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高知県漁業経営維持安定資金事務処理要領の一部改正新旧対照表

新 旧

高知県漁業経営維持安定資金事務処理要領

第１ （略)

第２

１ 借受資格者

この資金を借り入れることができる者は、県税及び県に対する税外未収金債務を滞

納していない漁業を営む個人又は会社であって、その常時使用する従業者の数が 300

人以下であり、かつ、その使用する漁船（漁船法（昭和 25 年法律第 178 号）第２条第

１項に規定する漁船をいう。以下同じ。）の合計総トン数が 3,000 トン以下であるも

の、漁業を営む漁業協同組合（水産業協同組合法（昭和 23 年法律第 242 号）第 11 条

第１項第３号又は第４号の事業を行う漁業協同組合を除く。）又は漁業生産組合（以

下「中小漁業者」という。）のうち、次に掲げる者に該当し、かつ第３に規定する漁

業経営再建計画（以下「再建計画」という。）について知事の認定を受けた者とする。

(1) (略)

(2) 企業経営（漁家経営以外の中小漁業者をいう。）にあっては、ア又はイの要件の

いずれかに該当する者

（削除）

ア（略）

イ 直近の事業年度の末日（再建計画を作成するため特定の日に仮決算をしたときは、

その日）現在において固定資産の額から自己資本の額と固定負債の額との合計額を控

除して得た額を固定資産の額で除して得た数値が 0.1 以上である者

（削除）

高知県漁業経営維持安定資金事務処理要領

第１ （略)

第２

１ 借受資格者

この資金を借り入れることができる者は、県税を滞納していない漁業を営む個人又

は会社であって、その常時使用する従業者の数が 300 人以下であり、かつ、その使用

する漁船（漁船法（昭和 25 年法律第 178 号）第２条第１項に規定する漁船をいう。以

下同じ。）の合計総トン数が 3,000 トン以下であるもの、漁業を営む漁業協同組合（水

産業協同組合法（昭和 23 年法律第 242 号）第 11 条第１項第３号又は第４号の事業を

行う漁業協同組合を除く。）又は漁業生産組合（以下「中小漁業者」という。）のう

ち、次に掲げる者に該当し、かつ第３に規定する漁業経営再建計画（以下「再建計画」

という。）について知事の認定を受けた者とする。

(1) (略)

(2) 企業経営（漁家経営以外の中小漁業者をいう。）にあっては、ア又はイの要件の

いずれかに該当する者（ただし、主要な事業用資産について東日本大震災により浸水、

流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相

当な機関から受けた者又は水産物（その加工品を含む。）に係る売上げが東日本大震

災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な

機関から受けた者（以下「東日本大震災被害漁業者」という。）にあっては、現事業

年度において、水揚金額、漁業支出の動向等からみて損失が見込まれる者であって、

その再建を図るためには、その債務を整理することが必要であると認められる者）

ア（略）

イ 直近の事業年度の末日（再建計画を作成するため特定の日に仮決算をしたときは、

その日）現在において固定資産の額から自己資本の額と固定負債の額との合計額を控

除して得た額を固定資産の額で除して得た数値が 0.1 以上である者（ただし、東日本

大震災被害漁業者にあっては、現事業年度において、水揚金額、漁業支出の動向等か

らみて損失が見込まれる者であって、その再建を図るためには、その債務を整理する

ことが必要であると認められる者）（算式は、次のとおり）。

{固定資産の額－（自己資本の額＋固定負債の額）｝／固定資産の額 ≧ 0.1

なお、上記の計算に当たっては次に掲げる点に留意すること。

(ｱ) 固定資産には、有形固定資産、無形固定資産及び外部出資を含め、固定資産の額

は減価償却引当金控除後の額とする。
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ウ（略）

２（略）

３ 整理対象債務

(1) (略)

