
 

 

第５１回北海道法人会税制改正要望全道大会経過報告 

 

  開 催 日  平成２６年９月１８日（木） 

  開催場所  旭川市民文化会館（大会式典・記念講演会） 

        旭川グランドホテル（懇談会） 

  参加人数  来賓・招待者５１名 会員８７９名 一般参加者約３０名 

  主  催  (一社)北海道法人会連合会 

  主  管  (公社)旭川中法人会・(公社)旭川東法人会 

 

 【 第１部 全道大会 】（１４：００～１５：１０） 

 

       1.開会宣言  道法連 牧野副会長 

       2.国歌斉唱 

       3.道法連会長挨拶 道法連 中井会長 

       4.歓迎のことば  旭川中法人会 川島会長 

       5.来賓紹介 

       6.議長選出  議長 旭川東法人会 髙橋会長 

       7.議  事 

         議案第1号 平成26年度税制改正要望の実現状況 道法連 長江副会長 

         議案第2号 平成27年度税制改正要望事項    道法連 堀川副会長 

         議案第3号 第51回全道大会決議        道法連 税制税務委員会 

                                    高橋副委員長 

       8.来賓祝辞 

         札幌国税局長  大久保 修 身 様 

         北海道知事   高 橋 はるみ 様 

         （代読 上川総合振興局長 紺 谷 ゆみ子 様） 

         旭川市長    西 川 将 人 様 

       9.祝電披露 

       10.大会楯伝達 (旭川中法人会川島会長より岩見沢地方法人会五十嵐会長へ) 

       11.次回開催地会挨拶 岩見沢地方法人会 五十嵐会長 

       12.閉会宣言  道法連 阿部副会長 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開会挨拶(道法連 牧野副会長)              大会式典全景 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道法連 中井会長 挨拶           地元開催地挨拶(旭川中法人会 川島会長) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議長選出(旭川東法人会 髙橋会長)        26年度税制改正要望の実現状況説明 
(道法連 長江副会長) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27年度税制改正要望事項説明               大会決議朗読 
(道法連 堀川副会長)          (道法連 税制税務委員会 高橋副委員長) 



 

 

第50回全道大会決議経過報告 
平成 26年度税制改正に関する実現事項 

 

 

 第 50 回目の節目となった全道大会は、平成 25 年 9 月 10 日札幌市において開催した。全道 30 法人会より

1,043 名の会員が一堂に会し、国税局はじめ関係者を迎え、税知識の普及と納税道義の高揚並びに北海道経

済の発展を誓った。 

 大会には「財政の健全化へ、国・地方とも聖域なき行財政改革の断行を！」「元気な中小企業の復活へ、

税制の抜本的改革を！」「わが国企業の国際競争力確保のためにも、さらなる法人税率の引き下げを！」「消

費税引き上げに際しては、景気に配慮するほか徹底した行政のスリム化を！」の４本のスローガンを掲げ、

平成 25 年度税制改正要望事項の決議経過報告を承認、平成 26 年度税制改正要望事項を満場一致のもと採択

した。最後に厳しい経済環境の中法人会は、経済の担い手として、かつ税のオピニオンリーダーであること

の自負を持って北海道経済の活性化・社会への貢献に全力を傾注することを誓い、全道大会決議を採択した。

採択された要望事項は全法連に要望、北海道の意見として全国にもその反映を図った。 

 10月 3 日開催の法人会全国大会・青森大会終了後、全国一斉に地元選出国会議員並びに地方自治体に対し、

平成 26年度税制改正要望実現に向け活動を展開。道法連はじめ道内 17 法人会が 28 名の本道選出国会議員、

さらには、北海道並びに地方自治体に対し要望活動を展開する等、全国・全道組織挙げての提言・要望活動

を通じ、その実現に努めた。 

 その結果、平成 26年度税制改正では、平成 25年 10 月 1 日に閣議決定した投資減税措置や所得拡大促進税

制の拡充に加え、復興特別法人税の 1年前倒しでの廃止、交際費課税の見直し等の減税措置が盛り込まれた。

また、税制抜本改革を着実に実施するため、高所得者に対する給与所得控除の見直し、地方法人課税の偏在

是正、車体課税の見直し等、所要の措置が講じられた。 

今回の改正では、設備投資減税、交際費課税など法人会の要望事項の一部が改正に盛り込まれ、以下のと

おり実現する運びとなった。 

 

