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日本政策金融公庫 本支店一覧

　本冊子は、制度の内容を簡潔に述べたものであり、取扱いの詳細については、最寄りの公庫支店又は
信農連など受託金融機関にお問い合わせください。

本      店 〒100-0004 千代田区大手町 １－９－４　大手町フィナンシャルシティノースタワー TEL 03-3270-3154 FAX 03-3270-2350

札 幌 支 店 〒060-0001 札幌市中央区北一条西２－２－２　北海道経済センタービル４階 TEL 011-251-1261 FAX 011-221-0434

帯 広 支 店 〒080-0010 帯広市大通南９－４　帯広大通ビル３階 TEL 0155-27-4011 FAX 0155-27-4014

北 見 支 店 〒090-0036 北見市幸町１－２－２２　２階 TEL 0157-61-8212 FAX 0157-61-8215

青 森 支 店 〒030-0861 青森市長島１－５－１　AQUA青森長島ビル３階 TEL 017-777-4211 FAX 017-777-3518

盛 岡 支 店 〒020-0024 盛岡市菜園２－７－２１　４階 TEL 019-653-5121 FAX 019-654-5263

仙 台 支 店 〒980-8454 仙台市青葉区中央 １－６－３５　東京建物仙台ビル11階 TEL 022-221-2331 FAX 022-263-4609

秋 田 支 店 〒010-0001 秋田市中通５－１－５１　北都ビルディング４階 TEL 018-833-8247 FAX 018-835-8309

山 形 支 店 〒990-0042 山形市七日町３－１－９　山形商工会議所会館３階 TEL 023-625-6135 FAX 023-625-6139

福 島 支 店 〒960-8031 福島市栄町６－６　NBFユニックスビル３階 TEL 024-521-3328 FAX 024-521-3385

水 戸 支 店 〒310-0021 水戸市南町３－３－５５　５階 TEL 029-232-3623 FAX 029-232-3627

宇 都 宮 支 店 〒320-0813　 宇都宮市二番町１－３１　５階 TEL 028-636-3901 FAX 028-636-3912

前 橋 支 店 〒371-0023 前橋市本町１－６－１９　５階 TEL 027-243-6061 FAX 027-243-6065

さいたま支店 〒330-0802 さいたま市大宮区宮町１－１０９－１　大宮宮町ビル６階 TEL 048-645-5421 FAX 048-645-5105

千 葉 支 店 〒260-0028 千葉市中央区新町１０００　センシティタワー１４階 TEL 043-238-8501 FAX 043-238-8506

東 京 支 店 〒100-0004 千代田区大手町 １－９－４　大手町フィナンシャルシティノースタワー２階 TEL 03-3270-9791 FAX 03-3270-9248

横 浜 支 店 〒231-8831 横浜市中区南仲通２－２１－２　３階 TEL 045-641-1841 FAX 045-641-1891

新 潟 支 店 〒950-0088 新潟市中央区万代４－４－２７　ＮＢＦ新潟テレコムビル３階 TEL 025-240-8511 FAX 025-246-8553

富 山 支 店 〒930-0004 富山市桜橋通り２－２５　富山第一生命ビル２階 TEL 076-441-8411 FAX 076-441-8414

金 沢 支 店 〒920-0919 金沢市南町６－１　朝日生命金沢ビル５階 TEL 076-263-6471 FAX 076-223-1267

福 井 支 店 〒918-8004 福井市西木田２－８－１　福井商工会議所ビル３階 TEL 0776-33-2385 FAX 0776-33-2387

甲 府 支 店 〒400-0031 甲府市丸の内２－２６－２　２階 TEL 055-228-2182 FAX 055-228-2188

長 野 支 店 〒380-0816 長野市三輪田町１２９１　３階 TEL 026-233-2152 FAX 026-233-2147

岐 阜 支 店 〒500-8844 岐阜市吉野町６－３１　岐阜スカイウィング３７　西棟３階 TEL 058-264-4855 FAX 058-264-5114

静 岡 支 店 〒420-0851 静岡市葵区黒金町５９－６　大同生命静岡ビル６階 TEL 054-205-6070 FAX 054-221-0780

名 古 屋 支 店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅３－２５－９　堀内ビル６階 TEL 052-582-0741 FAX 052-583-0782

