
  

  

  

  

  

ⅦⅦ  そそのの他他融融資資取取扱扱上上のの参参考考事事項項  
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１ 公庫業務の

委託 
公庫（農林水産事業）は，借入者の利便性を図り，融資業務を円滑に行うために，

全国の金融機関に業務の一部を委託しています。 
 

直貸と委託貸 公庫資金（農林水産事業）には，公庫（農林水産事業）が直接，借入者に融資す

る直接貸付（直貸）と，公庫（農林水産事業）から業務の委託を受けた受託金融機

関を通じて借入者に融資する委託貸付（委託貸）があります。 
 

業務委託方式別

資金名 
公庫資金（農林水産事業）の業務委託方式は，次表のとおりです。 

委託方式 対象資金 

Ｃ方式 (1) 農業経営基盤強化資金 
(2) 農業改良資金 
(3) 青年等就農資金 
(4) 経営体育成強化資金（経営改善計画において負債整理資金を含む場合を除きま

す。） 
(5) 畜産経営環境調和推進資金 
(6) 林業構造改善事業推進資金 
(7) 漁業経営改善支援資金 
(8) 漁業経営安定資金 
(9) 振興山村・過疎地域経営改善資金 
(10) 農林漁業施設資金（共同利用施設及び主務大臣指定施設（農業施設，林業施設，

水産施設，農山漁村経営改善対策事業に係る施設，災害復旧施設，産業動物に

係る診療施設）に係るものに限ります。） 
(11) 農林漁業セーフティネット資金（社会的又は経済的環境の変化等に係るものに

限ります。） 
(12) 食品流通改善資金 
(13) 新規用途事業等資金 
(14) 中山間地域活性化資金 
(15) 食品安定供給施設整備資金 
(16) 特定農産加工資金 
(17) 水産加工資金 
(18) 食品産業品質管理高度化促進資金 
(19) 農業競争力強化支援資金 
(20) 林業基盤整備資金（災害を除きます。） 
(21) 林業経営育成資金 
(22) 漁業基盤整備資金（災害，都道府県営事業を除きます。） 
(23) 森林整備活性化資金 
(24) 農業基盤整備資金 
(25) 担い手育成農地集積資金 
以上いずれも資金の種類ごとに１貸付先当たり（転貸資金については１転貸先ご

とに）既往 C 方式貸付金残高を含め原則として 10 億円までが C 方式による取扱限

度額です。 
ただし，農林漁業施設資金（農産物の生産，流通，加工又は販売に必要な共同利

用施設の改良，造成，復旧又は取得に係るものであって，貸付けの相手方が農業協

同組合又は農業協同組合連合会であるものに限ります。）にあっては，貸付案件１件

当たり 10 億円までがＣ方式による取扱限度額です。 
なお，農業基盤整備資金及び担い手育成農地集積資金には，取扱限度額はありま

せん。 
Ｄ方式 (1) 経営体育成強化資金（経営改善計画において負債整理資金を含む場合に限りま

す。） 
(2) 農林漁業セーフティネット資金（災害又は法令に基づく処分等に係るものに限

ります。） 
Ｅ方式 (1) 公有林造林 

(2) 公有牧野 
(3) 公有林分収育林取得 

なお，Ｅ方式の受託金融機関は，地方公共団体金融機構のみです。 
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委託方式 対象資金 

Ｇ方式 農業協同組合（所定の条件に該当する場合に限ります。）の取扱いとして貸付けする

Ｃ及びＤ方式で指定する資金（Ｃ方式で指定する資金の取扱限度額はＣ方式対象資

金と同じです。）。 
Ｈ方式 公庫の直接貸付けに係る窓口業務を受託金融機関が行う C 及び D 方式で指定する資

金（Ｃ方式で指定する資金の取扱限度額はＣ方式対象資金と同じです。） 
 

  
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 

 

 

⑴対象資金及び

対象者 
 

対象資金 対象者 

農林漁業施設資金（共同利用施設） 

常時使用する従業員数が 21 人以上の者 
ただし，農林漁業者又は農林漁業者が組織する

法人若しくは団体にあっては，病院の施設の取得

等農林水産物の生産，流通，加工又は販売に直結

しない共同利用施設に係る事業を実施する場合

に限る。 
塩業資金 
食品流通改善資金 
新規用途事業等資金 
中山間地域活性化資金 
食品安定供給施設整備資金 
特定農産加工資金 
水産加工資金 
食品産業品質管理高度化促進資金 
農業競争力強化支援資金 

