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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）

別表12（平成27年度措置に係る利子助成対象資金） 別表12（平成27年度措置に係る利子助成対象資金）

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)～(3) （略） （略） （略） （略） (1)～(3) （略） （略） （略） （略）

(4)農林漁業セー 平成27年６月２日から平成28年３月31日 貸付当初 3 0 億
フティネット資金 までの間に、注１に掲げる者に対して融通 ５年間 円
（災害関連資金） された農林漁業セーフティネット資金。

(5)農林漁業施設 平成27年６月２日から平成28年３月31日
資金（災害関連資 までの間に、注１に掲げる者に対して融通
金） された農林漁業施設資金。

(6)農業基盤整備 平成27年６月２日から平成28年３月31日
資金（災害関連資 までの間に、注１に掲げる者に対して融通
金） された農業基盤整備資金。

(7)農業経営基盤 平成27年６月２日から平成28年３月31日
強化資金（災害関 までの間に、注１に掲げる者に対して融通
連資金） さ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。

(8)経営体育成強 平成27年６月２日から平成28年３月31日
化資金（災害関連 までの間に、注１に掲げる者に対して融通
資金） された経営体育成強化資金。

(9)農業近代化資 平成27年６月２日から平成28年３月31日
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

われ、注１に掲げる者に対して融通された
農業近代化資金又は平成27年６月２日から
平成28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。

（注） （注）
１ 被災農業者追加支援対策（災害関連資金）は、平成27年６月２日から７月26 （新設）
日までの間の豪雨及び暴風雨により被害を受け、資金を必要とする農業者等で
あって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けたものを利子助
成の対象とする。

２ 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 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
掲げる資金を融通する場合及び注１に規定する者に災害復旧に係る事業を対象 げる資金を融通する場合を除く。）。
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として(4)から(9)までに掲げる資金を融通する場合を除く。）。
３ (9)に係る助成を受けた認定農業者に対しては、(2)に係る助成は行わないも （新設）
のとする（ただし、(9)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。）。

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） 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）
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 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
①・② （略） ①・② （略）

③ 平成27年５月27日から平成27年６月１日までの間に融通されたもの ③ 平成27年５月27日から平成27年６月17日までの間に融通されたもの

資金の種類 償還期限 貸付金利水準 実質負担利率の 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 軽減幅

(1)・(2) （略） （略） （略） （略） (1)・(2) （略） （略） （略） （略）

④ 平成27年６月２日から平成27年６月17日までの間に融通されたもの （新設）

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 ８年以下 ０．４０％ ０．４０％
資金 ８年を超え11年以下 ０．４５％ ０．４５％

11年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％
13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％
17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(2)農林漁業セーフテ ８年以下 ０．４０％ ０．４０％
ィネット資金（災害 ８年を超え10年以下 ０．４５％ ０．４５％
関連資金・平成26年産
米価変動対策）

(3)農林漁業施設資金 ８年以下 ０．４０％ ０．４０％
（災害関連資金） ８年を超え11年以下 ０．４５％ ０．４５％
（共同利用施設〔災害 11年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％
復旧〕、主務大臣指定 13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
施設〔災害復旧一般〕） 15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％

17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(4)農林漁業施設資金 ８年以下 ０．４０％ ０．４０％
（災害関連資金） ８年を超え11年以下 ０．４５％ ０．４５％
（主務大臣指定施設〔災 11年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％
害復旧・激甚災害（※ 13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
１）〕） 15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％

17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(5)農林漁業施設資金 １．１０％ １．１０％
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（災害関連資金）
（共同利用施設〔一般〕）

(6)農林漁業施設資金 ０．９５％ ０．９５％
（災害関連資金）
（主務大臣指定施設〔特
別振興事業（立ち上が
り支援（※２））〕）

(7)農林漁業施設資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（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〕）

(8)農林漁業施設資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（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〕）

(9)農林漁業施設資金 借入者の成功判
（災害関連資金） 定区分が
（主務大臣指定施設〔特 「高」の場合
別振興事業（新規分野 ４．９０％ ２．００％
等挑戦事業）〕）