津 支 店 〒514-0021 津市万町津１３３　３階 TEL 059-229-5750 FAX 059-229-5760

大 津 支 店 〒520-0051 大津市梅林１－３－１０　滋賀ビル４階 TEL 077-525-7195 FAX 077-525-7270

京 都 支 店 〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町１０１　アーバンネット四条烏丸ビル４階 TEL 075-221-2147 FAX 075-255-0864

大 阪 支 店 〒530-0057 大阪市北区曽根崎２－３－５　梅新第一生命ビルディング８階 TEL 06-6131-0750 FAX 06-6131-0755

神 戸 支 店 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町１－７－４　ハーバーランドダイヤニッセイビル11階 TEL 078-362-8451 FAX 078-362-8454

奈 良 支 店 〒630-8115 奈良市大宮町７－１－３３　奈良センタービルディング５階 TEL 0742-32-2270 FAX 0742-32-2273

和 歌 山 支 店 〒640-8158 和歌山市十二番丁５８　２階 TEL 073-423-0644 FAX 073-423-0647

鳥 取 支 店 〒680-0833 鳥取市末広温泉町７２３　鳥取県JA会館６階 TEL 0857-20-2151 FAX 0857-20-2181

松 江 支 店 〒690-0887 松江市殿町 １１１　松江センチュリービル７階 TEL 0852-26-1133 FAX 0852-24-5334

岡 山 支 店 〒700-0904 岡山市北区柳町１－１－２７　太陽生命岡山柳町ビル９階 TEL 086-232-3611 FAX 086-233-7220

広 島 支 店 〒730-0031 広島市中区紙屋町１－２－２２　広島トランヴェールビルディング6階 TEL 082-249-9152 FAX 082-249-9102

山 口 支 店 〒753-0077 山口市熊野町１－１０　ニューメディアプラザ山口４階 TEL 083-922-2140 FAX 083-922-2142

徳 島 支 店 〒770-0856 徳島市中洲町１－５８　３階 TEL 088-656-6880 FAX 088-656-6883

高 松 支 店 〒760-0023 高松市寿町２－２－７　いちご高松ビル３階 TEL 087-851-2880 FAX 087-822-7350

松 山 支 店 〒790-0003 松山市三番町６－７－３　５階 TEL 089-933-3371 FAX 089-933-2950

高 知 支 店 〒780-0834 高知市堺町２－２６　高知中央ビジネススクエア３階 TEL 088-825-1091 FAX 088-825-1096

福 岡 支 店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前３－２１－１２　７階 TEL 092-451-1780 FAX 092-451-1818

佐 賀 支 店 〒840-0816 佐賀市駅南本町４－２１　５階 TEL 0952-27-4120 FAX 0952-27-4125

長 崎 支 店 〒850-0057 長崎市大黒町１０－４　４階 TEL 095-824-6221 FAX 095-827-5185

熊 本 支 店 〒860-0801 熊本市中央区安政町４－２２　４階 TEL 096-353-3104 FAX 096-322-8654

大 分 支 店 〒870-0034 大分市都町２－１－１２　５階 TEL 097-532-8491 FAX 097-532-8484

宮 崎 支 店 〒880-0805 宮崎市橘通東３－６－３０　４階 TEL 0985-29-6811 FAX 0985-28-3387

鹿 児 島 支 店 〒892-0821 鹿児島市名山町１－２６　３階 TEL 099-805-0511 FAX 099-226-5155
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は　　じ　　め　　に

