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○ 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 傍線部分は改正部分

改 正 案（新） 現 行（旧）

第３ 事業の内容 第３ 事業の内容

１ 平成26年度以前交付決定分の利子助成金等の交付事業 １ 平成25年度以前交付決定分の利子助成金等の交付事業
（１）利子助成金の交付事業 （１）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」 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、 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１及び別表２に掲げる対象要件を満たす対象資金についてはこれらの表 別表１及び別表２に掲げるものについてはこれらの表に掲げる実質負担利率
に掲げる実質負担利率の軽減幅により、別表３に掲げる対象要件を満たす対 の軽減幅（以下単に「軽減幅」という ）により、別表３に掲げるものにつ。
象資金については別表５に掲げる実質負担利率の軽減幅により、別表６（平 いては別表５に掲げる軽減幅により、別表６（平成25年度融資枠に基づき交
成25年度融資枠に基づき交付決定されたものを除く ）に掲げる対象要件を 付決定されたものを除く ）に掲げるものについては別表７に掲げる軽減幅。 。
満たす対象資金については別表７に掲げる実質負担利率の軽減幅により、別 により、別表６（平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものに限る ）。
表６（平成25年度融資枠に基づき交付決定されたものに限る ）及び別表８ 及び別表８に掲げるものについては別表９に掲げる軽減幅により、協会が利。
に掲げる対象要件を満たす対象資金については別表９に掲げる実質負担利率 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
の軽減幅により、別表10に掲げる対象要件を満たす対象資金については別表 するものとする。
11に掲げる実質負担利率の軽減幅により、協会が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。

（２ （略） （２ （略）） ）

２ 平成27年度交付決定分の利子助成金の交付事業 ２ 平成26年度交付決定分の利子助成金の交付事業
協会は、別表12に掲げる対象要件を満たす対象資金について、別表13に掲げ 協会は、別表10に掲げる対象要件を満たす対象資金について、別表11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こ る軽減幅により、国の予算の範囲内で利子助成金を交付することとする。
ととする。

第５ 利子助成金等の交付の停止及び返還 第５ 利子助成金等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及び利子助成等補助金の交付を受ける都道 １ 協会は、利子助成金の交付対象者及び利子助成等補助金の交付を受ける都道
府県（以下「交付対象者等」という ）に正当な理由がなく、次に掲げる事由 府県（以下「交付対象者等」という ）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 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、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、利子助成金等 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、利子助成金等
の交付を停止し、又は既に交付した利子助成金等の全部又は一部について、交 の交付を停止し、又は既に交付した利子助成金等の全部又は一部について、交
付対象者等から返還させることができるものとする。 付対象者等から返還させることができるものとする。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）
（５）人・農地プラン（人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱（平成24年２ （５）人・農地プラン（人・農地問題解決推進事業実施要綱（平成24年２月８日

月８日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知）第２に定めるものを 付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知）第２に定めるものをいう。
いう。以下同じ ）に地域の中心となる経営体として位置付けられることが 以下同じ ）に地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実で。 。
確実であることの証明を市町村から受けた交付対象者又は経営再開マスター あることの証明を市町村から受けた交付対象者又は経営再開マスタープラン
プラン（地域農業経営再開復興支援事業実施要綱（平成23年11月21日付け23 （地域農業経営再開復興支援事業実施要綱（平成23年11月21日付け23経営第

） 。 。）経営第2262号農林水産事務次官依命通知）第２の１に定めるものをいう。以 2262号農林水産事務次官依命通知 第２の１に定めるものをいう 以下同じ
下同じ ）に地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であ に地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証。
ることの証明を市町村から受けた交付対象者が、地域の中心となる経営体に 明を市町村から受けた交付対象者が、地域の中心となる経営体に位置付けら
位置付けられなかったとき れなかったとき

（６ （略） （６ （略）） ）
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２ （略） ２ （略）

第８ 経理の区分 第８ 経理の区分
協会は、利子助成金等交付事業について、他の事業に係る経理と区分して経理 協会は、利子助成金等交付事業及び支援基金について、それぞれ他の事業に係

しなければならない。 る経理と区分して経理しなければならない。
また、支援基金については、それ以外の利子助成金等交付事業に係る経理と区

分して経理しなければならない。

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 年度利子助成金等交付計画書 平成 年度利子助成金等交付計画書

