
呉市税条例及び呉市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成３１年３月２９日 

    呉市長 新 原 芳 明 

呉市条例第１３号 

呉市税条例及び呉市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 （呉市税条例の一部改正） 

第１条 呉市税条例（昭和２５年呉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線及

び太枠で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（既存住宅を耐震改修した場合の固定資

産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

（既存住宅を耐震改修した場合の固定資

産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第５３条の４ 法附則第１５条の９第１項

の耐震基準適合住宅について，同項の規定

の適用を受けようとする者は，当該耐震基

準適合住宅に係る耐震改修が完了した日

から３月以内に，次に掲げる事項を記載し

た申告書に当該耐震改修に要した費用を

証する書類及び当該耐震改修後の家屋が

令附則第１２条第１７項に規定する基準

を満たすことを証する書類を添付して市

長に提出しなければならない。ただし，市

長がやむを得ない理由があると認めた場

合は，当該期間の経過後に，当該申告書及

び当該添付書類を提出することができる。 

第５３条の４ 法附則第１５条の９第１項

の耐震基準適合住宅について，同項の規定

の適用を受けようとする者は，当該耐震基

準適合住宅に係る耐震改修が完了した日

から３月以内に，次に掲げる事項を記載し

た申告書に当該耐震改修に要した費用を

証する書類及び当該耐震改修後の家屋が

令附則第１２条第１９項に規定する基準

を満たすことを証する書類を添付して市

長に提出しなければならない。ただし，市

長がやむを得ない理由があると認めた場

合は，当該期間の経過後に，当該申告書及

び当該添付書類を提出することができる。 

(1) ～(6)  略 (1) ～(6)  略 

（高齢者等居住改修住宅に対する固定資

産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

（高齢者等居住改修住宅に対する固定資

産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第５３条の５ 略 第５３条の５ 略 

(1) ～(3)  略 (1) ～(3)  略 

(4) 令附則第１２条第２１項に掲げる者

に該当する者の住所，氏名及び当該者が

同項各号のいずれに該当するかの別 

(4) 令附則第１２条第２３項に掲げる者

に該当する者の住所，氏名及び当該者が

同項各号のいずれに該当するかの別 

(5)  略 (5)  略 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並び

に令附則第１２条第２２項に規定する

補助金等，居宅介護住宅改修費及び介護

(6) 居住安全改修工事に要した費用並び

に令附則第１２条第２４項に規定する

補助金等，居宅介護住宅改修費及び介護



予防住宅改修費の額 予防住宅改修費の額 

(7)  略 (7)  略 

（熱損失防止改修住宅等に対する固定資

産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

（熱損失防止改修住宅等に対する固定資

産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第５３条の６ 略 第５３条の６ 略 

(1) ～(4)  略 (1) ～(4)  略 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及

び令附則第１２条第２９項に規定する

補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及

び令附則第１２条第３１項に規定する

補助金等 

(6)  略 (6)  略 

（耐震改修が行われた認定長期優良住宅

等に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

（耐震改修が行われた認定長期優良住宅

等に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

第５３条の６の２ 略 第５３条の６の２ 略 

２ 略 ２ 略 

(1) ～(4)  略 (1) ～(4)  略 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及

び令附則第１２条第２９項に規定する

補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及

び令附則第１２条第３１項に規定する

補助金等 

(6)  略 (6)  略 

（耐震基準適合家屋に対する固定資産税

の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

（耐震基準適合家屋に対する固定資産税

の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

第５３条の７ 法附則第１５条の１０第１

項に規定する耐震基準適合家屋について，

同項の規定の適用を受けようとする者は，

当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に，次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第１３項に規定する補助に係る補助金

確定通知書の写し，建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第１２３

号）第７条又は附則第３条第１項の規定に

よる報告の写し及び当該耐震改修後の家

屋が令附則第１２条第１７項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。ただ

し，市長がやむを得ない理由があると認め

た場合は，当該期間の経過後に，当該申告

第５３条の７ 法附則第１５条の１０第１

項に規定する耐震基準適合家屋について，

同項の規定の適用を受けようとする者は，

当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に，次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第７