　　平成 31 年４月

日　本　政　策　金　融　公　庫

農 林 水 産 事 業 本 部

融 資 企 画 部

　当公庫では，公庫資金を利用される方のためにパンフレット類を作成・配布

するほか，いろいろな機会を通じて資金制度の普及に努めておりますが，公

庫資金を円滑・適正に活用していただくためには，日常，直接農林漁業者の方

々と接触し，相談を受けられておられる方々に，資金制度に対する理解を一層

深めていただくことが大切だと考えています。

　この取扱必携は，市町村や農業協同組合等の窓口担当の方々に，公庫資金を

取り扱っていただくにあたって，資金制度の内容を理解していただくととも

に，借入れを希望される方に対して周知願いたいことについて，わかりや

すく解説したものです。

　より多くの方々に公庫資金をご利用いただくことにより，農林漁業経営体の

発展，地域の農林漁業及び農山漁村の振興のために更にお役に立つことができ

れば幸いです。
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《公庫資金早見表（林業）》

造林・林道
（例示）

林産加工・流通施設等の整備

 
レクリエーション施設を設置する

林地等の取得，生産方式の合理化

経営の維持・安定

●人工植栽，天然林の改良をする
●下刈，間伐など森林の手入れをする
●利用間伐を行う
●造林・育林用の機械を購入する
●林道，作業道の開設，改良をする
●資金を必要としているが保安林指定により伐採できない

●林産物の処理加工施設を設置する
●林産物の流通・販売施設を設置する
●素材生産施設・機械を整備する

●森林レクリエーション施設を設置する
●集会施設等を設置する

●造林するための土地や幼齢林を取得する
●分収林を取得する
●高性能林業機械のリース料や作業員研修費用等を支払う

●災害や経営者の責めに帰さない事由による一時的な経営悪化に
より経営維持のための資金が必要である

《公庫資金早見表（農業）》

経営の維持・再建

施設の拡充

農地，牧野の改良・造成

新たな農業経営の開始

経営の改善のために必要なあらゆる長期資金
（例示）

認定農業者が法人を設立して農産物の加工又は販売に取り組む

●農地取得や設備投資の資金が必要である（農業改良資金は農
地取得を除きます）

●立ち上がり資金が必要である
●増加経営資金が必要である
●権利金を支払う
●試験研究費を支払う（農業経営基盤強化資金，農業改良資金）
●負債の整理等財務を健全化させる資金が必要である（農業経
営基盤強化資金のみ）

●法人への出資金が必要である（農業経営基盤強化資金のみ）

●用水路，排水路，農道を整備する
●客土，暗きょ，耕地区画の整備を行う
●牧野を整備する
●農業集落排水施設を整備する（農業基盤整備資金のみ）

●畜舎，農舎，温室などの施設をつくる
●家畜排せつ物処理施設を整備する
●農産物の処理加工施設をつくる
●トラクターなどの農機具を取得する
●家畜を取得する
●果樹などの新・改植をする

●償還金などの支払いの不足する部分に充てる（経営体育成強化
資金のみ）

●農業負債の整理等により経営を再建する（同上）
●災害や経営者の責めに帰さない事由による一時的な経営悪化に
より経営維持のための資金が必要である（農林漁業セーフティ
ネット資金のみ）

●農地取得や設備投資，立ち上がり資金が必要である（青年等
就農資金は農地取得を除きます）

農業経営基盤強化資金
（通称：スーパー L）（P. 8）

経営体育成強化資金（P.18）
農業改良資金（P.24）

青年等就農資金（P.16）
経営体育成強化資金（P.18）

農林漁業施設資金（通称：スーパー W）
（P.30）

農業基盤整備資金（P.44）

担い手育成農地集積資金（P.44）

農林漁業施設資金（P.30 ほか）
畜産経営環境調和推進資金（P.28）
振興山村・過疎地域経営改善資金

（P.145）

経営体育成強化資金（P.18）
農林漁業セーフティネット資金

（P.140）
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《公庫資金早見表（林業）》

造林・林道
（例示）

林産加工・流通施設等の整備

 
レクリエーション施設を設置する

林地等の取得，生産方式の合理化

経営の維持・安定

●人工植栽，天然林の改良をする
●下刈，間伐など森林の手入れをする
●利用間伐を行う
●造林・育林用の機械を購入する
●林道，作業道の開設，改良をする
●資金を必要としているが保安林指定により伐採できない