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

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

記 記

１ 利子助成金等交付事業計画 １ 利子助成金等交付事業計画
（１）平成26年度以前交付決定分の利子助成金 （１）平成25年度以前交付決定分の利子助成金

① 平成21年度以前交付決定分 ① 平成21年度以前交付決定分
（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 助成対象資金名 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

農業経営基盤強化資金 農業経営基盤強化資金
（削る ） うち無利子化措置分。

農業近代化資金 農業近代化資金
（削る ） うち無利子化措置分。

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
その他資金 その他資金

合計 合計

② 平成22～25年度交付決定分 ② 平成22～25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 助成対象資金名 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

農業経営基盤強化資金 農業経営基盤強化資金
農業近代化資金 農業近代化資金
（認定農業者等向け特 （通常助成分）
例分）
農業近代化資金 農業近代化資金
金利負担軽減特例分 （無利子化分）（ ）
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（削る ） 北朝鮮産水産物輸入停。
止影響緩和資金

被災農業者追加支援対 被災農業者追加支援対
策（災害関連資金） 策（災害関連資金）

合計 合計

③ 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 利子助成金 備考
貸付金残高 交付額

農業経営基盤強化資金
農業近代化資金（認定
農業者等向け特例分）
被災農業者追加支援対
策（災害関連資金）
農林漁業セーフティネ
ット資金（平成26年産
米価変動対策）

合計

（２ （略） （２ （略）） ）

（３）平成27年度交付決定分の利子助成金 （３）平成26年度交付決定分の利子助成金
（単位：千円） （単位：千円）

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

計画額 残高 残高 計画額 残高 残高
農業経営基盤強化 農業経営基盤強化
資金 資金
農業近代化資金 認 農業近代化資金 認（ （
定農業者等向け特 定農業者等向け特
例分） 例分）
被災農業者追加支 被災農業者追加支
援対策（災害関連 援対策（災害関連
資金） 資金）
農林漁業セーフテ 農林漁業セーフテ
ィネット資金（平 ィネット資金（平
成26年産米価変動 成26年産米価変動
対策） 対策）

合計 合計

（４ （略） （４ （略）） ）

２ （略） ２ （略）

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 年度利子助成金等交付実績報告書 平成 年度利子助成金等交付実績報告書
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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

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、 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。 下記のとおり報告する。

記 記

１ 利子助成金等交付事業実績 １ 利子助成金等交付事業実績
（１）平成26年度以前交付決定分の利子助成金 （１）平成25年度以前交付決定分の利子助成金

① 平成21年度以前交付決定分 ① 平成21年度以前交付決定分
（単位：円） （単位：円）

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

残高 残高 残高 残高

合計 合計

② 平成22～25年度交付決定分 ② 平成22～25年度交付決定分
（単位：円） （単位：円）

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

残高 残高 残高 残高

合計 合計

③ 平成26年度交付決定分 （新設）
（単位：円）

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

残高 残高

合計

（２ （略） （２ （略）） ）

（３）平成27年度交付決定分の利子助成金 （３）平成26年度交付決定分の利子助成金
（単位：円） （単位：円）

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

合計 合計

（４ （略） （４ （略）） ）
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２ （略） ２ （略）

別表１（平成21年度以前措置に係る利子助成対象資金及び交付決定分の実質負担利 別表１（平成21年度以前措置に係る利子助成対象資金及び交付決定分の実質負担利
率軽減幅） 率軽減幅）

１．～13 （略） １．～13 （略）． ．
（注） （注）
１ 定義等 １ 定義等
（１）～（15 （略） （１）～（15 （略）） ）
（16）集落営農組織等向け農業近代化資金とは、都道府県の利子補給承認が行わ （16）集落営農組織等向け農業近代化資金とは、国又は都道府県の利子補給承認

れた農業近代化資金（農業経営改善関係資金基本要綱（平成14年７月１日付 が行われた農業近代化資金（農業経営改善関係資金基本要綱（平成14年７月
け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱」という ） １日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱」とい。
第２の１に定める農業近代化資金という。以下同じ ）又は政府の利子補給 う ）第２の１に定める農業近代化資金という。以下同じ 。。 。 。）
に係る農業近代化資金をいう。 ただし、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17
ただし、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17 47号農林水産事務次官依命通知。以下「近代化要綱」という ）第２の１の。

