営負担軽減支援資金をいう。）。 される場
合は、貸 合は、貸
付当初５ 付当初５
年間とす 年間とす
る。（注 る。
２）

（注） （注）
１ 補助残融資資金については、利子助成の対象とはしないものとする（直接被 （新設）

災者に東日本大震災農業生産対策交付金事業を対象として融通されるものを除
く。）

２ (7)に係る助成を受けた認定農業者等に対しては、別表６の２の（１）に掲 （新設）
げる認定農業者等向け特例分に係る助成は行わないものとする（ただし、(7)
に係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）。

３ (1)から(6)までに係る対象融資枠又は(7)及び(8)に係る対象融資枠のいずれ (1)から(6)までに係る対象融資枠又は(7)及び(8)に係る対象融資枠のいずれ
かが満了した場合、対象融資枠が満了していないもう一方の融資枠から融通す かが満了した場合、対象融資枠が満了していないもう一方の融資枠から融通す
ることができるものとする。 ることができるものとする。

別表６（平成25年度措置に係る交付決定分の実質負担利率軽減幅） 別表６
（略） （略）

別表７（平成26年度措置に係る利子助成対象資金） （新設）
利子助成対象資金 対象要件 利子助成対象期間 対象融資枠
(1)農林漁業セー 平成26年４月１日から平成27年３月31日 最長18年 320億
フティネット資 までの間に、直接被災者及び間接被災者に 間 円
金（農業経営復 対して融通された農林漁業セーフティネッ ただし、 （ 注
旧・復興対策） ト資金。 農業の高 ３）
(2)農林漁業施設 平成26年４月１日から平成27年３月31日 度化や地
資金（農業経営 までの間に、地震直接被災者に対して融通 域振興を
復旧・復興対策）された農林漁業施設資金。 図り、質
(3)農業基盤整備 平成26年４月１日から平成27年３月31日 的な向上
資金（農業経営 までの間に、地震直接被災者に対して融通 を目指す
復旧・復興対策）された農業基盤整備資金。 ために融
(4)農業経営基盤 平成26年４月１日から平成27年３月31日 通される
強化資金（農業 までの間に、直接被災者及び間接被災者に 場合は、
経営復旧・復興 対して融通された農業経営基盤強化資金。 貸付当初
対策） ただし、間接被災者にあっては、基盤強 ５年間と

化資金実施要綱第３の２の（７）の資金を する。
除く。
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(5)経営体育成強 平成26年４月１日から平成27年３月31日
化資金（農業経 までの間に、直接被災者及び間接被災者に
営復旧・復興対 対して融通された経営体育成強化資金。
策） ただし、間接被災者にあっては、育成強

化資金実施要綱第２のⅡに定める資金及び
沖縄育成強化資金実施要綱第２のⅡに定め
る資金を除く。

(6)塩業資金（農 平成26年４月１日から平成27年３月31日
業経営復旧・復 までの間に、地震直接被災者に対して融通
興対策） された塩業資金。
(7)農業近代化資 平成26年４月１日から平成27年３月31日 最長18年 3 7 億
金（農業経営復 までの間に、国又は都道府県の利子補給承 間 円
旧・復興対策等）認が行われ、直接被災者及び間接被災者に た だ （ 注

対して融通された農業近代化資金。 し、農業 ３）
の高度化
や地域振
興 を 図

(8)農業経営負担 平成26年４月１日から平成27年３月31日 り、質的
軽減支援資金（農 までの間に、都道府県の利子補給承認が行 な向上を
業経営復旧・復 われ、地震直接被災者に対して融通された 目指すた
興対策） 農業経営負担軽減支援資金。 めに融通

される場
合は、貸
付当初５
年間とす
る。（注
２）

（注）
１ 補助残融資資金については、利子助成の対象とはしないものとする（直接被
災者に東日本大震災農業生産対策交付金事業を対象として融通されるものを除
く。）

２ (7)に係る助成を受けた認定農業者等に対しては、別表８の２の（１）に掲
げる認定農業者等向け特例分に係る助成は行わないものとする（ただし、(7)
に係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）。

３ (1)から(6)までに係る対象融資枠又は(7)及び(8)に係る対象融資枠のいずれ
かが満了した場合、対象融資枠が満了していないもう一方の融資枠から融通す
ることができるものとする。