(2) （削除）

(2) 個々の債務ごとに、（1)に掲げる債務に該当するかどうかを判定することに代

えて、固定資産の額から自己資本の額と固定負債の額との合計額を控除して得た額の

範囲内の額に相当する債務を整理対象債務とすることができる。ただし、（1）のウの

（ウ）に掲げる保証債務又は連帯債務については、個別に判定する。

(3) 国の制度資金（政府関係金融機関の融資金、国の利子補給又は利子補給補助に

係る融資金及び国からのガイドラインに沿って県が行う融資金をいう。）については、

（1）のアに該当する場合を除き、整理対象債務としない。

(4) （略）

(5) （1）及び（3）の規定にかかわらず、中小漁業経営支援協議会について（平成 1

9 年３月 30 日付け 18 水管第 4222 号水産庁長官通知）第３の２の（１）及び中小漁業

経営支援協議会について（平成 21 年４月１日付け 20 水管第 2909 号水産庁長官通知）

第３の２の（１）に規定する中小漁業支援協議会の指導を受けて策定した再建計画に

基づくものであって、当該漁業者が再建計画認定後も継続的に当該中小漁業経営支援

協議会の経営指導を受ける場合に限り、次の算式により算出される額を上限として

（１）に掲げる債務以外の債務を本資金により整理することができる。

（以下略）

(ｲ) 自己資本の額は、法人にあっては払込資本金（出資金）準備金（準備金、積立金、

その他剰余金のうちから積み立てられたもので資金勘定に属するもの）の合計額（繰

越損失金がある場合はその額を控除した額）、個人にあっては元入金等とする。

(ｳ) 固定負債は、原則として(ｱ)の固定資産の取得又は拡充のために行った長期借入金

で返済期限の到来していないもの、退職給与引当金、特別修繕引当金等の長期負債性

引当金とする。

(ｴ) 回収不能債権の償却、減価償却不足額の計上等による決算数値の修正を行ったと

きは、修正後の数値で計算する。

ウ（略）

２（略）

３ 整理対象債務

(1) (略)