47号農林水産事務次官依命通知。以下「近代化要綱」という ）第２の１の （１）のカに掲げる者向けの農業近代化資金（近代化要綱第２の３の（１）。
（１）のカに掲げる者向けの農業近代化資金（近代化要綱第２の３の（１） のカの（ア）及び（イ）に掲げる資金を除き、500万円を超え3,600万円以下
のカの（ア）及び（イ）に掲げる資金を除き、500万円を超え3,600万円以下 の部分に限る ）。
の部分に限る ） （17 ・ 18 （略）。 ）（ ）

（17 ・ 18 （略））（ ）

別表２（平成21年度以前措置に係る利子助成対象資金及び交付決定分の実質負担利 別表２（平成21年度以前措置に係る利子助成対象資金及び交付決定分の実質負担利
率軽減幅） 率軽減幅）

１～３ （略） １～３ （略）
（注） （注）
１～11 （略） １～11 （略）
12 「認定農業者等向け農業近代化資金」とは、都道府県の利子補給承認が行 12 「認定農業者等向け農業近代化資金」とは、国又は都道府県の利子補給承
われた農業近代化資金又は政府の利子補給に係る農業近代化資金のうち、認 認が行われた農業近代化資金（農業経営改善関係資金基本要綱（平成14年７
定農業者等 近代化要綱第２の１の １ のアに掲げる者をいう 以下同じ 月１日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「基本要綱」と（ （ ） 。 。）
に対して融通されるもの 近代化要綱第２の３の １ のカの ア 及び イ いう ）第２の１に定める農業近代化資金をいう。以下同じ ）のうち、認定（ （ ） （ ） （ ） 。 。

（ （ ） 。 。）の掲げる資金を除き、個人にあっては1,800万円以下、法人にあっては3,600 農業者等 近代化要綱第２の１の １ のアに掲げる者をいう 以下同じ
。 （ （ ） （ ） （ ）万円以下の部分に限る ）をいう。 に対して融通されるもの 近代化要綱第２の３の １ のカの ア 及び イ

の掲げる資金を除き、個人にあっては1,800万円以下、法人にあっては3,600
万円以下の部分に限る ）をいう。。

13～18 （略） 13～18 （略）
（１ ・ ２） （略） （１ ・ ２） （略））（ ）（

別表３（平成22・23年度措置に係る利子助成対象資金） 別表３（平成22・23年度措置に係る利子助成対象資金）
利子助成対象期間 利子助成対象期間利子助成対象資金 対象要件 利子助成対象資金 対象要件

(1)（略） （略） （略） (1)（略） （略） （略）
(2)農業近代化資 平成22年４月１日から平成24年３月31日 償還終了時まで (2)農業近代化資 平成22年４月１日から平成24年３月31日 償還終了時まで
金（認定農業者等 までの間に都道府県の利子補給承認が行わ （最長15年間） 金（認定農業者等 までの間に国又は都道府県の利子補給承認 （最長15年間）
向け特例分） れた認定農業者等向け農業近代化資金又は 向け特例分） が行われた認定農業者等向け農業近代化資

平成22年４月１日から平成24年３月31日ま 金。
での間に農林中央金庫から融通された政府
の利子補給に係る認定農業者等向け農業近
代化資金。

(3)農業近代化資 平成22年４月23日から平成24年３月31日 貸付当初５年間 (3)農業近代化資 平成22年４月23日から平成24年３月31日 貸付当初５年間
金（金利負担軽減 までの間に都道府県の利子補給承認が行わ 金（金利負担軽減 までの間に国又は都道府県の利子補給承認
特例分） れた農業近代化資金又は平成22年４月23日 特例分） が行われた農業近代化資金のうち、貸付額
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から平成24年３月31日までの間に農林中央 が500万円を超える認定農業者等向け農業近
金庫から融通された政府の利子補給に係る 代化資金。
農業近代化資金のうち、貸付額が500万円を
超える認定農業者等向け農業近代化資金。

(4)・(5)（略） （略） （略） (4)・(5)（略） （略） （略）
（注） （注）
（略） （略）

別表６（平成24年度措置に係る利子助成対象資金） 別表６（平成24年度措置に係る利子助成対象資金）
利子助成対象期間 対象融資枠 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 利子助成対象資金 対象要件

（ ） （ ）(1)のア・(1)のイ （略） （略） 略 (1)のア・(1)のイ （略） （略） 略
（略） （略）
(2)農業近代化資 平成24年４月６日から平成25年３月31日 償還終了 250億 (2)農業近代化資 平成24年４月６日から平成25年３月31日 償還終了 250億
金（認定農業者等 までの間に都道府県の利子補給承認が行わ 時まで 円 金（認定農業者等 までの間に国又は都道府県の利子補給承認 時まで 円
向け特例分） れた認定農業者等向け農業近代化資金又は （最長15 向け特例分） が行われた認定農業者等向け農業近代化資 （最長15