「中」の場合
２．６５％ ２．００％

「低」の場合
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０．４０％ ０．４０％

(10)農業基盤整備資金 ８年以下 ０．４０％ ０．４０％
（災害関連資金） ８年を超え11年以下 ０．４５％ ０．４５％
（災害復旧） 11年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％

13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％
17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(11)農業基盤整備資金 ０．９５％ ０．９５％
（災害関連資金）
（補助〔都道府県営、
水資源機構営〕）

(12)農業基盤整備資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（補助〔団体営〕）

(13)農業基盤整備資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（非補助一般）

(14)農業基盤整備資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（非補助・利子軽減（※
10））

(15)農業経営基盤強化 ８年以下 ０．４０％ ０．４０％
資金（災害関連資金） ８年を超え11年以下 ０．４５％ ０．４５％

11年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％
13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％
17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(16)経営体育成強化資 ０．８０％ ０．８０％
金（災害関連資金）

⑤ 平成27年６月18日から平成27年７月20日までの間に融通されたもの ④ 平成27年６月18日から平成27年７月20日までの間に融通されたもの

資金の種類 償還期限 貸付金利水準 実質負担利率の 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 軽減幅

(1) （略） （略） （略） （略） (1) （略） （略） （略） （略）

(2)農林漁業セーフテ （略） （略） （略） (2)農林漁業セーフテ （略） （略） （略）
ィネット資金（災害 ィネット資金（災害
関連資金・平成26年産 関連資金・平成26年産
米価変動対策） 米価変動対策）
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(3)農林漁業施設資金 ９年以下 ０．３５％ ０．３５％
（災害関連資金） ９年を超え11年以下 ０．４５％ ０．４５％
（共同利用施設〔災害 11年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％
復旧〕、主務大臣指定 13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
施設〔災害復旧一般〕） 15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％

17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(4)農林漁業施設資金 ９年以下 ０．３５％ ０．３５％
（災害関連資金） ９年を超え11年以下 ０．４５％ ０．４５％
（主務大臣指定施設〔災 11年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％
害復旧・激甚災害（※ 13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
１）〕） 15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％

17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(5)農林漁業施設資金 １．１０％ １．１０％
（災害関連資金）
（共同利用施設〔一般〕）

(6)農林漁業施設資金 ０．９５％ ０．９５％
（災害関連資金）
（主務大臣指定施設〔特
別振興事業（立ち上が
り支援（※２））〕）

(7)農林漁業施設資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（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〕）

(8)農林漁業施設資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）



- 6 -

（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〕）

(9)農林漁業施設資金 借入者の成功判
（災害関連資金） 定区分が
（主務大臣指定施設〔特 「高」の場合
別振興事業（新規分野 ４．９０％ ２．００％
等挑戦事業）〕）

「中」の場合
２．６５％ ２．００％

「低」の場合
０．４０％ ０．４０％

(10)農業基盤整備資金 ９年以下 ０．３５％ ０．３５％
（災害関連資金） ９年を超え11年以下 ０．４５％ ０．４５％
（災害復旧） 11年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％

13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％
17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(11)農業基盤整備資金 ０．９５％ ０．９５％
（災害関連資金）
（補助〔都道府県営、
水資源機構営〕）

(12)農業基盤整備資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（補助〔団体営〕）

(13)農業基盤整備資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（非補助一般）

(14)農業基盤整備資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（非補助・利子軽減（※
10））

(15)農業経営基盤強化 ９年以下 ０．３５％ ０．３５％
資金（災害関連資金） ９年を超え11年以下 ０．４５％ ０．４５％

11年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％
13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％
17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(16)経営体育成強化資 ０．８０％ ０．８０％
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金（災害関連資金）

⑥ 平成27年７月21日から平成27年８月18日までの間に融通されたもの ⑤ 平成27年７月21日から平成27年８月18日までの間に融通されたもの

資金の種類 償還期限 貸付金利水準 実質負担利率の 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 軽減幅

(1) （略） （略） （略） （略） (1) （略） （略） （略） （略）

(2)農林漁業セーフテ （略） （略） （略） (2)農林漁業セーフテ （略） （略） （略）
ィネット資金（災害 ィネット資金（災害
関連資金・平成26年産 関連資金・平成26年産
米価変動対策） 米価変動対策）

