正

案

○ 過疎地 域自立促 進特 別措置法 施行 令（平成 十二年 政令第 百七十 五号） 抄
改

（ 過疎地 域の市 町村か ら除かれ る市 町村の基 準）

現

行

（過 疎地域 の市町 村から 除かれる 市町村 の基準 ）

第一項 に規定す る政 令で定め る収 入は、地 方財政 法施行 令（昭 和二

十 三年政 令第二 百六十 七号）附 則第 二条第一 項各号 に掲げ る売得 金

第 一項に規 定す る政令で 定める 収入は 、地方 財政法 施行令 （昭和二

過 疎地域 自立促 進特別 措置法 （以下「 法」と いう。 ）第二 条

十三年 政令第 二百六 十七号 ）附則 第二条 第一項各 号に 掲げる売 得金

及び売上 金に係 る収益 として 得られ る収入 とする。 この 場合にお い

過疎地 域自立 促進特 別措置 法（以 下「法」 とい う。）第 二条 第一 条

及び 売上金に 係る 収益とし て得ら れる収 入とす る。こ の場合 におい

（ 同上）

（同 上）

ろに よる。

法 第二条 第一項 に規定 する政令 で定 める金額 は、 次に定め るとこ

て、当 該収益の 額は 、同条第 五項 第一号に 規定す る金額 とする 。

法第 二条第 一項第 一号（ 法第三 十二条 の規定に より 読み替え て

法 第二条 第一項 第二号 に該当 する市町 村にあ っては 、二十 億円

適用す る場合 を含む 。）に該 当する 市町村 にあっ ては、 十三億 円
二

（新設）

（同 上）

、同項 に規定 する収 入の額 は、次 に定め るところ によ る。

第 一項の収 入に ついての 法第二 条第一 項の規 定の適 用につ いては

法 第二条 第一項 第三号 に該当 する市 町村に あって は、四十 億円
第一項 の収入 について の法第 二条第 一項の 規定の 適用に ついては ３

三

一

ろ による 。

法第二 条第一 項に規 定する 政令で 定める 金額は、 次に 定めると こ ２

て、 当該収 益の額 は、同 条第四項 第一 号に規定 する 金額とす る。

第一条

２

３

前項第 一号 の市町村 にあっ ては、 平成十 年度（ 法第三 十二条の

、同 項に規 定する 収入の 額は、次 に定 めるとこ ろに よる。
一

規 定によ り法第 二条第 一項第一 号の 規定を読 み替 えて適用 する場
合にあっ ては 、法第三 十二条 に規定 する国 勢調査 の結果 による人
口の年 齢別構 成が公 表された 日の 属する年 度の前 年度） の公営 競
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二

三

技 に係る 収入の 額
前項 第二号 の市町 村にあ っては 、平成 二十年度 の公 営競技に 係
る収入 の額
前 項第三 号の市 町村に あって は、平 成二十四 年度 の公営競 技に
係る 収入の額