条第１３項に規定する補助に係る補助金

確定通知書の写し，建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第１２３

号）第７条又は附則第３条第１項の規定に

よる報告の写し及び当該耐震改修後の家

屋が令附則第１２条第１９項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。ただ

し，市長がやむを得ない理由があると認め

た場合は，当該期間の経過後に，当該申告



書及び当該添付書類を提出することがで

きる。 

書及び当該添付書類を提出することがで

きる。 

(1) ～(6)  略 (1) ～(6)  略 

附 則 附 則 

第６条の３の２ 平成２２年度から平成４

３年度までの各年度分の個人の市民税に

限り，所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第４１条又は第

４１条の２の２の規定の適用を受けた場

合（居住年が平成１１年から平成１８年ま

で又は平成２１年から平成３３年までの

各年である場合に限る。）において，前条

第１項の規定の適用を受けないときは，法

附則第５条の４の２第６項（同条第９項の

規定により読み替えて適用される場合を

含む。）に規定するところにより控除すべ

き額を，当該納税義務者の第２８条の３及

び第２８条の５の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

第６条の３の２ 平成２２年度から平成４

５年度までの各年度分の個人の市民税に

限り，所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第４１条又は第

４１条の２の２の規定の適用を受けた場

合（居住年が平成１１年から平成１８年ま

で又は平成２１年から平成３３年までの

各年である場合に限る。）において，前条

第１項の規定の適用を受けないときは，法

附則第５条の４の２第５項（同条第７項の

規定により読み替えて適用される場合を

含む。）に規定するところにより控除すべ

き額を，当該納税義務者の第２８条の３及

び第２８条の５の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定は，次に掲げる場合に限り適

用する。 

 

(1) 前項の規定の適用を受けようとする

年度分の第３０条の２第１項の規定に

よる申告書（その提出期限後において市

民税の納税通知書が送達される時まで

に提出されたもの及びその時までに提

出された第３０条の３第１項の確定申

告書を含む。）に租税特別措置法第４１

条第１項に規定する住宅借入金等特別

税額控除額の控除に関する事項の記載

がある場合（これらの申告書にその記載

がないことについてやむを得ない理由

があると市長が認める場合を含む。） 

 

(2) 前号に掲げる場合のほか，前項の規定

の適用を受けようとする年度の初日の

属する年の１月１日現在において法第

３１７条の６第１項の規定によつて給

与支払報告書を提出する義務がある者

から給与の支払を受けている者であつ

て，前年中において給与所得以外の所得

 



を有しなかつたものが，前年分の所得税

につき租税特別措置法第４１条の２の

２の規定の適用を受けている場合 

３ 第１項の規定の適用がある場合におけ

る第２８条の７及び第２８条の８第１項

の規定の適用については，第２８条の７中

「前２条」とあるのは「前２条並びに附則

第６条の３の２第１項」と，第２８条の８

第１項中「前３条」とあるのは「前３条並

びに附則第６条の３の２第１項」とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における

第２８条の７及び第２８条の８第１項の

規定の適用については，第２８条の７中

「前２条」とあるのは「前２条並びに附則

第６条の３の２第１項」と，第２８条の８

第１項中「前３条」とあるのは「前３条並

びに附則第６条の３の２第１項」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例

で定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例

で定める割合） 

第９条の２ 略 第９条の２ 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 法附則第１５条第３２項第１号イに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第３３項第１号イに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第３２項第１号ロに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３２項第１号ハに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３３項第１号ハに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３２項第１号ニに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３３項第１号ニに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３２項第１号ホに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第３３項第１号ホに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第３２項第２号イに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第３３項第２号イに規