●林産物の処理加工施設を設置する
●林産物の流通・販売施設を設置する
●素材生産施設・機械を整備する

●森林レクリエーション施設を設置する
●集会施設等を設置する

●造林するための土地や幼齢林を取得する
●分収林を取得する
●高性能林業機械のリース料や作業員研修費用等を支払う

●災害や経営者の責めに帰さない事由による一時的な経営悪化に
より経営維持のための資金が必要である

《公庫資金早見表（農業）》

経営の維持・再建

施設の拡充

農地，牧野の改良・造成

新たな農業経営の開始

経営の改善のために必要なあらゆる長期資金
（例示）

認定農業者が法人を設立して農産物の加工又は販売に取り組む

●農地取得や設備投資の資金が必要である（農業改良資金は農
地取得を除きます）

●立ち上がり資金が必要である
●増加経営資金が必要である
●権利金を支払う
●試験研究費を支払う（農業経営基盤強化資金，農業改良資金）
●負債の整理等財務を健全化させる資金が必要である（農業経
営基盤強化資金のみ）

●法人への出資金が必要である（農業経営基盤強化資金のみ）

●用水路，排水路，農道を整備する
●客土，暗きょ，耕地区画の整備を行う
●牧野を整備する
●農業集落排水施設を整備する（農業基盤整備資金のみ）

●畜舎，農舎，温室などの施設をつくる
●家畜排せつ物処理施設を整備する
●農産物の処理加工施設をつくる
●トラクターなどの農機具を取得する
●家畜を取得する
●果樹などの新・改植をする

●償還金などの支払いの不足する部分に充てる（経営体育成強化
資金のみ）

●農業負債の整理等により経営を再建する（同上）
●災害や経営者の責めに帰さない事由による一時的な経営悪化に
より経営維持のための資金が必要である（農林漁業セーフティ
ネット資金のみ）

●農地取得や設備投資，立ち上がり資金が必要である（青年等
就農資金は農地取得を除きます）

林業基盤整備資金（P.64）
森林整備活性化資金（P.79）

農林漁業施設資金（P.97）
林業構造改善事業推進資金（P.82）
振興山村・過疎地域経営改善資金

（P.145）
新規用途事業等資金（P.195）
中山間地域活性化資金（P.166）

林業経営育成資金（P.86）

農林漁業セーフティネット資金
（P.140）

⃝木材の加工・流通施設の整備に利用できる資金の概要（P.102）
⃝森林レクリエーション施設関係に利用できる資金の概要（P.104）
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《公庫資金早見表（食品産業）》

農産物の加工・流通 

 

 

中山間地域の農林水産物・資源の活用

水産物の加工・流通

 

●新しい品種や新たに開発した用途の研究成果の企業化，実用化
を図る

●新しい品種や新たに開発した用途の研究成果の企業化，実用化
を図る

●新商品，新技術の研究・開発やその成果をを利用した製品の製
造・加工を行う

●事業の転換を行う
●生産の共同化等の事業提携を行う

●卸売市場を整備する
●産地から小売段階まで一貫した流通システムを整備する

●卸売市場を整備する
●産地から小売段階まで一貫した流通システムを整備する

●HACCP導入やその前段階の衛生・品質管理のための施設整備
による食品の製造過程の管理の高度化を図る

●HACCP導入やその前段階の衛生・品質管理のための施設設備
による食品の製造過程の管理の高度化を図る

●新商品，新技術の研究・開発又はその成果を利用した製品の製
造・加工・販売を行う

●需要を開拓するための展示・販売施設等をつくる
●農林漁業資源を活用した体験農園等をつくる
●農山漁村の生産環境を整える

●食料の安定供給を確保するための施設整備等を行う
 
●事業再編に必要な施設整備，株式の取得，出資を行う

●食料の安定供給を確保するための施設整備等を行う

●水産加工場を整備する

《公庫資金早見表（漁業）》

漁船の建造・取得
（例示）

施設の拡充

長期運転資金

漁港・漁村・漁場の整備

経営の維持・再建

●漁船の建造，中古漁船の取得をする
●漁船の機関を換装する
●漁船用機器を設置する

●漁具を購入する
●養殖施設を作る
●漁獲物の加工施設，倉庫，冷蔵庫を作る

●リース料を一括前払いする
●魚種・漁法を転換するための施設を取得する
●水産物の需要を開拓するために調査等を行う
●薬品費，艤装費など水産物の生産，加工，流通，販売のための
資金に充てる

●防波堤，荷さばき所，冷蔵庫を整備する
●漁業集落排水施設を整備する
●魚礁設置，藻場造成，廃棄物処理施設を整備する
●種苗の生産や放流を行う

●償還金などの支払いの不足する部分に充てる
●負債を整理し経営を再建する
●災害や経営者の責めに帰さない事由による一時的な経営悪化に
より経営維持のための資金が必要である