(3)農林漁業施設資金 ８年以下 ０．４０％ ０．４０％
（災害関連資金） ８年を超え10年以下 ０．４５％ ０．４５％
（共同利用施設〔災害 10年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％
復旧〕、主務大臣指定 13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
施設〔災害復旧一般〕） 15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％

17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(4)農林漁業施設資金 ８年以下 ０．４０％ ０．４０％
（災害関連資金） ８年を超え10年以下 ０．４５％ ０．４５％
（主務大臣指定施設〔災 10年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％
害復旧・激甚災害（※ 13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
１）〕） 15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％

17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(5)農林漁業施設資金 １．１０％ １．１０％
（災害関連資金）
（共同利用施設〔一般〕）

(6)農林漁業施設資金 ０．９５％ ０．９５％
（災害関連資金）
（主務大臣指定施設〔特
別振興事業（立ち上が
り支援（※２））〕）

(7)農林漁業施設資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（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）、
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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〕）

(8)農林漁業施設資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（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〕）

(9)農林漁業施設資金 借入者の成功判
（災害関連資金） 定区分が
（主務大臣指定施設〔特 「高」の場合
別振興事業（新規分野 ４．９０％ ２．００％
等挑戦事業）〕）

「中」の場合
２．６５％ ２．００％

「低」の場合
０．４０％ ０．４０％

(10)農業基盤整備資金 ８年以下 ０．４０％ ０．４０％
（災害関連資金） ８年を超え10年以下 ０．４５％ ０．４５％
（災害復旧） 10年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％

13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％
17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(11)農業基盤整備資金 ０．９５％ ０．９５％
（災害関連資金）
（補助〔都道府県営、
水資源機構営〕）

(12)農業基盤整備資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（補助〔団体営〕）

(13)農業基盤整備資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
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（非補助一般）

(14)農業基盤整備資金 ０．８０％ ０．８０％
（災害関連資金）
（非補助・利子軽減（※
10））

(15)農業経営基盤強化 ８年以下 ０．４０％ ０．４０％
資金（災害関連資金） ８年を超え10年以下 ０．４５％ ０．４５％

10年を超え13年以下 ０．５５％ ０．５５％
13年を超え15年以下 ０．６５％ ０．６５％
15年を超え17年以下 ０．７５％ ０．７５％
17年を超え25年以下 ０．８０％ ０．８０％

(16)経営体育成強化資 ０．８０％ ０．８０％
金（災害関連資金）

⑦ 平成27年８月19日以降に融通されたもの ⑥ 平成27年８月19日以降に融通されたもの

資金の種類 償還期限 貸付金利水準 実質負担利率の 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 軽減幅

(1) （略） （略） （略） （略） (1) （略） （略） （略） （略）

(2)農林漁業セーフテ （略） （略） （略） (2)農林漁業セーフテ （略） （略） （略）
ィネット資金（災害 ィネット資金（災害
関連資金・平成26年産 関連資金・平成26年産
米価変動対策） 米価変動対策）

(3)農林漁業施設資金 10年以下 ０．３５％ ０．３５％
（災害関連資金） 10年を超え12年以下 ０．４５％ ０．４５％
（共同利用施設〔災害 12年を超え14年以下 ０．５５％ ０．５５％
復旧〕、主務大臣指定 14年を超え16年以下 ０．６５％ ０．６５％
施設〔災害復旧一般〕） 16年を超え25年以下 ０．７０％ ０．７０％

(4)農林漁業施設資金 10年以下 ０．３５％ ０．３５％
（災害関連資金） 10年を超え12年以下 ０．４５％ ０．４５％
（主務大臣指定施設〔災 12年を超え14年以下 ０．５５％ ０．５５％
害復旧・激甚災害（※ 14年を超え16年以下 ０．６５％ ０．６５％
１）〕） 16年を超え25年以下 ０．７０％ ０．７０％

(5)農林漁業施設資金 １．１０％ １．１０％
（災害関連資金）
（共同利用施設〔一般〕）

(6)農林漁業施設資金 ０．８５％ ０．８５％
（災害関連資金）
（主務大臣指定施設〔特
別振興事業（立ち上が
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り支援（※２））〕）

