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地方債 に関する省令の一部を改 正する省令 新旧 対照条文
地 方債に関する省令（ 平成十八年総務省令第五 十四号）

改
附 則
（ 市町村の廃置分合等 があった場合の臨時財政 対策債発行可能
額等の算定方法）
第七条 （削除）

平成二十七年度における 第十四条の二の規定 の適用について
は、同条第一 項中「特別とん譲与税」 とあるのは「児童手 当
及び子ども手 当特例交付金、特別 とん譲与税」と、「並び に
算入公債 費の額及び算入準公債費 の額」とあるのは 「、算入
公 債費の額及び算入準公債 費の額並びに地方交付税 法等の一
部 を改正する法律（ 平成二十六年法律第五号 ）第五条の規定
による改正前の法第 三十三条の五の二 第一項の規定により起
こすことがで きることとされた地方債 の額及び法第三十三 条
の五の二第一 項の規定により起こ すことができることとさ れ
た地方債 の額」とする。

現

（傍線部分は改正部分）

行

附 則
（市町村の廃置分合等 があった場合の臨時財政 対策債発行可能
額等の算定方法）
第七条 平成二十六年度 における第十四条の二の 規定の適用につ
いては、同条 第一項中「特別とん譲 与税」とあるのは「児童 手
当及び子ど も手当特例交付金、 特別とん譲与税」と、 「並びに
算入 公債費の額及び算入準公 債費の額」とあるの は「、算入公
債費 の額及び算入準公 債費の額並びに地方交付 税法等の一部を
改正する法律（平成二 十三年法律第五号 ）第三条の規定による
改正前の法第三 十三条の五の二第一項の 規定により起こすこ と
ができることと された地方債の額、 地方交付税法等の一部を 改
正する法律 （平成二十六年法律第 五号）第五条の規定 による改
正前 の法第三十三条の五の二 第一項の規定により起 こすことが
でき ることとされた地 方債の額」とする。
２ 平 成二十七年度にお ける第十四条の二の規定 の適用について
は、同条第一項 中「特別とん譲与税」 とあるのは「児童手 当
及び子ど も手当特例交付金、特別 とん譲与税」と、「並 びに
算入公債 費の額及び算入準 公債費の額」とあるのは 「、算入
公 債費の額及び算入準公債 費の額並びに地方交 付税法等の一
部 を改正する法律（平 成二十六年法律第五号） 第五条の規定
による改正前の法第 三十三条の五の二第 一項の規定により起
こすことができ ることとされた地方債 の額及び法第三十三 条
の五の二 第一項の規定により起こ すことができることと され
た地方債 の額」とする。
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（建設改良費に 準ずる経費に関する経過 措置）
第八条 令第十五条第一 項第一号イに規定 する建設改良費に準ず
る経費と して総務省令で定めるも のは、第十二条各 号に定める
経 費のほか、次に掲げるも のとする。
一 平成三十四年度ま での間における平成二十 四年度末までに
供用を開始した地下高速 鉄道の路線を有する 地方公共団体が
平成十二年度までに 起こした地下鉄事業債（ 建設改良費の財
源に充てるため に起こしたものに限る 。）の利子（第十二条
第二号に規定 する建設中の施設に 係る地方債の利子を除 く。
）
二 平成二十七年度か ら平成三十一年度までの 間における地方
公営企業法（昭和二十七 年法律第二百九十二 号）第二条第二
項に規定する財務規 定等の適用に要する経費

２ 平成二十八年度及び平成 二十九年度における 第十四条の二の
規 定の適用については 、同条第一項中「並びに 算入公債費の額
及び算入準公債費の額 」とあるのは「、 算入公債費の額及び算
入準公債費の額 並びに地方交付税法等の 一部を改正する法 律（
平成二十六年 法律第五号）第五条 の規定による改正前の法 第三
十三条の 五の二第一項の規定に より起こすことがで きることと
さ れた地方債の額及び法第 三十三条の五の二第一 項の規定によ
り 起こすことができる こととされた地方債の額 」とする。
３ 平成三十年度から平 成三十二年度まで の各年度における第十
四条の二の規定 の適用については、同条 第一項中「並びに 算入
公債費の額及 び算入準公債費の額 」とあるのは「、算入公 債費
の額及び 算入準公債費の額並び に法第三十三条の五 の二第一項
の 規定により起こすことが できることとされた地 方債の額」と
す る。

（建設改良費に準 ずる経費に関する経 過措置）
第八条 令第十五条第一 項第一号イに規定 する建設改良費に準ず
る経費とし て総務省令で定め るものは、当分の間、第 十二条各
号に 定める経費のほか、平成 二十四年度末まで に供用を開始し
た 地下高速鉄道の路線 を有する地方公共団体が 平成十二年度ま
でに起こした地下鉄事 業債（建設改良費 の財源に充てるために
起こしたものに 限る。 の
) 利子（第十二 条第二号に規定する 建
設中の施設 に係る地方債の利子を除 く。）とする。

３ 平 成二十八年度及び平成 二十九年度における 第十四条の二の
規定の適用については 、同条第一項中「並びに 算入公債費の額
及び算入準公債 費の額」とあるのは「、 算入公債費の額及び算
入準公債費の額 並びに地方交付税法 等の一部を改正する法律 （
平成二十六 年法律第五号）第五条の 規定による改正前 の法第三
十三条の五 の二第一項の規定 により起こすことができ ることと
され た地方債の額及び法第三 十三条の五の二第 一項の規定によ
り起こすことができる こととされた地方債の額 」とする。
４ 平成三十年度 から平成三十二年度まで の各年度における第十
四条の二の規定 の適用については、 同条第一項中「並びに算 入
公債費の額 及び算入準公債費の額」 とあるのは「、算 入公債費
の額及び算 入準公債費の額並 びに法第三十三条の五の 二第一項
の規 定により起こすことがで きることとされた 地方債の額」と
する。
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