漁業経営改善支援資金（P.115）
振興山村・過疎地域経営改善資金

（20トン未満）　 　　　　　　（P. 145）

漁業経営改善支援資金（P.115）
振興山村・過疎地域経営改善資金

（P. 145）
農林漁業施設資金（P130）

漁業経営改善支援資金（P.115）

漁業基盤整備資金（P.108）
農林漁業施設資金（P130）

漁業経営安定資金（P.123）
農林漁業セーフティネット資金

（P140）
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《公庫資金早見表（食品産業）》

農産物の加工・流通 

 

 

中山間地域の農林水産物・資源の活用

水産物の加工・流通

 

●新しい品種や新たに開発した用途の研究成果の企業化，実用化
を図る

●新しい品種や新たに開発した用途の研究成果の企業化，実用化
を図る

●新商品，新技術の研究・開発やその成果をを利用した製品の製
造・加工を行う

●事業の転換を行う
●生産の共同化等の事業提携を行う

●卸売市場を整備する
●産地から小売段階まで一貫した流通システムを整備する

●卸売市場を整備する
●産地から小売段階まで一貫した流通システムを整備する

●HACCP導入やその前段階の衛生・品質管理のための施設整備
による食品の製造過程の管理の高度化を図る

●HACCP導入やその前段階の衛生・品質管理のための施設設備
による食品の製造過程の管理の高度化を図る

●新商品，新技術の研究・開発又はその成果を利用した製品の製
造・加工・販売を行う

●需要を開拓するための展示・販売施設等をつくる
●農林漁業資源を活用した体験農園等をつくる
●農山漁村の生産環境を整える

●食料の安定供給を確保するための施設整備等を行う
 
●事業再編に必要な施設整備，株式の取得，出資を行う

●食料の安定供給を確保するための施設整備等を行う

●水産加工場を整備する

《公庫資金早見表（漁業）》

漁船の建造・取得
（例示）

施設の拡充

長期運転資金

漁港・漁村・漁場の整備

経営の維持・再建

●漁船の建造，中古漁船の取得をする
●漁船の機関を換装する
●漁船用機器を設置する

●漁具を購入する
●養殖施設を作る
●漁獲物の加工施設，倉庫，冷蔵庫を作る

●リース料を一括前払いする
●魚種・漁法を転換するための施設を取得する
●水産物の需要を開拓するために調査等を行う
●薬品費，艤装費など水産物の生産，加工，流通，販売のための
資金に充てる

●防波堤，荷さばき所，冷蔵庫を整備する
●漁業集落排水施設を整備する
●魚礁設置，藻場造成，廃棄物処理施設を整備する
●種苗の生産や放流を行う

●償還金などの支払いの不足する部分に充てる
●負債を整理し経営を再建する
●災害や経営者の責めに帰さない事由による一時的な経営悪化に
より経営維持のための資金が必要である

新規用途事業等資金（P.195）

特定農産加工資金（P.183）

食品流通改善資金（P.172 ほか）

食品流通改善資金（P.172 ほか）

食品安定供給施設整備資金（P.192）

農業競争力強化支援資金（P.189）

食品安定供給施設整備資金（P.192）

中山間地域活性化資金（P.166）

水産加工資金（P.134）

新規用途事業等資金（P.195）

食品産業品質管理高度化促進資金
（通称：HACCP 資金）（P.186）

食品産業品質管理高度化促進資金
（通称：HACCP 資金）（P.186）
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１　各資金の詳細については，各資金ページをご覧ください。

２

3

　貸付条件以外の留意事項等について は「Ⅵ　各資金共通の融資取扱い」をご覧く
ださい。

　　最新の貸付利率は，公庫ホームページでご確認いただくか，公庫等にご照会ください。

本書のご利用にあたって

貸付利率は貸付時の金融情勢により変動します。
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１　各資金の詳細については，各資金ページをご覧ください。