平成24年４月６日から平成25年３月31日ま 年間） 金。 年間）
での間に農林中央金庫から融通された政府
の利子補給に係る認定農業者等向け農業近
代化資金。

(3)～(7)（略） （略） 貸付当初 6 9 億 (3)～(7)（略） （略） 貸付当初 6 9 億
(8)農業近代化資 平成24年４月１日から平成25年３月31日 ５年間 円 (8)農業近代化資 平成24年４月１日から平成25年３月31日 ５年間 円
金 災害関連資金 までの間に、都道府県の利子補給承認が行 金 災害関連資金 までの間に、国又は都道府県の利子補給承（ ） （ ）

われ、注１に掲げる者に対して融通された 認が行われ、注１に掲げる者に対して融通
農業近代化資金又は平成24年４月１日から された農業近代化資金。
平成25年３月31日までの間に、農林中央金
庫から注１に掲げる者に対して融通された
政府の利子補給に係る農業近代化資金。

（注） （注）
（略） （略）

別表８（平成25年度措置に係る利子助成対象資金） 別表８（平成25年度措置に係る利子助成対象資金）
利子助成対象期間 対象融資枠 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 利子助成対象資金 対象要件

（ ） （ ）(1)（略） （略） （略） 略 (1)（略） （略） （略） 略
(2)農業近代化資 平成25年４月１日から平成26年３月31日 償還終了 250億 (2)農業近代化資 平成25年４月１日から平成26年３月31日 償還終了 250億
金（認定農業者等 までの間に都道府県の利子補給承認が行わ 時まで 円 金（認定農業者等 までの間に国又は都道府県の利子補給承認 時まで 円
向け特例分） れた認定農業者等向け農業近代化資金又は （最長15 向け特例分） が行われた認定農業者等向け農業近代化資 （最長15

平成25年４月１日から平成26年３月31日ま 年間） 金。 年間）
での間に農林中央金庫から融通された政府
の利子補給に係る認定農業者等向け農業近
代化資金。

(3)～(7)（略） （略） 貸付当初 3 0 億 (3)～(7)（略） （略） 貸付当初 3 0 億
(8)農業近代化資 平成25年６月８日から平成26年３月31日 ５年間 円 (8)農業近代化資 平成25年６月８日から平成26年３月31日 ５年間 円
金 災害関連資金 までの間に、都道府県の利子補給承認が行 金 災害関連資金 までの間に、国又は都道府県の利子補給承（ ） （ ）

われ、注１に掲げる者に対して融通された 認が行われ、注１に掲げる者に対して融通
農業近代化資金又は平成25年６月８日から された農業近代化資金。
平成26年３月31日までの間に、農林中央金
庫から注１に掲げる者に対して融通された
政府の利子補給に係る農業近代化資金。

（注） （注）
（略） （略）
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別表10（平成26年度措置に係る利子助成対象資金） 別表10（平成26年度措置に係る利子助成対象資金）
利子助成対象期間 対象融資枠 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 利子助成対象資金 対象要件

(1)農業経営基盤 人・農地プランに地域の中心となる経営 貸付当初 1,000 (1)農業経営基盤 人・農地プランに地域の中心となる経営 貸付当初 1,000
強化資金 体として位置付けられた農業者、経営再開 ５年間 億円 強化資金 体として位置付けられた農業者、経営再開 ５年間 億円

マスタープランに地域の中心となる経営体 マスタープランに地域の中心となる経営体
として位置付けられた農業者又は農地中間 として位置付けられた農業者又は農地中間
管理機構（農地中間管理事業の推進に関す 管理機構（農地中間管理事業の推進に関す
る法律（平成25年法律第101号。以下「機構 る法律（平成25年法律第101号。以下「機構
法」という ）第２条第４項に規定する農地 法」という ）第２条第４項に規定する農地。 。
中間管理機構をいう。以下同じ ）から農用 中間管理機構をいう ）から農用地等（機構。 。
地等（機構法第２条第２項に規定する農用 法第２条第２項に規定する農用地等をい
地等をいう。以下同じ ）を借り受けた農業 う ）を借り受けた農業者に対し、平成26年。 。
者に対し、平成26年４月１日から平成27年 ４月１日から平成27年３月31日までの間に