[法人課税] 

1.法人税率 

法人会提言 

(法人実効税率 20％台の実現) 
改正の概要 

・わが国の立地条件や競争力強化などの観点から、法

人税率のさらなる引き下げを行い、早期に欧州、ア

ジア主要国並みの 20％台の実効税率を実現するよ

う求める。 

経済の好循環を早期に実現する観点から、復興特別

法人税が 1年間前倒しで終了します。この結果、法

人実効税率が 35.6％に引き下がりました。 

 

2.交際費課税 

法人会提言 

(交際費課税の見直し) 
改正の概要 

・交際費課税の特例の適用期限延長 

・資本金規模に関わらず全ての企業を対象とすべきで

ある。 

 

(1)交際費のうち、飲食のために支出する費用の額の

50％を損金の額に算入する措置が創設されまし

た。 

 

(2)中小法人に係る損金算入の特例について、適用期

限が 2年延長されます。 

また、中小法人は上記(1)との選択適用が可能とな

りました。 

 



 

 

3.中小企業対策 

法人会提言 

(中小企業の活性化に資する税制措置の本則化等) 
改正の概要 

◆中小企業投資促進税制 

・中小企業投資促進税制の本則化 

・特別償却率および税額控除率の大幅引き上げ 

・対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める 

・税額控除適用の対象企業を「資本金 1 億円以下」

に引き上げ 

 

 

 

 

 

 

 

◆少額減価償却資産 

・「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

措置を本則化 

(1)適用期限が 3年延長(平成 29年 3月 31日まで)さ

れました。 

(2)対象となる特定機械装置等が生産性向上設備等

に該当する場合、特別償却割合や税額控除割合の

拡充措置等が次の通り講じられます。 

①税額控除(7％・資本金 3千万円以下の中小企業

者等は 10％)又は即時償却(現行 特別償却

30％)の選択適用 

②税額控除制度の適用は、資本金 1 億円以下(現

行 3千万円以下)の中小企業者等にまで拡大 

 

(1)適用期限が 2年延長されました。 

 

[復興支援のための税制上の措置] 

法人会提言 

(震災復興) 
改正の概要 

・被災地における企業の定着、雇用確保を図る観点

などから、さらなる税制上の対応等、実効性のあ

る措置を講じるよう求める。 

(1)東日本大震災に係る津波被災区域のうち、市町村

長が指定する区域における土地及び家屋に係る

固定資産税等の課税免除等の適用期限が 1年延長

されました。 

(2)復興産業集積区域において機械等を取得した場

合に即時償却ができる措置の適用期限が 2 年延長

されました。 

 

 

平成２７年度税制改正要望事項 
 

基本的な課題 
わが国においては、現下の経済状況等を踏まえて、デフレ脱却・経済再生が最優先課題となっている。 
財政再建と持続可能な社会保障制度を構築するための社会保障と税の一体改革関連法の一環として、本年

４月より消費税率が８％に引き上げられる等、改革に向けての一歩を踏み出した。今後、経済状況を見極め
ながら、来年１０月からの税率再引き上げについて判断することになる。税率の再度引き上げに当たっては、
当面（税率１０％程度までは）単一税率が望ましく、またインボイスの導入は不要であり、現行の請求書等
保存方式で十分対応できるものと考える。 
本年６月の閣議決定で政府は法人税の改革案について取り纏めた。法人実効税率の引き下げる一方、減税

財源を確保するため、赤字企業にも課税される外形標準課税の対象を中小企業に拡大することを柱とする幅
広い課税強化策を盛り込んだ。業績回復が遅れている中小企業の税負担を重くする案となっており、中小企
業の維持と地域雇用の確保の面から、適用範囲の拡大については、反対要望をしていかなければならない。 
地域経済の担い手である中小企業の活性化なくして我が国経済の再生はあり得ずとの視点から、中小企業