別表８（平成26年度措置に係る交付決定分の実質負担利率軽減幅） （新設）
１ 株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫から融通する資金

資金の種類 償還期限 貸付金利水準 実質負担利率の
軽減幅

農林漁業セーフティネ ７年以下 ０．４０％ ０．４０％
ット資金（農業経営復 ７年を超え９年以下 ０．４５％ ０．４５％
旧・復興対策） ９年を超え10年以下 ０．５５％ ０．５５％

10年を超え12年以下 ０．６５％ ０．６５％
12年を超え13年以下 ０．７５％ ０．７５％

農林漁業施設資金（農 ７年以下 ０．４０％ ０．４０％
業経営復旧・復興対 ７年を超え９年以下 ０．４５％ ０．４５％



- 13 -

策） ９年を超え10年以下 ０．５５％ ０．５５％
（共同利用施設〔災害 10年を超え12年以下 ０．６５％ ０．６５％
復旧〕、主務大臣指定 12年を超え14年以下 ０．７５％ ０．７５％
施設〔災害復旧一般〕） 14年を超え16年以下 ０．８５％ ０．８５％

16年を超え18年以下 ０．９５％ ０．９５％
18年を超え28年以下 １．００％ １．００％

農林漁業施設資金（農 ７年以下 ０．４０％ ０．４０％
業経営復旧・復興対 ７年を超え９年以下 ０．４５％ ０．４５％
策） ９年を超え10年以下 ０．５５％ ０．５５％

（主務大臣指定施設〔災 10年を超え12年以下 ０．６５％ ０．６５％
害復旧・激甚災害(※ 12年を超え14年以下 ０．７５％ ０．７５％
１)〕） 14年を超え16年以下 ０．８５％ ０．８５％

16年を超え18年以下 ０．９５％ ０．９５％
18年を超え28年以下 １．００％ １．００％

農林漁業施設資金（農 １．１５％ １．１５％
業経営復旧・復興対
策）

（共同利用施設〔一般〕）
農林漁業施設資金（農 １．１５％ １．１５％
業経営復旧・復興対
策）

（主務大臣指定施設〔特
別振興事業（立ち上が
り支援(※２)）〕）
農林漁業施設資金（農 １．００％ １．００％
業経営復旧・復興対
策）
（共同利用施設〔病院
の施設、診療所の施設
及び介護老人保健施設
（機械、器具類を除
く。）、産業動物診療施
設、環境保全型農業推
進（※３）、食肉セン
ター施設整備・家畜市
場施設整備（※４）、
バイオマス利活用施設
（※５）、農商工連携
（※６）、米穀新用途
利用促進（※７）、六
次産業化促進（※８）、
老人福祉施設（機械・
器具類を除く。）〕、主
務大臣指定施設〔一般、
アグリビジネス強化
（※９）（立ち上がり
支援）、産業動物診療
施設〕）
農林漁業施設資金（農 １．００％ １．００％
業経営復旧・復興対
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策）
（主務大臣指定施設〔環
境保全型農業推進非補
助、アグリビジネス強
化（一般）、農山漁村
経営改善対策事業〕）
農林漁業施設資金（農 借入者の成功判
業経営復旧・復興対 定区分が
策） 「高」の場合

（主務大臣指定施設〔特 ４．９０％ ２．００％
別振興事業（新規分野 ｢中｣の場合
等挑戦事業）〕） ２．６５％ ２．００％

｢低｣の場合
０．４０％ ０．４０％

農業基盤整備資金（農 ７年以下 ０．４０％ ０．４０％
業経営復旧・復興対 ７年を超え９年以下 ０．４５％ ０．４５％
策） ９年を超え10年以下 ０．５５％ ０．５５％
（災害復旧） 10年を超え12年以下 ０．６５％ ０．６５％

12年を超え14年以下 ０．７５％ ０．７５％
14年を超え16年以下 ０．８５％ ０．８５％
16年を超え18年以下 ０．９５％ ０．９５％
18年を超え28年以下 １．００％ １．００％

農業基盤整備資金（農 １．１５％ １．１５％
業経営復旧・復興対
策）
（補助〔都道府県営、
水資源機構営〕）
農業基盤整備資金（農 １．００％ １．００％
業経営復旧・復興対
策）
（補助〔団体営〕）
農業基盤整備資金（農 １．００％ １．００％
業経営復旧・復興対
策）
（非補助一般）
農業基盤整備資金（農 １．００％ １．００％
業経営復旧・復興対
策）