２

3

　貸付条件以外の留意事項等について は「Ⅵ　各資金共通の融資取扱い」をご覧く
ださい。

　　最新の貸付利率は，公庫ホームページでご確認いただくか，公庫等にご照会ください。

本書のご利用にあたって

貸付利率は貸付時の金融情勢により変動します。
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　公庫資金の融資取扱いにあたって
　平成20年10月１日，日本政策金融公庫（「日本公庫」）は，国民生活金融公庫，

　公庫資金は，農林水産業の施策の展開方向に即して，担い手の育成，農村等
地域の振興・活性化，農林漁業経営の維持安定，食品加工流通業の健全な発展
などのために多くの資金種類が設けられており，次のような特徴があります。
⑴　長期・低利
　長期の償還期限が設定されています。また，利率は低く，特別の場合を
除き，融資時の利率が最終償還期限まで適用される「固定金利」です。
（注）資金によっては，「固定金利」と10年経過ごとに利率を見直す「金利見直し」の
いずれかを選択できます。（221ページ参照）

⑵　関係機関による支援
　資金によっては，普及指導センターなどの機関から，経営面，技術面で
の適切なアドバイスを受けることができます。
⑶　税制上の特例措置
　公庫資金を借りる際に抵当権を設定するときに登録免許税（債権額の
0.4％）が免除になる場合があるなどの特例措置が講じられています。
⑷　資金使途の制限
　公庫資金は国が定めた制度資金ですので，定められた使途以外に使用す
ることが厳しく禁じられており，資金が目的どおりに使用されているかど
うかの確認が必要になるほか，会計検査院の検査を受けることもあります。

１ 日本公庫の
目的

２ 公庫資金の
特徴

農林漁業金融公庫（「農林公庫」），中小企業金融公庫が統合し，全額政府出資
の株式会社として誕生しました。日本公庫農林水産事業は，昭和28年に設立
し，農林水産業，食品産業のみなさまに長期・低利の資金を提供してきた農
林公庫から移行したもので，農林水産業の生産力の維持増進及び食料の安定
供給の確保に必要な長期かつ低利の資金で，一般の金融機関が融通を困難と
するものを農林水産業及び食品産業を営む者に融通することを目的としてい
ます。
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　公庫資金の融資取扱いにあたって
　平成20年10月１日，日本政策金融公庫（「日本公庫」）は，国民生活金融公庫，

　公庫資金は，農林水産業の施策の展開方向に即して，担い手の育成，農村等
地域の振興・活性化，農林漁業経営の維持安定，食品加工流通業の健全な発展
などのために多くの資金種類が設けられており，次のような特徴があります。
⑴　長期・低利
　長期の償還期限が設定されています。また，利率は低く，特別の場合を
除き，融資時の利率が最終償還期限まで適用される「固定金利」です。
（注）資金によっては，「固定金利」と10年経過ごとに利率を見直す「金利見直し」の
いずれかを選択できます。（221ページ参照）

⑵　関係機関による支援
　資金によっては，普及指導センターなどの機関から，経営面，技術面で
の適切なアドバイスを受けることができます。
⑶　税制上の特例措置
　公庫資金を借りる際に抵当権を設定するときに登録免許税（債権額の
0.4％）が免除になる場合があるなどの特例措置が講じられています。
⑷　資金使途の制限
　公庫資金は国が定めた制度資金ですので，定められた使途以外に使用す
ることが厳しく禁じられており，資金が目的どおりに使用されているかど
うかの確認が必要になるほか，会計検査院の検査を受けることもあります。

１ 日本公庫の
目的

２ 公庫資金の
特徴

農林漁業金融公庫（「農林公庫」），中小企業金融公庫が統合し，全額政府出資
の株式会社として誕生しました。日本公庫農林水産事業は，昭和28年に設立
し，農林水産業，食品産業のみなさまに長期・低利の資金を提供してきた農
林公庫から移行したもので，農林水産業の生産力の維持増進及び食料の安定
供給の確保に必要な長期かつ低利の資金で，一般の金融機関が融通を困難と
するものを農林水産業及び食品産業を営む者に融通することを目的としてい
ます。