の活性化に資する政策の確立を最優先として強く要望する。 
 
第１．法人課税について 
１．法人税率の引き下げ 
平成２３年度の税制改正において実効税率が引き下げられ、また、平成 ２６年度の税制改正において復

興特別法人税が1年前倒しで廃止されたことから、本年４月から法人実効税率は、３５．６４％となった。政
府は、本年６月に閣議決定した骨太の方針において、法人実効税率について、来年度から数年で２０％台へ
引き下げる方針を明記した。 



 

 

日本の法人の税負担は諸外国に比較して依然として重く、国際競争力の強化、国内産業の活性化や空洞化
防止の観点から、法人税率のさらなる引き下げを行い、早期に２０％台の実効税率を実現するよう要望する。 

一方、政府税制調査会では法人税率を引き下げることに対し課税ベースを拡大し広く薄く負担を求めるこ
ととし、恒久減税である以上、法人税以外についても見直しを行い、恒久財源を用意することは鉄則である
との考えを示した。 
課税ベースの拡大として改革を検討しているのは、８項目ある。 
①租税特別措置の見直し②欠損金の繰越控除制度の見直し③受取配当等の益金不算入制度の見直し④減価

償却制度の見直し⑤地方税の損金算入の見直し⑥中小法人課税の見直し⑦公益法人課税等の見直し⑧地方法
人課税の見直し（外形標準課税の対象拡充）。 
課税ベースを拡大すると、中小企業へ負担増になりかねず、ダメージは大きい。 
特に、②欠損金の繰越控除制度について、中小企業の経営は不安定な状況にあり、赤字を翌期以降の黒字

と相殺できる繰越控除制度は中小企業においては、欠かせない制度である。欠損金の繰越控除制度は控除期
間を現行の９年から延長する一方、毎年度の上限額は引き下げる見直しを示しているが、上限の引き下げに
ついては、中小企業の経営安定に大きな影響を与えかねないため、控除限度額の引き下げには断固反対する。 
また、⑧地方法人課税の外形標準課税制度は、資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人を対象と

して、所得割、付加価値割及び資本割が課されている。この対象法人を１億円以下に拡大されると、中小企
業にも大きな影響を与えることになる。 
税負担の公平という仕組みは理解できるものの、中小企業を取り巻く厳しい環境の中で、中小企業も雇用

の継続という地域社会に対して重要な役割を果たしている。企業継続と地域雇用の維持拡大のため、対象法
人の拡大には断固として反対する。 
 
２．中小企業軽減税率の引き下げ 
基本税率を引き下げることを踏まえ、軽減税率の段階的縮小を検討しているが、中小企業は我が国経済の

成長の源であり、地域経済や雇用に大きな役割を担っている。 
中小法人が活力ある経営の維持ができる環境整備のためには、中小企業軽減税率の１５％本則化と適用所得
金額の引き上げ（８００万円から１，６００万円）を強く要望する。 
 
３．政策税制措置の拡充・恒久化 
①中小企業投資促進税制の拡充・恒久化 
平成２６年度税制改正において、中小企業投資促進税制の拡充・延長がおこなわれたが、中小企業は大企

業に比べ財務基盤や資金調達力が弱く、中古設備によって設備投資を行なう企業が多い。 
中小企業の生産性向上・競争力強化を図るために対象設備の拡大（最新モデル要件の廃止・価格要件の緩

和等）等、更なる拡充および適用期間の恒久化を求める。 
 
②少額減価償却資産の拡充・恒久化 
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例については、平成２６年度税制改正におい

て適用期間の延長がはかられたが、中小企業の償却資産管理や納税等の事務負担を軽減する制度として中小
企業の利用頻度が高く、既に定着していることから恒久化を求める。 
 
４．交際費課税の見直し 
平成２６年度税制改正では、中小企業の特例措置（損金不算入割合の撤廃、定額控除限度額８００万円）

の適用期限が２年延長（平成２８年３月末まで）された。また、資本金規模にかかわらず飲食のために支出
する費用の額の５０％を損金算入できる措置も創設された。 
交際費は、本来、経費性があり、損金性が認められるものであるとし、税制の見直しを求めてきたが、適