（同 上）

（ 新設）

沖縄 県の 市町村に 対する 法第二 条第一 項第一 号（法 第三十二

（沖縄 県の市 町村に 関する 特例）

沖縄県の 市町 村に対す る法 第二条第 一項第 一号（ 法第三 十二 第二 条

（ 沖縄県の 市町 村に関す る特例 ）
第 二条

の規定 の適用 につい ては、 沖縄の統

条の 規定に より読 み替え て適用す る場 合を含む 。）

て同じ 。）、第 二号及 び第三 号の規 定の適 用につ いては 、沖縄 の統

計 法（千 九百五 十四年 立法第四 十三 号）第五 条の規 定によ り行わ れ

条の規定 により 読み替 えて適 用する 場合を 含む。以 下この 条にお い

計法（ 千九百 五十四 年立法 第四十 三号）第 五条の 規定に より行 われ

和四十 年の人口 及び 昭和四十 五年 の人口は 、それ ぞれ、 同号

た国勢調 査の結 果によ る市町 村人口 に係る 昭和三十 五年 の人口、 昭

和四 十年の人 口及 び昭和四 十五年 の人口 は、そ れぞれ 、同項 各号に

規定す る国勢 調査の 結果に よる市 町村人 口に係る 昭和三 十五年 の人

た国勢 調査の 結果に よる市 町村人 口に係 る昭和三 十五 年の人口 、昭

規定 する国 勢調査 の結果 による市 町村 人口に係 る昭 和三十五 年の人

口、 昭和四十 年の人 口及び 昭和四 十五年 の人口 とみな す。

に

口 、昭和四 十年 の人口及 び昭和 四十五 年の人 口とみ なす。

（ 同上）

（財 政力指 数等の 算定方 法）

法第二 条第 一項第一 号本文 （法第 三十二 条の規 定によ り読み 第 三条

（財政力 指数等 の算定 方法）
第三条

替えて 適用す る場合 を含む 。次条 第一項 において 同じ 。）に規 定す
る数 値を算定 する 場合には 、次の 各号に 掲げる 数値の 区分に 応じ、

地方交 付税 法（昭和 二十五 年法律 第二百 十一号 ）第十 四条の規

当該 各号に 掲げる 方法に より算定 する ものとす る。
一
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２

３

二

定 により 算定し た市町 村の基準 財政 収入額を 同法 第十一条 の規定
により算 定し た当該市 町村の 基準財 政需要 額で除 して得 た数値
小数点 以下五 位未満 の数値を 四捨 五入して 得た数 値とす る。
前 号に規 定する 数値で 平成八 年度か ら平成十 年度 まで（法 第三
十二 条の規定 によ り法第二 条第 一項第一 号の規 定を読 み替え て適
用す る場合 にあっ ては、 法第三 十二条 に規定す る国 勢調査の 結果
に よる人口 の年 齢別構成 が公表 された 日の属 する年 度前三 箇年度

小数 点以下 二位未 満の数 値を切り 捨てて

内 。次条 第一項 におい て同じ。 ）の 各年度に 係るも のを合 算した
ものの三 分の一 の数値
得た数 値とす る。
法 第二条 第一項 第一号 イからニ まで（ 法第三 十二条 の規定 により （ 同上）
読み替 えて適 用する 場合を 含む。 ）に規 定する数 値を 算定する 場合

小数 点以下四

には 、次の各 号に 掲げる数 値の区 分に応 じ、当 該各号 に定め る方法

順次四捨 五入 して得た 数値と する。
法 第二条第 一項 第一号ロ 及び ハに規定 する数 値

小 数点以 下三

位 までの 数値を 算出し 、当該数 値に ついて小 数点 以下二位 未満を

法第二 条第 一項第一 号イ及 びニに 規定す る数値

によ り算定 するも のとす る。
一

二

位未満 の数値 を四捨 五入し て得た 数値と する。
前二項の 規定 は、法第 二条第 一項第 二号に 規定す る数値 を算定す （同上）
る場 合につ いて準 用する 。この場 合に おいて、 第一 項中「第 二条第
一 項第一号 本文 （法第三 十二条 の規定 により 読み替 えて適 用する場
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４

合 を含む 。次条 第一項 において 同じ 。）」と あるの は「第 二条第 一
項第二号 本文」 と、同 項第二 号中「 平成八 年度から 平成 十年度ま で
（法第 三十二条 の規 定により 法第 二条第一 項第一 号の規 定を読 み替
えて適 用する 場合に あって は、法 第三十 二条に規 定す る国勢調 査の
結果 による人 口の 年齢別構 成が公 表され た日の 属する 年度前 三箇年
度内 。次条 第一項 におい て同じ。 ）」 とあるの は「 平成十八 年度か
ら 平成二十 年度 まで」と 、前項 中「第 二条第 一項第 一号イ からニま
で （法第 三十二 条の規 定により 読み 替えて適 用する 場合を 含む。 ）
」とある のは「 第二条 第一項 第二号 イから ニまで」 と、同 項第一 号
中「第 二条第一 項第一 号イ及 びニ」 とある のは「 第二条 第一項 第二
号イ及 びニ」 と、同 項第二 号中「 第二条第 一項第 一号ロ 及びハ 」と
あるの は「第 二条第 一項第 二号ロ 及びハ 」と読み 替え るものと する
。
第一項 及び第 二項の 規定は、 法第 二条第一 項第三 号に規 定する 数 （新設 ）
値 を算定す る場 合につい て準用 する。 この場 合にお いて、 第一項中
「 第二条 第一項 第一号 本文（法 第三 十二条の 規定に より読 み替え て
適用する 場合を 含む。 次条第 一項に おいて 同じ。） 」と あるのは 「
第二条 第一項第 三号 本文」と 、同 項第二号 中「平 成八年 度から 平成
十年度 まで（ 法第三 十二条 の規定 により 法第二条 第一 項第一号 の規
定を 読み替え て適 用する場 合にあ っては 、法第 三十二 条に規 定する
国勢 調査の 結果に よる人 口の年齢 別構 成が公表 され た日の属 する年
度 前三箇年 度内 。次条第 一項に おいて 同じ。 ）」と あるの は「平成
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二 十二年 度から 平成二 十四年度 まで 」と、第 二項中 「第二 条第一 項
第一号イ からニ まで（ 法第三 十二条 の規定 により読 み替 えて適用 す
る場合 を含む。 ）」 とあるの は「 第二条第 一項第 三号イ からニ まで
」と、 同項第 一号中 「第二 条第一 項第一 号イ及び ニ」 とあるの は「
第二 条第一項 第三 号イ及び ニ」と 、同項 第二号 中「第 二条第 一項第
一号 ロ及び ハ」と あるの は「第二 条第 一項第三 号ロ 及びハ」 と読み