(7)農林漁業施設資金 ０．７０％ ０．７０％
（災害関連資金）
（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〕）

(8)農林漁業施設資金 ０．７０％ ０．７０％
（災害関連資金）
（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〕）

(9)農林漁業施設資金 借入者の成功判
（災害関連資金） 定区分が
（主務大臣指定施設〔特 「高」の場合
別振興事業（新規分野 ４．９０％ ２．００％
等挑戦事業）〕）

「中」の場合
２．６５％ ２．００％

「低」の場合
０．４０％ ０．４０％

(10)農業基盤整備資金 10年以下 ０．３５％ ０．３５％
（災害関連資金） 10年を超え12年以下 ０．４５％ ０．４５％
（災害復旧） 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25年以下 ０．７０％ ０．７０％



- 11 -

(11)農業基盤整備資金 ０．８５％ ０．８５％
（災害関連資金）
（補助〔都道府県営、
水資源機構営〕）

(12)農業基盤整備資金 ０．７０％ ０．７０％
（災害関連資金）
（補助〔団体営〕）

(13)農業基盤整備資金 ０．７０％ ０．７０％
（災害関連資金）
（非補助一般）

(14)農業基盤整備資金 ０．７０％ ０．７０％
（災害関連資金）
（非補助・利子軽減（※
10））

(15)農業経営基盤強化 10年以下 ０．３５％ ０．３５％
資金（災害関連資金） 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25年以下 ０．７０％ ０．７０％

(16)経営体育成強化資 ０．７０％ ０．７０％
金（災害関連資金）

（※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 （新設）
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。
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（※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 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 農業近代化資金
（認定農業者等向け特例分） （認定農業者等向け特例分）

①・② （略） ①・② （略）

③ 平成27年５月27日から平成27年６月１日までの間に融通されたもの ③ 平成27年５月27日から平成27年６月17日までの間に融通されたもの
（認定農業者等向け特例分） （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 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 資金金利 金の貸付金利水準 軽減幅

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

④ 平成27年６月２日から平成27年６月17日までの間に融通されたもの （新設）
（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％ ８年以下 ０．４０％ 農業近代化資金の
８年を超え11年以下 ０．４５％ 貸付金利－農業経
11年を超え13年以下 ０．５５％ 営基盤強化資金の
13年を超え15年以下 ０．６５％ 貸付金利水準

（災害関連資金）

財政融資 貸付金利水準 実質負担利率の
資金金利 軽減幅

０．８０％ ０．８０％ ０．８０％

⑤ 平成27年６月18日から平成27年７月20日までの間に融通されたもの ④ 平成27年６月18日から平成27年７月20日までの間に融通されたもの
（認定農業者等向け特例分） （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 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 資金金利 金の貸付金利水準 軽減幅

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（災害関連資金）

財政融資 貸付金利水準 実質負担利率の
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資金金利 軽減幅

０．８０％ ０．８０％ ０．８０％

⑥ 平成27年７月21日から平成27年８月18日までの間に融通されたもの ⑤ 平成27年７月21日から平成27年８月18日までの間に融通されたもの
（認定農業者等向け特例分） （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 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 資金金利 金の貸付金利水準 軽減幅

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（災害関連資金）

財政融資 貸付金利水準 実質負担利率の
資金金利 軽減幅

０．８０％ ０．８０％ ０．８０％

⑦ 平成27年８月19日以降に融通されたもの ⑥ 平成27年８月19日以降に融通されたもの
（認定農業者等向け特例分） （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 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 資金金利 金の貸付金利水準 軽減幅

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

（災害関連資金）

財政融資 貸付金利水準 実質負担利率の
資金金利 軽減幅

０．７０％ ０．７０％ ０．７０％

（注） （注）
１・２ （略） １・２ （略）
３ 災害関連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 （新設）
るまでの幅（ただし、２％を上限）とする。

附 則 （平成27年８月28日27経営第1334号）
この通知は、平成27年８月28日から施行し、平成27年６月２日から適用する。