用中小企業の範囲（資本金１億円以下の法人）に合理性がなく、中小企業基本法の定義に拡大すべきである。
また、こうしたことから、租税特別措置としてではなく本則化するよう強く要望する。 
 
５．役員給与の損金算入の拡充 
役員給与の取扱いについて、平成１８年度税制改正で、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与

以外については損金不算入となった。役員給与は本体職務執行の対価であり、原則損金算入することを要望
する。 
また、同族会社における役員の利益連動給与については、現行、損金処理が認められない。経営者の経営

意欲を高め、企業活力を与える観点から、同族会社に対しても一定の要件のもと、利益連動給与の損金算入
を認めるよう要望する。 
 
第２ 所得課税について 
１．所得税のあり方 
（１）基幹税としての機能回復を図るべき 
所得分配機能の回復などの観点から、平成２５年度税制改正で最高税率の引上げ（課税所得４，０００万

円超について４５％）、平成２６年度税制改正では、給与所得控除の上限引き下げ（給与所得１，０００万
円超、上限２２０万円）等の改正が行われた。 



 

 

主として高所得者に対する課税強化が行われたが、納税者の６割以上は最低税率である５％が適用されて
いる状況である。 
基幹税としての財源調達機能を回復するためにも所得税・住民税を広く国民全体で負担していくことが重

要である。 
 
２．各種控除制度の見直し 
各種控除制度は、社会構造の変化に対応した合理的なものに見直す必要がある。特に人的控除については、

累次の改正で複雑化していることから整理・合理化を図るよう要望する。 
パート労働者の勤務時間の短縮など女性の働く意欲を削いでいるといわれている配偶者控除などの見直し

については、見直しにより税負担が急激に増えることは避けるべきであり、他の控除の見直し等も検討すべ
きである。 
 
３．少子化対策 
少子化対策は、国が政策として取り組むべき重要課題であることから、保育所の充実など、本来的には財

政・行政面での総合的な施策を講じることが肝要であり、その一環として税制の果たす役割も大きい。税制
を含めた総合的な施策を講じるよう要望する。 
 
第３ 資産課税について 
１．相続税等の見直し 
（１）相続税の課税強化は行うべきではない 
平成２５年度税制改正において基礎控除の引き下げとともに最高税率を ５５％に引き上げる等税率構造

の見直しが行なわれた。一方、居住用住宅小規模宅地の適用対象面積が上限３３０㎡（従来２４０㎡）に拡
大されるなどの見直しも合わせて行った。 
相続税は富の再配分の観点や地価の下落などによる課税件数の低下により課税強化策が打ち出されてきた

が、相続税の負担率はすでに先進国並みであることから、これ以上の課税強化は行うべきでない。 
 
（２）贈与税は経済の活性化に資するよう見直す 
①贈与税の基礎控除の見直し 
贈与税については、若年世代への資産移転を促し、その有効活用を図る観点から、平成２５年度税制改正

では、直系尊属に対する税率構造の緩和、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置などが講じられた。 
贈与税は経済の活性化に資することから、基礎控除（１１０万円）の引き上げについて要望する。 

 
②相続時精算課税制度の拡充 
相続時精算課税制度については、平成２５年度税制改正において、贈与者（６５歳以上を６０歳以上に）

と受贈者（孫を追加）の適用要件が緩和されたが資産の世代間移転とその有効活用による経済の活性化に加
え、事業承継にも資する観点から、今後とも特別控除額２，５００万円の引き上げを要望する。 
 
（３）事業承継税制 
①相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実 
納税猶予制度の改正は、平成２５年度税制改正において、適用要件の緩和や手続きの簡素化など、制度の

大幅な改善が図られた。 
しかしながら、中小企業の本税制のさらなる利用促進を図るためには残された課題は多く、中小企業の円

滑な事業承継を図る観点から次の要件の見直しを要望する。 
○相続税の納税猶予割合の１００％への引上げ 
○発行済議決権株式の総数上限（３分の２）の撤廃 
○相続税の納税猶予制度取消の場合の延納・物納の認可 
○贈与税納税猶予が取り消された場合に相続時精算課税制度の選択を認める措置の創設 
○雇用確保要件を「５年間平均で８割以上確保」を「５年間平均で５割以上確保」とする。 
○会社の事業資金の担保に提供している土地・建物も、相続税・贈与税の納税猶予の対象とする。 
 