（市町村 の廃置 分合等 があっ た場合 におけ る財政力 指数等 の算定 方

法）

（市 町村の 廃置分 合等が あった場 合に おける財 政力 指数等の 算定方

替 えるもの とす る。

法）

平成 九年四 月一日 以降にお ける市 町村の 廃置分 合又は 境界変 第 四条

（同上）

第四条

更によ り新た に設置 され、 又は境 界が変 更された 市町 村につい て、
法第 二条第一 項第 一号本文 に規定 する数 値を算 定する 場合に は、平
成八 年度か ら平成 十年度 までの各 年度 のうち当 該算 定の基礎 となる
当 該市町村 の廃 置分合又 は境界 変更の 日の属 する年 度前の 各年度（
以 下この 項にお いて「 廃置分合 等年 度前の各 年度」 という 。）の 基
準財政収 入額又 は基準 財政需 要額の 算定方 法は、次 に定 めるとこ ろ

廃 置分合 によっ て二以 上の市 町村の 区域をそ のま ま市町村 の区

による 。
一

域と した市町 村に ついては 、当 該廃置分 合前の 各市町 村の廃 置分
合等 年度前 の各年 度に係 る地方 交付税 法第十四 条の 規定によ り算
定 した基準 財政 収入額又 は同法 第十一 条の規 定によ り算定 した基
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２

二

三

四

準 財政需 要額を 各年度 ごとにそ れぞ れ合算す るも のとする 。
廃置 分合に よって 一の市 町村の 区域を 分割した 市町 村につい て
は、当 該廃置 分合後 の市町村 が廃 置分合等 年度前 の各年 度の四 月
一日に 存在し たもの と仮定 して地 方交付 税法第九 条第 二号の例 に
より それぞれ 計算 するもの とす る。
境界変 更によ って区 域を増し た市 町村につ いて は、当該 市町村
の 廃置分合 等年 度前の各 年度に おける 地方交 付税法 第十四 条の規
定 により 算定し た基準 財政収入 額又 は同法第 十一条 の規定 により
算定した 基準財 政需要 額に当 該境界 変更に 係る区 域をその 区域と
する市 町村が 廃置分合 等年度 前の各 年度の 四月一 日に存 在した も
のと仮 定して 同法第 九条第 二号の 例により 計算し た基準 財政収 入
額又は 基準財 政需要 額を各 年度ご とにそ れぞれ合 算す るものと す
る。
境界変 更によ って区 域を減じ た市 町村につ いて は、当該 境界変
更 後の市町 村が 廃置分合 等年度 前の各 年度の 四月一 日に存 在した
も のと仮 定して 地方交 付税法第 九条 第二号の 例に より計算 するも
のとする 。
昭 和三十五 年十 月二日以 降にお ける市 町村の 廃置分 合又は 境界変 （ 同上）
更によ り新た に設置 され、 又は境 界が変 更された 市町 村につい て、
法第 二条第一 項第 一号ただ し書及 び同号 イから ニまで （法第 三十二
条の 規定に より読 み替え て適用す る場 合を含む 。） に規定す る数値
を 算定する 場合 には、当 該算定 の基礎 となる 当該市 町村の 昭和三十
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３

五 年の人 口、昭 和四十 五年の人 口又 は平成七 年の人 口（法 第三十 二
条の規定 により 法第二 条第一 項第一 号の規 定を読み 替え て適用す る
場合に あっては 、法 第三十二 条に 規定する 基準年 又は当 該年か ら起
算して 二十五 年若し くは三 十五年 以前に おいて最 近に 国勢調査 が行