常時使用する従業員数が 21 人以上の者 
ただし，農林漁業者又は農林漁業者が組織する

法人若しくは団体であって，主として自ら又は傘

下農林漁業者が生産した農林水産物の加工流通

を行うために借り入れる場合を除く。 

 

⑵10 年経過ごと 
金利見直し制度 

貸付実行時までに，「固定方式」又は「金利見直し方式」のいずれかを選択でき

ます。 
 

「固定方式」 

 最終償還期限まで貸付実行時の利率を適用する方式 
「金利見直し方式」 

貸付契約日から 10 年経過ごとにその応当日の前日以降最初に到来する約定払

込期日の翌日に利率を見直し，同日における当該資金の利率を適用する方式 
ただし，見直し後の利率の下限は，貸付契約時において適用される公庫資金

の最優遇金利となります。 

また，見直し後の利率の上限は，契約時における当該資金制度の法定上限利

率となります。 

（注）貸付実行時に選択された方式は，最終償還期限まで変更できません。 
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⑶繰上償還手数

料制度

借入者の都合により繰上償還する場合には，次の計算式による繰上償還手数料を

お支払いいただきます。 

【計算式】 

⒜ 繰上償還手数料＝繰上償還元金×金利差×最終償還期限までの残期間×１／２

金利見直し制度を選択した場合は，次のｂにより算出した金額が上記ａにより算

出した金額を下回るときは，ｂの算式による金額を繰上償還手数料とします。 

⒝ 繰上償還手数料＝繰上償還元金×金利差×金利見直し日の前日までの残期間

（注）１ この計算式は簡略式です。実際には借用証書特約条項に基づき計算され

ます。 

２ 金利差＝貸付実行利率（約定利率）－繰上償還時点の同一資金の利率 

（したがって，繰上償還時点の同一資金の利率が貸付実行利率以上の場

合には繰上償還手数料は発生しません。） 

３ 借入者が次のいずれかに該当する場合は，上記ａ又はｂにより算出した

金額を２倍した額が繰上償還手数料となります。ただし，農林漁業者の

組織する法人又は団体を除きます。 

① 小売業を主たる事業とする会社にあっては，資本の額又は出資

の総額が 5,000 万円超かつ常時使用する従業員の数が 50 人超

② サービス業を主たる事業とする会社にあっては,資本の額又は出

資の総額が 5,000 万円超かつ常時使用する従業員の数が 100 人

超

③ 卸売業を主たる事業とする会社にあっては，資本の額又は出資

の総額が１億円超かつ常時使用する従業員の数が 100 人超
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】

令和４年４月現在

記載された契約金額が
１万円未満（※）のも
の

※ 第１号文書と第３
号から第17号文書と
に該当する文書で第
１号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が
１万円未満であって
も非課税文書となり
ません。

記載された契約金額が
１万円未満（※）のも
の

※ 第２号文書と第３
号から第17号文書と
に該当する文書で第
２号文書に所属が決
定されるものは、記
載された契約金額が
１万円未満であって
も非課税文書となり
ません。

傭
送り状

　上記の１に該当する「不動産の譲渡に関する契
３

月31日までの間に作成されるものについては、契
約書の作成年月日及び記載された契約金額に応
じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。

　上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業
法第２条第１項に規定する建設工事の請負に係る
契約に基づき作成されるもので、平成９年４月１

も
のについては、契約書の作成年月日及び記載され
た契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減
されています。

】

約書」のうち、平成９年４月１日から令和６年
令和６年３月31日

日から令和６年３月31日までの間に作成される

令和６年３月31日
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みます。

倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
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日本政策金融公庫農林水産事業 支店一覧 