定する設備について同号に規定する市町

村の条例で定める割合は４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第３２項第２号ロに

規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１０ 法附則第１５条第３３項第２号ロに

規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は４分の３とす

る。 

１１ 法附則第１５条第３２項第３号イに

規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１１ 法附則第１５条第３３項第３号イに

規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 



１２ 法附則第１５条第３２項第３号ロに

規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１２ 法附則第１５条第３３項第３号ロに

規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１３ 法附則第１５条第３２項第３号ハに

規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１３ 法附則第１５条第３３項第３号ハに

規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とす

る。 

１４ 法附則第１５条第３７項に規定する

市町村の条例で定める割合は，３分の２と

する。 

１４ 法附則第１５条第３８項に規定する

市町村の条例で定める割合は，３分の２と

する。 

１５ 法附則第１５条第４３項に規定する

市町村の条例で定める割合は，３分の１と

する。 

１５ 法附則第１５条第４４項に規定する

市町村の条例で定める割合は，３分の１と

する。 

１６ 略 １６ 略 

第９条の２の２ 法附則第１５条第４６項

に規定する市町村の条例で定める割合は，

零とする。 

第９条の２の２ 法附則第１５条第４７項

に規定する市町村の条例で定める割合は，

零とする。 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例） 

第１４条 法附則第３０条第１項に規定す

る三輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が初めて道路運送車両法第６０条第

１項後段の規定による車両番号の指定（以

下この条において「初回車両番号指定」と

いう。）を受けた月から起算して１４年を

経過した月の属する年度以後の年度分の

軽自動車税に係る第６９条の規定の適用

については，当分の間，次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第１４条 平成１８年３月３１日までに初

めて道路運送車両法第６０条第１項後段

の規定による車両番号の指定（次項から第

４項までにおいて「初回車両番号指定」と

いう。）を受けた法附則第３０条第１項に

規定する三輪以上の軽自動車に対する平

成３１年度分の軽自動車税に係る第６９

条の規定の適用については，当分の間，次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

  略    略  

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２

号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する

第６９条の規定の適用については，当該軽

自動車が平成２８年４月１日から平成２

９年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には，平成２９年度分の

軽自動車税に限り，次の表の左欄に掲げる

 



同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は，

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第６９条第２号

ア 

３，９０

０円 

１，００

０円 

   

 

 ６，９０

０円 

１，８０

０円 

  

 １０，８

００円 

２，７０

０円 

  

 ３，８０

０円 

１，００

０円 

  

 ５，００

０円 

１，３０

０円 

  

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２

号に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリン

を内燃機関の燃料として用いるものに限

る。以下この条（第５項を除く。）におい

て同じ。）に対する第６９条の規定の適用

については，当該軽自動車が平成２８年４

月１日から平成２９年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には，

平成２９年度分の軽自動車税に限り，次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

 

 第６９条第２号

ア 

３，９０

０円 

２，００

０円 

   

 

 

 ６，９０

０円 

３，５０

０円 

   

 １０，８

００円 

５，４０

０円 

   

 ３，８０

０円 

１，９０

０円 

   

 ５，００

０円 

２，５０

０円 

   

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２

号に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規

定の適用を受けるものを除く。）に対する

第６９条の規定の適用については，当該軽

自動車が平成２８年４月１日から平成２

 



９年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には，平成２９年度分の

軽自動車税に限り，次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は，

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第６９条第２号

ア 

３，９０

０円 

３，００

０円 

   

 ６，９０

０円 

５，２０

０円 

  

 １０，８

００円 

８，１０

０円 

  

 ３，８０

０円 

２，９０

０円 

  

 ５，００

０円 

３，８０

０円 

  

５ 法附則第３０条第６項第１号及び第２

号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する

第６９条の規定の適用については，当該軽

自動車が平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成３０年度分の

軽自動車税に限り，当該軽自動車が平成３

０年４月１日から平成３１年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には平成３１年度分の軽自動車税に限

り，第２項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２

号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する

第６９条の規定の適用については，当該軽

自動車が平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成３０年度分の

軽自動車税に限り，当該軽自動車が平成３

０年４月１日から平成３１年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には平成３１年度分の軽自動車税に限

り，次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

    第６９条第２号

ア 

３，９０

０円 

１，００

０円 

 

   ６，９０

０円 

１，８０

０円 

 

   １０，８

００円 

２，７０

０円 

 

   ３，８０

０円 

１，００

０円 

 

   ５，００

０円 

１，３０

０円 

 

６ 法附則第３０条第７項第１号及び第２ ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２



号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する

第６９条の規定の適用については，当該軽

自動車が平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成３０年度分の

軽自動車税に限り，当該軽自動車が平成３

０年４月１日から平成３１年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には平成３１年度分の軽自動車税に限

り，第３項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

号に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリン

を内燃機関の燃料として用いるものに限

る。以下この項及び次項において同じ。）

に対する第６９条の規定の適用について

は，当該軽自動車が平成２９年４月１日か

ら平成３０年３月３１日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には平成３０

年度分の軽自動車税に限り，当該軽自動車

が平成３０年４月１日から平成３１年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３１年度分の軽自動

車税に限り，次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

    第６９条第２号

ア 

３，９０

０円 

２，００

０円 

 

   ６，９０

０円 

３，５０

０円 

 