②事業用財産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の早期創設 
平成２７年１月から施行されるが、わが国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置に留

まっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。 
特に、事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般財産と切り離して課税し、非上場株

式を含む事業用財産を軽減あるいは控除する制度の早期創設を強く要望する。 
 
第４ 消費課税について 
（１）消費税の引き上げに伴う改革への取り組み 
平成２７年１０月に予定されている消費税１０％の引き上げについては、７～９月期のＧＤＰ伸び率など

を見ながら年末に判断されることになっている。 
消費税率の引き上げを判断するに当たっては、景気への配慮の他、行財政改革の断行、歳出削減の徹底な



 

 

どについて不断の努力を行うと同時に経済活性化のためにさらなる実効性のある成長戦略・規制緩和が不可
欠である。 
平成２５年６月に消費税転嫁対策特別措置法が成立し様々な施策が講じられることとなったが、中小企業

者間で価格転嫁についての不安は未だ大きく、円滑かつ適正な価格転嫁に支障が生ずることのないよう、引
き続き事業者の実態を把握しながら関係機関が連携の上確実に実行されるよう要望する。 
（２）軽減税率の導入問題 
経営資源が脆弱な中小企業は、当面（税率１０％程度まで）中小企業に複雑な事務負担を強いる複数税率

やインボイスの導入は行わないよう強く要望する。また、低所得者対策としての「簡素な給付措置」の実施
に当たっては、給付の対象や方法を十分考慮し、ばらまき政策にならないよう要望する。 
 
第５ 地方税制について 
１．固定資産税の抜本的見直し 
固定資産税に対しては、長期的な地価の下落にもかかわらず、負担感が高いとの声が多い。また、国土交

通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価
体制の一元化等評価方法および課税方式の抜本的見直し（宅地評価の収益還元価格での評価等）を要望する。 
 
２．事業所税の廃止 
平成１５年度税制改正において新増設分に対して課せられる事業所税は廃止されたが、「事業にかかる事

業所税」は存続している。事業所税自体が固定資産税と二重課税的な性格を有すること、市町村合併の進行
により課税対象が拡大することなどから廃止を要望する。 
 
３．法人住民税の超過課税の解消 
地方税における法人住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を対象として課税されており、十分な説

明もないまま恒久的に課税を実施している自治体もある。課税の公平を欠く安易な課税は行うべきではなく、
行財政改革の推進の観点からも速やかに解消するよう要望する。 
 
４．法人に対して安易な法外目的税を課すべきではない 
法定外目的税は、環境対策の観点から導入されている場合も多いが、こうした独自課税の実施に当たって

は、税の公平性・中立性に反することのないよう配慮するとともに、法人企業に対して安易な課税は行わな
いよう要望する。 
 
５．申告納税の合理化 
情報の流れもあり、行財政改革の推進と納税者の利便、事務負担の軽減を図るため、国税と課税対象を同

じくする法人事業税・都道府県民税等の申告について地方消費税の執行同様に一層合理化を諮るよう要望す
る。 
 
第６ その他 
１．電子申告について 
更なる利用促進に向けて、制度の一層の利便性向上を図るとともに、地方税の電子申告（ｅＬＴＡＸ）と

の一体化の検討、インセンティブとしての法人・個人に対する恒常的な税額控除制度の創設等の税制措置を
求める。 
 
 
２．社会保険料の法人負担分の減額 
社会保障と税の一体改革において、事業主の負担に大きく依存した社会保障制度の見直しなど給付と負担

のバランスを踏まえた一体的な見直しを求める。 
 
３．寄付金の損金等算入額の拡大 
寄付金の損金算入限度額の計算については、現在、資本基準と所得基準とにより計算されている。資本基

準は、資本金と資本準備金等の合計額を基準に計算されているが、この基礎となる合計額は、会社法の施行
により最低資本金制度が廃止されたこと、資本金等を有する普通法人以外の法人には適合しないことなど必
ずしも法人等の本来的な財務能力（寄付能力）を表していない。そこで、資本基準を廃止し、純資産基準を
基礎に計算を行うべきである。 
また、所得基準を拡大するほか、最低損金算入限度額を保証し単年度の所得がマイナスであっても一定額