(2) 東日本大震災被害漁業者にあっては、（1）の規定にかかわらず、次に掲げる債

務を整理対象債務とすることができる。

ア 返済期限未到来の借入金

イ 事業未払金

(3) 個々の債務ごとに、（1）及び（2）に掲げる債務に該当するかどうかを判定す

ることに代えて、固定資産の額から自己資本の額と固定負債の額との合計額を控除し

て得た額の範囲内の額に相当する債務を整理対象債務とすることができる。ただし、

（1）のウの（ウ）に掲げる保証債務又は連帯債務については、個別に判定する。

(4) 国の制度資金（政府関係金融機関の融資金、国の利子補給又は利子補給補助に

係る融資金及び国からのガイドラインに沿って県が行う融資金をいう。）については、

（1）のア又は（2）に該当する場合を除き、整理対象債務としない。

(5) （略）

(6) （1）、（2）及び（4）の規定にかかわらず、中小漁業経営支援協議会について

（平成 19 年３月 30 日付け 18 水管第 4222 号水産庁長官通知）第３の２の（１）及び

中小漁業経営支援協議会について（平成 21 年４月１日付け 20 水管第 2909 号水産庁長

官通知）第３の２の（１）に規定する中小漁業支援協議会の指導を受けて策定した再

建計画に基づくものであって、当該漁業者が再建計画認定後も継続的に当該中小漁業

経営支援協議会の経営指導を受ける場合に限り、次の算式により算出される額を上限

として（１）に掲げる債務以外の債務を本資金により整理することができる。

（以下略）
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４貸付限度額

(1) （略）

(2) （削除）

(2) 漁業経営の再建を図るためには（1）の限度額を超えた額のこの資金の融通が特に

必要であり、かつ、その者の漁業経営の状況からみてその償還が可能であると見込ま

れる場合において、知事が特に認めたときは、その認めた額を限度額とすることがで

きる。

５ 償還期間及び据置期間

償還期間は、10 年以内（当該漁業者の財務状況等からみて漁業経営の再建を図るた

めには 10 年を超える償還期限が特に必要があると認められる場合にあっては、15 年以

内）とし、据置期間は３年以内で償還期限に含まれるものとする。償還方法は、原則

として元本均等償還とする。

（削除）

６ （略）

第３ 再建計画

１ 再建計画の申請

この資金の融通を受けようとする者は、構成員となっている漁業協同組合（以下「漁

協」という。）の意見書を添付した漁業経営再建計画認定申請書（漁家経営用は別記

４ 貸付限度額

(1) （略）

(2) 東日本大震災被害漁業者にあっては、（1）の規定にかかわらず、１漁業者に対す

るこの資金の貸付限度額は、次に掲げる漁業者の区分に応じ、それぞれ次に掲げると

おりとする。

ア 漁船漁業を主として営む者

使用する漁船の合計総トン数が 50 トン未満のもの 7,000 万円

〃 50 トン以上 100 トン未満のもの 1 億 2,000 万円

〃 100 〃 200 〃 1 億 5,000 万円

〃 200 〃 500 〃 2 億 4,000 万円

〃 500 トン以上のもの 4 億円

イ 養殖業を主として営む者 8,000 万円

ウ 定置漁業を主として営む者

（ｱ）大型定置漁業を主として営む者 1 億 3,000 万円

（ｲ）小型定置漁業を主として営む者 1 億円

エ 漁船を使用しない漁業者 7,000 万円

(3) 漁業経営の再建を図るためには（1）及び（2）の限度額を超えた額のこの資金の

融通が特に必要であり、かつ、その者の漁業経営の状況からみてその償還が可能であ

ると見込まれる場合において、知事が特に認めたときは、その認めた額を限度額とす

ることができる。

５ 償還期間及び据置期間

償還期間は、10 年以内（当該漁業者の財務状況等からみて漁業経営の再建を図るた

めには 10 年を超える償還期限が特に必要があると認められる場合にあっては、15 年以

内）とし、据置期間は３年以内で償還期限に含まれるものとする。償還方法は、原則

として元本均等償還とする。ただし、東日本大震災被害漁業者に対する貸付けについ

ては、令和３年３月 31 日までの間、償還期限にあっては 13 年以内（当該漁業者の財

務状況等からみて漁業経営の再建を図るためには 13 年を超える償還期限が特に必要と

認められる場合にあっては 18 年以内）とし、据置期間にあっては６年以内とする（東

日本大震災に対処するための農林水産省関係政令の特例に関する政令（平成 23 年政令

第 136 号）第４条）。

６ （略）

第３ 再建計画

１ 再建計画の申請

この資金の融通を受けようとする者は、構成員となっている漁業協同組合（以下「漁

協」という。）の意見書を添付した漁業経営再建計画認定申請書（漁家経営用は別記
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第１号様式、企業経営用は別記第２号様式）を作成し、知事の認定を受けなければな

らない。当該認定に係る再建計画を変更しようとする場合も同様とする。

第４～第７ （略）

附 則 （略）

附 則 この要領は、令和３年４月１日から施行する。

第１号様式

漁業経営再建計画認定申請書（漁家経営用）

(以下略)

第２号様式

漁業経営再建計画認定申請書（企業経営用）

(以下略)

第３号様式 （略）

第１号様式、企業経営用は別記第２号様式、ただし、東日本大震災被害漁業者にあっ

ては、漁家経営用は別記第 12 号様式、企業経営用は別記第 13 号様式）を作成し、知

事の認定を受けなければならない。当該認定に係る再建計画を変更しようとする場合

も同様とする。

第４～第７ （略）

附 則 （略）

第１号様式

漁業経営再建計画認定申請書（漁家経営用）

(以下略)

第２号様式

漁業経営再建計画認定申請書（企業経営用）

(以下略)

第３号様式 （略）
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第４号様式

漁業経営維持安定資金借入申込書

（略）

第４号様式

漁業経営維持安定資金借入申込書

（略）
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(新設)
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第５号様式～第６号様式 （略）

第７号様式

漁業経営維持安定資金貸付実行報告書

(以下略)

第８号様式

漁業経営維持安定資金貸付実行中止届

(以下略)

第５号様式～第６号様式 （略）

第７号様式

漁業経営維持安定資金貸付実行報告書

(以下略)

第８号様式

漁業経営維持安定資金貸付実行中止届

(以下略)
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第９号様式

漁業経営維持安定資金繰上償還報告書

(以下略)

第１０号様式

漁業経営維持安定資金利子補給金請求書

(以下略)

第１１号様式 （略）

第９号様式

漁業経営維持安定資金繰上償還報告書

(以下略)

第１０号様式

漁業経営維持安定資金利子補給金請求書

(以下略)

第１１号様式 （略）
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（削除）
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（削除）
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（削除）
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（削除）
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（削除）
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（削除）
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（削除）
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（削除）