支店名 郵便番号 住所 電話番号 

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 011-251-1261 

帯広支店 080-0010 帯広市大通南９－４ 帯広大通ビル３階 0155-27-4011 

北見支店 090-0036 北見市幸町１－２－２２ ２階 0157-61-8212 

青森支店 030-0861 青森市長島１－５－１ ＡＱＵＡ青森長島ビル３階 017-777-4211 

盛岡支店 020-0024 盛岡市菜園２－７－２１ ４階 019-653-5121 

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 022-221-2331 

秋田支店 010-0001 秋田市中通５－１－５１ 北都ビルディング４階 018-833-8247 

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 023-625-6135 

福島支店 960-8031 福島市栄町６－６ ＮＢＦユニックスビル３階 024-521-3328 

水戸支店 310-0021 水戸市南町３－３－５５ ５階 029-232-3623 

宇都宮支店 320-0813 宇都宮市二番町１－３１ ５階 028-636-3901 

前橋支店 371-0023 前橋市本町１－６－１９ ５階 027-243-6061 

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 048-645-5421 

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 043-238-8501 

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 
03-3270-9791 

横浜支店 231-8831 横浜市中区南仲通２－２１－２ ３階 045-641-1841 

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 025-240-8511 

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 076-441-8411 

金沢支店 920-0919 金沢市南町６－１ 朝日生命金沢ビル５階 076-263-6471 

福井支店 918-8004 福井市西木田２－８－１ 福井商工会議所ビル６階 0776-33-2385 

甲府支店 400-0031 甲府市丸の内２－２６－２ ２階 055-228-2182 

長野支店 380-0816 長野市三輪田町１２９１ ３階 026-233-2152 

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 058-264-4855 

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 054-205-6070 

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 052-582-0741 

津支店 514-0021 津市万町津１３３ ３階 059-229-5750 
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支店名 郵便番号 住所 電話番号 

大津支店 520-0051 大津市梅林１－３－１０ 滋賀ビル４階 077-525-7195 

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 
075-221-2147 

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 06-6131-0750 

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 
078-362-8451 

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 0742-32-2270 

和歌山支店 640-8158 和歌山市十二番丁５８ ２階 073-423-0644 

鳥取支店 680-0833 鳥取市末広温泉町７２３ 鳥取県ＪＡ会館６階 0857-20-2151 

松江支店 690-0887 松江市殿町 １１１ 松江センチュリービル７階 0852-26-1133 

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 086-232-3611 

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 
082-249-9152 

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 083-922-2140 

徳島支店 770-0856 徳島市中洲町１－５８ ３階 088-656-6880 

高松支店 760-0023 高松市寿町２－２－７ いちご高松ビル３階 087-851-2880 

松山支店 790-0003 松山市三番町６－７－３ ５階 089-933-3371 

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 088-825-1091 

福岡支店 812-0011 福岡市博多区博多駅前３－２１－１２ ７階 092-451-1780 

佐賀支店 840-0816 佐賀市駅南本町４－２１ ５階 0952-27-4120 

長崎支店 850-0057 長崎市大黒町１０－４ ４階 095-824-6221 

熊本支店 860-0801 熊本市中央区安政町４－２２ ４階 096-353-3104 

大分支店 870-0034 大分市都町２－１－１２ ５階 097-532-8491 

宮崎支店 880-0805 宮崎市橘通東３－６－３０ ４階 0985-29-6811 

鹿児島支店 892-0843 鹿児島市千日町１－１ センテラス天文館 ５階 099-805-0511 
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日本政策金融公庫農林水産事業本部 再生支援部再生支援グループ一覧 

グループ名 郵便番号 住所 直通電話番号 

札幌再生支援グループ 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 

011-251-1413 

仙台再生支援グループ 980-8454 
仙台市青葉区中央 1-6-35  

東京建物仙台ビル 11 階 

022-221-8609 

東京再生支援グループ 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7階 

03-3270-9727 

京都再生支援グループ 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 

075-221-6958 

岡山再生支援グループ 700-0904 
岡山市北区柳町 1-1-27 

太陽生命岡山柳町ビル 9階 

086-232-3616 

熊本再生支援第一グループ 

860-0801 熊本市中央区安政町 4-22 4 階 

096-353-7013 

熊本再生支援第二グループ 096-353-3109 

 

 

 

発 行  (株)日本政策金融公庫農林水産事業本部 融資企画部 
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-9-4  ☎（03）3270-3154 
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