。３月31日までの間に貸付決定が行われた農 貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金
業経営基盤強化資金。 ただし、基盤強化資金実施要綱第３の２
ただし、基盤強化資金実施要綱第３の２ の(７)の資金を除く。

の(７)の資金を除く。
(2)農業近代化資 平成26年４月１日から平成27年３月31日 償還終了 250億 (2)農業近代化資 平成26年４月１日から平成27年３月31日 償還終了 250億
金（認定農業者等 までの間に都道府県の利子補給承認が行わ 時まで 円 金（認定農業者等 までの間に国又は都道府県の利子補給承認 時まで 円
向け特例分） れた認定農業者等向け農業近代化資金又は （最長15 向け特例分） が行われた認定農業者等向け農業近代化資 （最長15

平成26年４月１日から平成27年３月31日ま 年間） 金。 年間）
での間に農林中央金庫から融通された政府
の利子補給に係る認定農業者等向け農業近
代化資金。

(3)～(7) （略） 貸付当初 9 1 億 (3)～(7) （略） 貸付当初 9 1 億
(8)農業近代化資 平成26年４月１日から平成27年３月31日 ５年間 円 (8)農業近代化資 平成26年４月１日から平成27年３月31日 ５年間 円
金 災害関連資金 までの間に、都道府県の利子補給承認が行 金 災害関連資金 までの間に、国又は都道府県の利子補給承（ ） （ ）

われ、注１に規定する者に対して融通され 認が行われ、注１に規定する者に対して融
た農業近代化資金又は平成26年４月１日か 通された農業近代化資金。
ら平成27年３月31日までの間に、農林中央
金庫から注１に規定する者に対して融通さ

。れた政府の利子補給に係る農業近代化資金
（ ） （ ）(9)（略） （略） （略） 略 (9)（略） （略） （略） 略

（注） （注）
（略） （略）

別表12（平成27年度措置に係る利子助成対象資金） （新設）
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

(1)農業経営基盤 人・農地プランに地域の中心となる経営 貸付当初 1,000
強化資金 体として位置付けられた農業者、経営再開 ５年間 億円

マスタープランに地域の中心となる経営体
として位置付けられた農業者又は農地中間
管理機構から農用地等を借り受けた農業者
に対し、平成27年４月１日から平成28年３
月31日までの間に貸付決定が行われた農業
経営基盤強化資金。
ただし、基盤強化資金実施要綱第３の２

の(７)の資金を除く。
(2)農業近代化資 平成27年４月１日から平成28年３月31日 償還終了 250億
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金（認定農業者等 までの間に都道府県の利子補給承認が行わ 時まで 円
向け特例分） れた認定農業者等向け農業近代化資金又は （最長15

平成27年４月１日から平成28年３月31日ま 年間）
での間に農林中央金庫から融通された政府
の利子補給に係る認定農業者等向け農業近
代化資金。

(3)農林漁業セー 平成27年４月１日から平成27年８月31日 貸付当初 100億
フティネット資金 までの間に、平成26年産米の生産者に対し １年間 円
（平成26年産米価 て融通された農林漁業セーフティネット資
変動対策） 金。

（注）
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（(2)に掲

げる資金を融通する場合を除く 。。）

別表13（平成27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

(1)農業経営基盤強化 ７年以下 ０．３０％ ０．３０％
資金 ７年を超え10年以下 ０．３５％ ０．３５％

10年を超え12年以下 ０．４５％ ０．４５％
12年を超え14年以下 ０．５５％ ０．５５％
14年を超え16年以下 ０．６５％ ０．６５％
16年を超え18年以下 ０．７５％ ０．７５％
18年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(2)農林漁業セーフテ ７年以下 ０．３０％ ０．３０％
ィネット資金（平成26 ７年を超え10年以下 ０．３５％ ０．３５％
年産米価変動対策）

２ 農業協同組合その他の金融機関から融通する資金
農業近代化資金
（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
０．８０％ ７年以下 ０．３０％ 農業近代化資金の

７年を超え10年以下 ０．３５％ 貸付金利－農業経
10年を超え12年以下 ０．４５％ 営基盤強化資金の
12年を超え14年以下 ０．５５％ 貸付金利水準
14年を超え15年以下 ０．６５％

（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 農業経営基盤強化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27年４月９日26経営第3466号）
この通知は、平成27年４月９日から施行し、平成27年４月１日から適用する。