1
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平成31年度版の主な変更点
Ⅰ　農 業

農業経営基盤強化資金
（スーパー L資金）

各地域が抱える「人と農地の問題」の解決に向け，経
営規模の拡大等に意欲的に取り組む認定農業者に対す
る貸付限度額の特例（個人：１億５千万円（特認３億
円）,法人：５億円（特認 10億円）→個人：３億円（特
認６億円）,法人：10億円（特認 20億円［一定の場合
30億円］）について，特例措置が適用される貸付決定
期限を平成32年３月 31日まで延長。

経営体育成強化資金

⑴　制度資金の借換え資金（償還円滑化資金）の対
象となる経営改善計画の策定期限を平成 34 年３月
31 日まで延長。

⑵　民間資金（制度資金以外）の借換え資金（再建
整備資金）の貸付限度額特例（250 万円加算）の
対象となる経営改善計画の策定期限を平成 34 年３
月 31 日まで延長。

⑶　事業再生支援資金（ＤＩＰファイナンス）の対
象となる経営改善資金計画の策定期限を平成 32 年
３月 31 日まで延長。

Ⅱ　林 業

林業構造改善事業推
進資金

⑴　非補助の場合の貸付けの相手方を，森林経営管
理法に基づき経営管理実施権の設定を受けられる
ものとして都道府県から公表された者に限定した
上で，従来の単独融資事業実施計画の市町村によ
る承認手続きを廃止。

⑵　市町村から経営管理実施権の設定を受けた者に
ついて，非補助の場合の素材生産施設に係る貸
付限度額を引き上げ。　　　　　　　　　　　
５千万円（融資率 80％）→１億円（融資率 80％）

Ⅲ　漁 業 漁業経営改善支援基金
（経営改善）

特例措置が適用される漁業・養殖業復興支援事業の漁
業復興計画の認定期限を平成32年３月 31日まで延長。

漁業経営安定資金 漁業経営安定計画の認定期限を平成 32 年３月 31 日
まで延長。

Ⅳ　農林漁業共通
農林漁業セーフティ
ネット資金

⑴　貸付限度額（特認）を年間経営費等の 12分の３
から 12分の６に引き上げる。

⑵　社会的・経済的環境変化対応資金の貸付決定期限
を平成32年３月 31日まで延長。

農林漁業施設資金
（主務大臣指定施設−
災害復旧施設）

東日本大震災の直接被災者向けの貸付限度額の特例
について，原発事故の影響を受けている漁業者の漁
船の復旧に係る特例の貸付決定期限を平成 32 年 3 月
31 日まで延長。
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Ⅴ　食 品 産 業

食品流通改善資金

⑴　資金全般
食品流通構造改善促進法の改正に伴い，以下のとお
り資金使途名および計画名を変更。
①… 資金使途名の変更
・卸売市場施設（卸売市場近代化）
⇒卸売市場近代化施設
・卸売市場施設（卸売市場機能高度化）
⇒食品等流通合理化事業施設（卸売市場機能高
度化型施設）
・食品生産製造提携事業施設
⇒食品等流通合理化事業施設（食品等生産製造
提携型施設）
・食品生産販売提携事業施設
⇒食品等流通合理化事業施設（食品等生産販売
提携型施設）

②… 計画名の変更
・構造改善計画
⇒食品等流通合理化計画

⑵　卸売市場近代化施設
特定市場（東京都中央卸売市場：豊洲）の整備に伴
う卸売業者施設及び仲卸業者施設に対する貸付限度
額の特例措置が適用される貸付決定期限を平成 33
年 3月 31日まで延長（福岡市中央卸売市場青果市
場については，平成31年 3月 31日をもって廃止）。

特定農産加工資金

特定農産加工業種に以下の業種を追加。
①…「麦加工品製造業」に「パスタ製造業」を追加
②…「菓子製造業（チョコレート，キャンデー，ビ
スケットに限る）」・「砂糖製造業」を追加

食品安定供給施設整
備資金

⑴　食品流通対策の貸付利率のうち，以下のものを廃
止。
①　高度省力化対応の設備を備える事業を行う場
合に適用される貸付利率（政策金利Ⅱ）

②　高度品質管理手法を導入する事業を行う場合
に適用される貸付利率（政策金利Ⅱ）

⑵　新規事業育成の貸付利率のうち，食品流通構造改
善促進法の認定計画に従って行われる新技術研究開
発事業に適用される貸付利率（政策金利Ⅲ）を廃止。
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