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本書のご利用にあたって 

 

貸付利率は金融情勢により変動します。 
最新貸付利率は，公庫ホームページでご確認ください。 
 
様式Ｃ１などは，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。 
 

取扱いの詳細やご不明な点については，公庫等にご照会ください。 



≪≪公公庫庫資資金金早早見見表表（（農農業業））≫≫  

経営の改善のために必要なあらゆる長期資金 

●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 

●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） 

 

 

農業経営基盤強化資金 

（略称：スーパーL）（P.6） 

経営体育成強化資金（P.18） 

農業改良資金（P.24） 

  

新たな農業経営の開始 

●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） 

 

青年等就農資金（P.15） 

経営体育成強化資金（P.18） 

  

●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 
農林漁業施設資金 

（略称：スーパーW）（P.30） 

  

農地，牧野の改良・造成 

●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） 

 

農業基盤整備資金（P.44） 

担い手育成農地集積資金（P.44） 

  

施設の拡充 

●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 

 

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.131） 

  

経営の維持・再建 

●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） 

 

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.126） 
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≪公庫資金早見表（林業）≫ 

造林・林道 

●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 

 

林業基盤整備資金（P.60） 

森林整備活性化資金（P.72） 

  

林産加工・流通施設等の整備 

●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 

 

農林漁業施設資金（P.88） 

林業構造改善事業推進資金（P.74） 

振興山村・過疎地域経営改善資金（P.131） 

新規用途事業等資金（P.181） 

中山間地域活性化資金（P.152） 

レクリエーション施設を設置する 

●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 

  

林地等の取得，生産方式の合理化 

●人工林，天然林改良林，造林するための土地を取得する 

●分収林の立木持分を取得する 

●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 

 

林業経営育成資金（P.78） 

  

経営の維持・安定 

●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（P.126） 

 

●木材の加工・流通施設の整備に利用できる資金の概要（P.92） 

●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.94） 

 

 

 
 
 
 

 



≪≪公公庫庫資資金金早早見見表表（（食食品品産産業業））≫≫  

農産物の加工・流通 

●輸出・海外展開に取り組むための施設整備等を行う

●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

農林水産物・食品輸出促進資金制度（P.183） 

新規用途事業等資金（P.181） 

特定農産加工資金（P.170） 

食品流通改善資金（P.158 ほか） 

食品産業品質管理高度化促進資金 

（通称：HACCP 資金）（P.173） 

食品安定供給施設整備資金（P.178） 

農業競争力強化支援資金（P.176） 

●新商品，新技術の研究・開発やその成果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

●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

●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

中山間地域の農林水産物・資源の活用 

●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

中山間地域活性化資金（P.152） 

水産物の加工・流通 

●水産加工場を整備する 水産加工資金（P.120） 

新規用途事業等資金（P.181） 

食品流通改善資金（P.158 ほか） 

食品産業品質管理高度化促進資金 

（通称：HACCP 資金）（P.173） 

食品安定供給施設整備資金（P.178） 

●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

●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設備による食

品の製造過程の管理の高度化を図る

●食料の安定供給を確保するための施設整備等を行う

≪≪公公庫庫資資金金早早見見表表（（漁漁業業））≫≫  

漁船の建造・取得 

●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 

 

漁業経営改善支援資金（P.103） 

振興山村・過疎地域経営改善資金 

（20トン未満）        （P. 131） 

  

施設の拡充 

●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 

 

漁業経営改善支援資金（P.103） 

振興山村・過疎地域経営改善資金（P. 131） 

農林漁業施設資金（P.116） 

  

長期運転資金 

●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 

 

漁業経営改善支援資金（P.103） 

  

漁港・漁村・漁場の整備 

●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 

 

漁業基盤整備資金（P.98） 

農林漁業施設資金（P.116） 

  

経営の維持・再建 

●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 

 

漁業経営安定資金（P.109） 

農林漁業セーフティネット資金（P.126） 
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農産物の加工・流通 