境界 変更に よって 区域を 減じた 市町村 について は、 当該境界 変

に よる人 口にそ れぞれ 合算する もの とする。

よ る人口を 当該 境界変更 前の市 町村の 区域に 係る国 勢調査 の結果

更に より当 該市町 村の区 域とな った区 域に係る 国勢 調査の結 果に

境界変更 によ って区域 を増し た市町 村につ いては 、当該 境界変

れぞれ 控除す るもの とする 。

口を当 該廃置 分合前 の市町 村の国 勢調査の 結果に よる人 口から そ

は、当 該市町 村の区域 以外の 区域に 係る国 勢調査 の結果 による 人

廃置 分合に よって 一の市 町村の 区域を 分割した 市町村 につい て

査 の結果 による 人口を それぞれ 合算 するもの とする 。

域 とした市 町村 について は、当 該廃置 分合前 の各市 町村の 国勢調

廃置分 合によ って二 以上の市 町村 の区域を その まま市町 村の区

われ た年の人 口） の算定方 法は、 次に定 めると ころに よる。
一

二

三

四

更によ り他の 市町村 の区域と なっ た区域に 係る国 勢調査 の結果 に
よる人 口を当 該境界 変更前 の市町 村の区 域に係る 国勢 調査の結 果
によ る人口か らそ れぞれ控 除す るものと する。
前二項 の規定 は、法 第二条第 一項 第二号に 規定す る数値 を算定 す （同上 ）
る 場合につ いて 準用する 。この 場合に おいて 、第一 項中「 平成九年
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４

四 月一日 」とあ るのは 「平成十 九年 四月一日 」と、 「第二 条第一 項
第一号本 文」と あるの は「第 二条第 一項第 二号本文 」と 、「平成 八
年度か ら平成十 年度 まで」と ある のは「平 成十八 年度か ら平成 二十
年度ま で」と 、前項 中「第 二条第 一項第 一号ただ し書 及び同号 イか
らニ まで（法 第三 十二条の 規定に より読 み替え て適用 する場 合を含
む。 ）」と あるの は「第 二条第一 項第 二号ただ し書 及び同号 イから
ニ まで」と 、「 昭和四十 五年」 とある のは「 昭和五 十五年 」と、「
平 成七年 の人口 （法第 三十二条 の規 定により 法第二 条第一 項第一 号
の規定を 読み替 えて適 用する 場合に あって は、法第 三十二 条に規 定
する基 準年又は 当該年 から起 算して 二十五 年若し くは三 十五年 以前
におい て最近 に国勢 調査が 行われ た年の人 口）」 とある のは「 平成
十七年 の人口 」と読 み替え るもの とする 。
第一項及 び第 二項の規 定は、 法第二 条第一 項第三 号に規 定する数 （新設 ）
値を 算定す る場合 につい て準用す る。 この場合 にお いて、第 一項中
「 平成九年 四月 一日」と あるの は「平 成二十 三年四 月一日 」と、「
第 二条第 一項第 一号本 文」とあ るの は「第二 条第一 項第三 号本文 」
と、「平 成八年 度から 平成十 年度ま で」と あるのは 「平 成二十二 年
度から 平成二十 四年 度まで」 と、 第二項中 「昭和 三十五 年十月 二日
」とあ るのは 「昭和 四十年 十月二 日」と 、「第二 条第 一項第一 号た
だし 書及び同 号イ からニま で（法 第三十 二条の 規定に より読 み替え
て適 用する 場合を 含む。 ）」とあ るの は「第二 条第 一項第三 号ただ
し 書及び同 号イ からニま で」と 、「昭 和三十 五年の 」とあ るのは「
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昭 和四十 年の」 と、「 昭和四十 五年 」とある のは「 昭和六 十年」 と
、「平成 七年の 人口（ 法第三 十二条 の規定 により法 第二 条第一項 第
一号の 規定を読 み替 えて適用 する 場合にあ っては 、法第 三十二 条に
規定す る基準 年又は 当該年 から起 算して 二十五年 若し くは三十 五年
以前 において 最近 に国勢調 査が行 われた 年の人 口）」 とある のは「
平成 二十二 年の人 口」と 読み替え るも のとする 。