（非補助・利子軽減（※
10））
農業経営基盤強化資金 ７年以下 ０．４０％ ０．４０％
（農業経営復旧・復興 ７年を超え９年以下 ０．４５％ ０．４５％
対策） ９年を超え10年以下 ０．５５％ ０．５５％

10年を超え12年以下 ０．６５％ ０．６５％
12年を超え14年以下 ０．７５％ ０．７５％
14年を超え16年以下 ０．８５％ ０．８５％
16年を超え18年以下 ０．９５％ ０．９５％
18年を超え28年以下 １．００％ １．００％

経営体育成強化資金 １．００％ １．００％
（農業経営復旧・復興
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対策）
塩業資金（農業経営復 ７年以下 ０．９０％ ０．９０％
旧・復興対策） ７年を超え９年以下 ０．９５％ ０．９５％

９年を超え10年以下 １．０５％ １．０５％
10年を超え12年以下 １．１５％ １．１５％
12年を超え14年以下 １．２５％ １．２５％
14年を超え16年以下 １．３５％ １．３５％
16年を超え20年以下 １．４５％ １．４５％
20年を超え23年以下 １．５５％ １．５５％

（※１）「激甚災害」とは、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する
法律に基づき指定された災害をいう。

（※２）「立ち上がり支援」とは、農業施設の改良、造成又は取得に関連して必要
となる費用の支出の事業をいう。

（※３）「環境保全型農業推進」とは、環境保全型農業を推進するための金融措置
について第２に規定する事業をいう。

（※４）「食肉センター施設整備・家畜市場施設整備」とは、食肉及び家畜の流通
合理化対策要綱）に定める「整備計画」に基づく事業をいう。

（※５）「バイオマス利活用施設」とは、バイオマスの総合的な利活用を推進する
ための金融措置について第２に定める施設をいう。

（※６）「農商工等連携」とは、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動
の促進に関する法律第４条に規定する農商工等連携事業計画に基づく事業を
いう。

（※７）「米穀新用途利用促進」とは、米穀の新用途への利用の促進に関する法律
第５条第３項に規定する認定生産製造連携事業計画に基づく事業をいう。

（※８）「六次産業化促進」とは、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業
の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第５条第１項に規定
する総合化事業計画に基づく事業をいう。

（※９）「アグリビジネス強化」とは、アグリビジネスの強化を推進するための金
融措置について第３の１により認定を受けた「アグリビジネス強化計画」に
基づく事業をいう。

（※10）「利子軽減」とは、非補助土地改良事業助成措置要綱により地方農政局長
（北海道にあっては、農村振興局長）の認定又は都道府県知事の選定を受け
利子を軽減する事業をいう。

２ 農業協同組合その他の金融機関から融通する資金
（１）農業近代化資金〈農業経営復旧・復興対策等〉

（認定農業者等向け特例分）
財政融資 償還期限 農業経営基盤強化資 実質負担利率の
資金金利 金の貸付金利水準 軽減幅

１．００％ ７年以下 ０．４０％ 農業近代化資金の
７年を超え９年以下 ０．４５％ 貸付金利－農業経
９年を超え10年以下 ０．５５％ 営基盤強化資金の
10年を超え12年以下 ０．６５％ 貸付金利水準
12年を超え14年以下 ０．７５％
14年を超え16年以下 ０．８５％
16年を超え18年以下 ０．９５％

（農業経営復旧・復興対策）
財政融資 貸付金利水準 実質負担利率の
資金金利 軽減幅
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１．００％ １．００％ １．００％

（２）農業経営負担軽減支援資金〈農業経営復旧・復興対策〉
財政融資 貸付金利水準 実質負担利率の
資金金利 軽減幅

１．００％ １．００％ １．００％
（注）
１ 「財政融資資金金利」とは、株式会社日本政策金融公庫が財政融資から約定
期間20年（うち据置期間３年）で借り入れる資金の利率をいう。

２ 農業経営復旧・復興対策資金の実質負担利率の軽減幅については、貸付金利
水準が０％となるまでの幅（ただし、２％を上限）とする。

附 則 （平成26年４月１日25経営第3706号）
この通知は、平成26年４月１日から施行する。