●輸出・海外展開に取り組むための施設整備等を行う

●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

農林水産物・食品輸出促進資金制度（P.183） 

新規用途事業等資金（P.181） 

特定農産加工資金（P.170） 

食品流通改善資金（P.158 ほか） 

食品産業品質管理高度化促進資金 

（通称：HACCP 資金）（P.173） 

食品安定供給施設整備資金（P.178） 

農業競争力強化支援資金（P.176） 

●新商品，新技術の研究・開発やその成果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

●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

●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

中山間地域の農林水産物・資源の活用 

●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

中山間地域活性化資金（P.152） 

水産物の加工・流通 

●水産加工場を整備する 水産加工資金（P.120） 

新規用途事業等資金（P.181） 

食品流通改善資金（P.158 ほか） 

食品産業品質管理高度化促進資金 

（通称：HACCP 資金）（P.173） 

食品安定供給施設整備資金（P.178） 

●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

●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設備による食

品の製造過程の管理の高度化を図る

●食料の安定供給を確保するための施設整備等を行う

≪≪公公庫庫資資金金早早見見表表（（漁漁業業））≫≫  

漁船の建造・取得 

●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 

 

漁業経営改善支援資金（P.103） 

振興山村・過疎地域経営改善資金 

（20トン未満）        （P. 131） 

  

施設の拡充 

●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 

 

漁業経営改善支援資金（P.103） 

振興山村・過疎地域経営改善資金（P. 131） 

農林漁業施設資金（P.116） 

  

長期運転資金 

●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 

 

漁業経営改善支援資金（P.103） 

  

漁港・漁村・漁場の整備 

●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 

 

漁業基盤整備資金（P.98） 

農林漁業施設資金（P.116） 

  

経営の維持・再建 

●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 

 

漁業経営安定資金（P.109） 

農林漁業セーフティネット資金（P.126） 

 
 
 
 
 
 
 



目 次 

令和４年度版の主な変更点 ·················································································· 1

Ⅰ 農   業 

〈担い手農業経営者向けの制度金融〉 ··································································· 4
１ 農業経営基盤強化資金（略称：スーパーＬ） ···················································· 6
２ 青年等就農資金 ························································································· 15
３ 経営体育成強化資金 ··················································································· 18
４ 農業改良資金 ···························································································· 24
５ 畜産経営環境調和推進資金 ·········································································· 28
６ 農林漁業施設資金 ······················································································ 30

① アグリビジネス強化（略称：スーパーＷ）··············································· 30
② 環境保全型農業推進 ············································································· 33
③ 農林漁業施設資金（災害復旧） ······························································ 37
④ 産業動物診療施設 ················································································ 38
⑤ 食肉センター施設・家畜市場施設 ··························································· 40

７ 農業基盤整備資金・担い手育成農地集積資金 ·················································· 44
① 農業基盤整備資金（農業農村整備）・担い手育成農地集積資金 ····················· 44
② 農業基盤整備資金（畜産基盤整備） ························································ 49

Ⅱ 林   業 

〔用語解説〕 ·································································································· 52
〈林業経営改善計画の認定を受けた方の特例制度〉 ··············································· 54
〈21 世紀型先進林業地総合整備資金制度〉 ·························································· 56
１ 林業基盤整備資金 ······················································································ 60

① 造林 ·································································································· 60
② 樹苗養成施設 ······················································································ 64
③ 林道 ·································································································· 65
④ 利用間伐推進 ······················································································ 68
⑤ 伐採調整 ···························································································· 71

２ 森林整備活性化資金 ··················································································· 72
３ 林業構造改善事業推進資金 ·········································································· 74
４ 林業経営育成資金 ······················································································ 78



① －ア 森林取得（林地取得） ·································································· 78
① －イ 森林取得（分収林取得） ······························································· 84
② 育林 ································································································ 86
③ 生産方式合理化 ················································································· 87

５ 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設） ························································ 88

＜木材の加工・流通施設の整備に利用できる資金の概要＞ ······································ 92
＜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＞ ··································· 94

Ⅲ 漁 業 

１ 漁業基盤整備資金 ······················································································ 98
① 漁港 ································································································ 98
② 漁場整備 ························································································· 101

２ 漁業経営改善支援資金 ··············································································· 103
① 経営改善 ························································································· 103
② 整備 ······························································································· 107

３ 漁業経営安定資金 ····················································································· 109
① 償還円滑化 ······················································································ 109
② 再建整備 ························································································· 112