の寄付金の損金算入を認めるべきである。 
指定寄付金の拡充について、今日企業には、社会貢献の一環とした利益還元が求められる時代となってお

り、公益法人やＮＰＯ法人等に対する寄付金で社会貢献に資すると認められるものについては、積極的に指
定寄付金とするなど指定寄付金の拡充を図るべきである。 
 
４．印紙税の廃止 
印紙税は流通取引に付随して行われる特定文書の作成行為を捉えて課税するものであるが、文章の作成行



 

 

為自体担保力があるとは考えられない。また、近年の電子商取引の発展により電子決済やペーパーレスが進
んでいるが電子文書は印紙税法上、課税文書に該当せず課税の公平性が損なわれていることなどから印紙税
は廃止すべきである。 

 

 

大会決議 
 

国の積極的な財政出動による経済対策や大胆な金融緩和策により、景気は明るさを取り戻し
つつあるが、北海道への拡がりを感じるまでには至っていない。電気料金の再値上げや原油・
原材料の上昇、さらには人手不足による雇用の悪化等、本道中小企業は、先行きに不安を抱え
未だに景気回復を実感できずにいる。  

北海道経済の再生には、地域経済の担い手である中小企業が活力を取り戻し、地域の原動力
として持てる力を遺憾なく発揮することが不可欠であり、企業の努力に報いるためにも必要な
税制対策を講ずることが重要である。  

法人税の実効税率並びに中小法人の軽減税率の引き下げ、更には事業承継の円滑化に資する
税制措置の一層の充実が求められる。政府が検討している外形標準課税の中小企業への適用拡
大については、地域の企業維持・雇用意欲を阻害する要因であり強く反対する。 

本年４月に実施された消費税率の引き上げは、中小企業の事業存続に係わる切実な問題であ
り適正転嫁のための監視体制の強化が求められる。また、税率の再度引き上げに当たっては、
当面単一税率が望ましく、インボイスについては現行の請求書等保存方式で十分対応できるこ
とから導入は不要である。  

公益法人としての法人会は、税のオピニオンリーダーとしての自覚を発揮し、活力ある中小
企業の復活に向けた税制改革を希求するため、全道３０法人会の総意として以上、決議する。 

 

平成２６年９月１８日       

第５１回北海道法人会全道大会  

 

 

第５１回全道大会スローガン 

 

○財政の健全化へ、国・地方とも聖域なき行財政改革の断行を！ 
○法人実効税率の引き下げと中小法人の軽減税率のさらなる引き下げを！ 
○消費税再引き上げには、景気に配慮するほか徹底した行政のスリム化を！ 
○中小企業に過度な事務負担を強いる複数税率やインボイスの導入に反対！ 
○地域経済を支える中小企業のために、本格的な事業承継税制の確立を！ 
○外形標準課税の中小法人への対象拡大には断固反対！ 

 

 

北海道新聞記事（平成２６年９月１９日朝刊） 

 



 

 

来賓祝辞 

札幌国税局長        北海道知事(上川総合振興局長代読)          旭川市長 

 

大会楯伝達                      次回開催地挨拶 

(旭川中法人会 川島会長 から 岩見沢地方法人会 五十嵐会長へ)       (平成２７年９月１１日岩見沢市で開催) 

 

【 第２部 記念講演会 】（１５：３０～１７：００） 

 

 

テーマ 「小説『氷点』50年を迎えて･･･」 

講 師 三浦綾子記念文学館 特別研究員 

森 下 辰 衛  氏 

 

 

【 第３部 懇談会 】（１７：３０～１９：００） 

  

1.開会挨拶 旭川中法人会 副会長 杉尾伸夫 

2.乾  杯 札幌国税局 課税第二部長 川上和夫 様  

3.アトラクション 

4.万歳三唱 旭川商工会議所会頭 新谷龍一郎 様 

5.閉会宣言 旭川東法人会 中川竹志 

 