   １０，８

００円 

５，４０

０円 

 

   ３，８０

０円 

１，９０

０円 

 

   ５，００

０円 

２，５０

０円 

 

７ 法附則第３０条第８項第１号及び第２

号に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規

定の適用を受けるものを除く。）に対する

第６９条の規定の適用については，当該軽

自動車が平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成３０年度分の

軽自動車税に限り，当該軽自動車が平成３

０年４月１日から平成３１年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には平成３１年度分の軽自動車税に限

り，第４項の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２

号に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規

定の適用を受けるものを除く。）に対する

第６９条の規定の適用については，当該軽

自動車が平成２９年４月１日から平成３

０年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成３０年度分の

軽自動車税に限り，当該軽自動車が平成３

０年４月１日から平成３１年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には平成３１年度分の軽自動車税に限

り，次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

    第６９条第２号 ３，９０ ３，００  



ア ０円 ０円 

    ６，９０

０円 

５，２０

０円 

 

    １０，８

００円 

８，１０

０円 

 

    ３，８０

０円 

２，９０

０円 

 

    ５，００

０円 

３，８０

０円 

 

 （軽自動車税の賦課徴収の特例）  （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第１４条の２ 市長は，軽自動車税の賦課徴

収に関し，三輪以上の軽自動車が前条第２

項から第７項までの規定の適用を受ける

三輪以上の軽自動車に該当するかどうか

の判断をするときは，国土交通大臣の認定

等（法附則第３０条の２第１項に規定する

国土交通大臣の認定等をいう。次項におい

て同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

第１４条の２ 市長は，軽自動車税の賦課徴

収に関し，三輪以上の軽自動車が前条第２

項から第４項までの規定の適用を受ける

三輪以上の軽自動車に該当するかどうか

の判断をするときは，国土交通大臣の認定

等（法附則第３０条の２第１項に規定する

国土交通大臣の認定等をいう。次項におい

て同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

２～４ 略 ２～４ 略 

 （呉市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 呉市都市計画税条例（昭和３２年呉市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で

示すように改正する。 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第４３項の条例で定め

る割合） 

（法附則第１５条第４４項の条例で定め

る割合） 

第１条の２ 法附則第１５条第４３項に規

定する市町村の条例で定める割合は，３分

の１とする。 

第１条の２ 法附則第１５条第４４項に規

定する市町村の条例で定める割合は，３分

の１とする。 

第１２条 法附則第１５条第１項，第１３

項，第１７項，第１８項，第２０項から第

２４項まで，第２６項，第２７項，第３１

項，第３５項，第３９項，第４２項，第４

３項，第４４項若しくは第４７項，第１５

条の２第２項又は第１５条の３の規定の

適用がある各年度分の都市計画税に限り， 

第１２条 法附則第１５条第１項，第１３

項，第１８項，第１９項，第２１項から第

２５項まで，第２７項，第２８項，第３２

項，第３６項，第４０項，第４３項から第

４５項まで若しくは第４８項から第５０

項まで，第１５条の２第２項又は第１５条

の３の規定の適用がある各年度分の都市 



第２条第２項中「又は第３４項」とあるの

は，「若しくは第３４項又は法附則第１５

条から第１５条の３まで」とする。 

計画税に限り，第２条第２項中「又は第３

４項」とあるのは，「若しくは第３４項又

は法附則第１５条から第１５条の３まで」

とする。 

付 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の呉市税条例（以下「新市税条例」という。）

の規定中個人の市民税に関する部分は，平成３１年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し，平成３０年度分までの個人の市民税については，なお従前の

例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新市税条例の規定中固定資産税に関する部分は，平成３１年度以後の年度

分の固定資産税について適用し，平成３０年度分までの固定資産税については，

なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は，平成３１年度分の軽自動

車税について適用し，平成３０年度分までの軽自動車税については，なお従前の

例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き，第２条の規定による改正後の呉市都市計画

税条例（以下「新都市計画税条例」という。）の規定は，平成３１年度以後の年

度分の都市計画税について適用し，平成３０年度分までの都市計画税については，

なお従前の例による。 

第６条 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措

置法（平成３０年法律第４９号）附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日

の前日までの間における新都市計画税条例附則第１２条の規定の適用については，

同条中「若しくは第４８項から第５０項まで」とあるのは，「，第４８項若しく

は第４９項」とする。 