４ 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）（水産施設，災害復旧） ······················· 116
５ 水産加工資金 ··························································································· 120

Ⅳ 農林漁業共通 

１ 農林漁業セーフティネット資金 ··································································· 126
２ 振興山村・過疎地域経営改善資金 ································································ 131
３ 農林漁業施設資金 ····················································································· 136

① 農商工等連携 ··················································································· 136
② 六次産業化 ······················································································ 138
③ バイオマス利活用施設 ······································································· 140
④ 特別振興事業 ··················································································· 143
⑤ 新規分野等挑戦型資本性貸付（資本性ローン） ····································· 145
⑥ 農山漁村経営改善 ············································································· 147
⑦ 共同利用施設 ··················································································· 149



Ⅴ 食品産業 

１ 中山間地域活性化資金 ··············································································· 152
２ 食品流通改善資金（卸売市場近代化施設） ···················································· 158
３ 食品流通改善資金 食品等流通合理化事業施設（食品等生産製造提携型施設） ····· 161
４ 食品流通改善資金 食品等流通合理化事業施設（食品等生産販売提携型施設） ····· 164
５ 食品流通改善資金 食品等流通合理化事業施設（卸売市場機能高度化型施設） ····· 168
６ 特定農産加工資金 ····················································································· 170
７ 食品産業品質管理高度化促進資金（通称：HACCP 資金） ······························ 173
８ 農業競争力強化支援資金 ············································································ 176
９ 食品安定供給施設整備資金 ········································································· 178
10 新規用途事業等資金 ·················································································· 181
11 農林水産物・食品輸出促進資金制度 ····························································· 183

Ⅵ 各資金共通の融資取扱 

１ 借入申込みから借入金の返済まで ································································ 188
２ 融資の対象としない事業 ············································································ 188
３ 貸付条件 ································································································· 188
４ 公庫資金と税金の優遇措置 ········································································· 190

Ⅶ その他融資取扱上の参考事項 

１ 公庫業務の委託 ························································································ 194
２ 10 年経過ごと金利見直し制度及び繰上償還手数料制度の概要 ·························· 195



1 

令令和和４４年年度度版版のの主主なな変変更更点点  

Ⅰ 農業 経営体育成強化資金 (1) 貸付対象者について，「地域における継続的な農地利
用を図る者であって，生産の効率化等に取り組むものと
して市町村が認める者」を追加。  

(2) 貸付金の使途のうち，「農業経営の改善によって必要
となる農薬費その他の費用に充てるのに必要な資金」の

貸付対象者について，「地域における継続的な農地利用を
図る者であって，生産の効率化等に取り組むものとして
市町村が認める者」を追加。 

Ⅱ 林業 林業経営育成資金 
（森林取得） 

（1）貸付金の使途について，取得する森林の林齢制限（林
齢 60 年を超える森林を取得する場合は，林齢 60 年以下
の森林と一体的に取得する場合に限定）を廃止。また，
地域制限や伐採制限の内容を見直し。 

（2）貸付限度額について，個人以外の貸付限度額を引き上
げ。また，貸付限度額の特例を適用するための要件のう
ち「林地保有合理化」に係るものを廃止。 

Ⅲ 漁業 漁業経営改善支援資金 
（経営改善） 

（1）貸付限度額の特例措置が適用される漁業構造改革総合
対策事業の改革計画の認定期限を令和９年３月 31 日ま
で延長。 

（2）貸付限度額の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令和５年３月 31 
日まで延長。 

漁業経営安定資金 
（償還円滑化） 

東日本大震災の直接被災者であって原子力災害の影響

を受けている被災漁業者に対する借換対象漁業種類及び

貸付限度額の特例措置を廃止。 
Ⅳ 農林漁業共通 農林漁業セーフティ 

ネット資金

（1）貸付対象者について，地域における継続的な農地利用
を図る者であって，生産の効率化等に取り組むものとして市
町村が認める者」を追加。 
（2）償還期限について，10 年→15 年に延長。

農林漁業施設資金 
（主務大臣指定施設− 
災害復旧施設) 

貸付限度額のうち漁船の復旧について，東日本大震災の直

接被災者であって原子力災害の影響を受けている被災漁業

者に対する特例措置の貸付決定期限を令和５年３月 31 日
まで延長。 



 