出 資金額 の過半 を市町 村が出 資する こととな る法 人
出資金額 の四 分の三以 上を市 町村及 び農業 協同組 合、漁 業協同
組合 その他 の営利 を目的 としな い法人 が出資す るこ ととなる 法人
法第十 二条第 一項第 一号の 政令で 定める 市町村道 （融 雪施設そ の ２

（地 方債の対 象と なる施設 等で政 令で定 めるも の）
（ 同上）

法第十二 条第一 項第一 号の政 令で定 める市 町村道 （融雪 施設その

法第十 二条第 一項の 地場産 業に係 る事業又 は観光 若しく はレ 第六 条

（ 地方債 の対象 となる 施設等で 政令 で定める もの）

二

一

掲げる ものと する。

クリエ ーション に関す る事業 を行う 者で政 令で定 めるも のは、 次に

第六条

２

集落と 集落 又は集落 と公共 施設

を結ぶ 市町村 道（融 雪施設そ

他の道路の附属物を含む。 、
) 農 道 、 林 道 及 び 漁 港 関 連 道は 、 次に
一

他の道路の附属物を含む。 、
) 農 道 、 林 道 及 び 漁 港 関 連 道 は、 次 に
公 共施 設とを結 ぶ市町 村道（ 融雪施 設そ

掲げ るもの とする 。

集 落と集落 又は

掲げるも のとす る。
一

の 他の道 路の附 属物を 含む。次 号に おいて同 じ。 ）、農道 、林道

産 業の振興 に資 する施設 と集 落又は公 共施設

の他の 道路の 附属物 を含む 。次号 におい て同じ。 ）、 農道、林 道

二

お おむね 十ヘク タール 以上の 地積に わたる土 地を 受益地と する

及び漁港 関連 道

産業の 振興に 資する 施設と集 落又 は公共施 設と を結ぶ市 町村道

三

及び 漁港関連 道
二

おおむ ね十 ヘクター ル以上 の地積 にわた る土地 を受益 地とする

を結 ぶ市町 村道

三
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３

４

５

四

農道
当該 林道に 係る森 林の利 用区域 面積が おおむね 三十 ヘクター ル
以上の 林道

四

農道

当該林 道に係 る森林 の利用 区域面 積がおお むね 三十ヘク タール
以 上の林道

法 第十二 条第一 項第三 号の地場 産業 の振興に 資す る施設で 政令で （ 同上）
定め るものは 、技 能修得施 設、試 験研究 施設、 生産施 設、加 工施設
及び 流通販 売施設 とする

用地 及び住宅 は、 法第六条 第一項 の市町 村計画 （以下 単に「 市町村

の 集落 の整備の ため の政令で 定める

用 地及び 住宅は 、法第 六条第一 項の 市町村計 画（以 下単に 「市町 村

計画 」とい う。） に基づ き、市町 村が 集落の整 備の 用に供す る農地

法 第十二 条第一 項第十 六号

計画」と いう。 ）に基 づき、 市町村 が集落 の整備の 用に供 する農 地

、 宅地（移 転跡 地を含む 。）及 び公共 用地並 びに住 宅（附 帯設備を

法第十 二条第 一項第 二十一 号の集 落の整 備のため の政 令で定め る ４

、宅地 （移転跡 地を含 む。） 及び公 共用地 並びに 住宅（ 附帯設 備を

の 政令で 定める施 設は 、次に掲 げる

含 む。） とする 。
法第 十二条 第一項 第十七 号

含む。 ）とす る。
法 第十二 条第一 項第二 十二号 の政令 で定める 施設 は、次に 掲げる ５

ものの うち公用 又は 公共用に 供す るもの（ 地方財 政法施 行令第 三十

太陽光 を電気 に変換 するため の施設 又は設 備

もの のうち公 用又 は公共用 に供す るもの （地方 財政法 施行令 第三十

一

風力を 発電に 利用す るため の施設 又は設備

七条第 四号及 び第五 号に掲 げる事 業を行 う公営企 業に係 るもの を除

太陽 光を電 気に変 換するた めの 施設又は 設備

二

水力を 発電 に利用す るため の施設 又は設 備

七条 第四号 及び第 五号に 掲げる事 業を 行う公営 企業 に係るも のを除

一

風力 を発電 に利用 するた めの施 設又は 設備

三

く。 ）とする 。

二

水 力を発電 に利 用するた めの 施設又は 設備

地熱 を給湯 、暖房 、冷房そ の他 の用途に 利用す るため の施設 又

く 。）とす る。

三

四

又は設 備

太 陽熱を給 湯、 暖房、冷 房そ の他の用 途に利 用する ための 施設

は設備

地 熱を給 湯、暖 房、冷 房その 他の用 途に利用 する ための施 設又
は設 備
太陽熱 を給湯 、暖房 、冷房そ の他 の用途に 利用 するため の施設

五

四

五

又 は設備
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６

六

七

八

大気中 の熱そ の他の自 然界に 存する 熱（前 二号に 掲げる ものを

除く 。）を 給湯、 暖房、 冷房そ の他の 用途に利 用す るための 施設

六

除く。） を給 湯、暖房 、冷房 その他 の用途 に利用 するた めの施設
又 は設備

大気 中の熱 その他 の自然界 に存 する熱（ 前二号 に掲げ るもの を

又は設 備

の利 用及び化 石エ ネルギー 原料 の有効な 利用の 促進に 関する 法律

施行令 （平成 二十一 年政令第 二百 二十二号 ）第四 条第七 号に規 定

の利用及 び化 石エネル ギー原 料の有 効な利 用の促 進に関 する法律

バイ オマス （エネ ルギー供 給事 業者によ る非化 石エネ ルギー 源

施行 令（平 成二十 一年政 令第二 百二十 二号）第 四条 第七号に 規定

するバ イオマ スをい う。以 下同じ 。）又 はバイオ マス を原材料 と

七

す るバイオ マス をいう。 以下同 じ。） 又はバ イオマ スを原 材料と

する 燃料を熱 源と する熱を 給湯 、暖房、 冷房そ の他の 用途に 利用

バ イオマ ス（エ ネルギ ー供給 事業者 による非 化石 エネルギ ー源

す る燃料 を熱源 とする 熱を給湯 、暖 房、冷房 その他 の用途 に利用

の 政令で定 める施 設は、 次に掲 げる

バイオ マス を原材料 とする 燃料を 製造す るため の施設 又は設備

する ための 施設又 は設備
八

するため の施設 又は設 備
バ イオマス を原材 料とす る燃料 を製造 するた めの施 設又は 設備

法第 十二条第 一項 第十八号
ものとす る。
（新設 ）

林業用 として 継続的 な使用 に供さ れる作業 路

（新 設）

一

農業（ 畜産 業を含む 。）、 林業又 は漁業 の経営 の近代 化のため

)

法 第十二 条第一 項第二 十三号の 政令で 定める 施設は 、次に 掲げる ６

集落と集 落又 は公共施 設とを 結ぶ市 町村が 管理す る都道 府県道

ものと する。
一

（融 雪施設 その他 の道路 の附属 物を含 む。次号 にお いて同じ 。
産業の 振興 に資する 施設と 集落又 は公共 施設と を結ぶ 市町村が

林業 用とし て継続 的な使 用に供 される 作業路

二

二

三

農 業（畜産 業を 含む。） 、林 業又は漁 業の経 営の近 代化の ため

管 理する 都道府 県道

四

三

住 民の交通 の便 に供する ため の自動車 （雪上 車を含 む。） 及び

商店 街振興 のため に必要 な共同 利用施 設

の 施設

商店街振 興の ために必 要な共 同利用 施設

四

の施設
五

住民の 交通の 便に供 するため の自 動車（雪 上車 を含む。 ）及び

渡船施 設

六

渡 船施設
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九

八

七

市 町村保健 セン ター及び 母子 健康セン ター

簡易 水道施 設

除雪 機械

七

六

五

市町 村立の 幼稚園

市町村 保健 センター 及び母 子健康 センタ ー

簡易水 道施設

除雪機 械

公立 の小学 校又は 中学校 の学校 給食の 実施に必 要な 施設及び 設

八
九

市 町村立 の幼稚 園
公立の 小学 校又は中 学校の 学校給 食の実 施に必 要な施 設及び
備

十
十一
設備

小 規模な 公立の 中等教 育学校 の前期 課程の校 舎で 構造上危 険な

状態 にあるた め改 築を要す るも の（当該 改築に 係る建 築計画 が教

十

な 状態に あるた め改築 を要する もの （当該改 築に係 る建築 計画が

育の 充実を 図るた め必要 な教室 の構造 の整備に 関す る事項を 含む

小規 模な 公立の中 等教育 学校の 前期課 程の校 舎で構 造上危険

教育の充 実を図 るため 必要な 教室の 構造の 整備に 関する事 項を含

も のに限る 。）

十二

むもの に限る 。）
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