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Ｗｅｂ会議システムを活用したバーチャル出席
（以下、Ｗｅｂ出席）の方法により理事会に出席
が可能である旨の案内が必要です。
　理事会の招集通知は、理事会日の一週間前、
（又はこれを下回る期間を定款で定めた場合
は当該期間）理事に到達する必要があります。
Ｗｅｂ出席するために必要な情報として、理事会
の配信ページへのアクセス先ＵＲＬをはじめ、Ｉ
Ｄ・パスワード等があります。これらの情報は
招集通知に記載すべき事項と考えられます。理
事への通知に際して、理事会の開催概要と同時
に通知するほか、別途通知することもできます。
　ただし、後者の場合も、招集手続の一環として
招集期限内に通知を完了することが必要です。
　招集通知には、以下の事項の記載が必要です。
１．理事会の開催場所又は開催方法
２�．理事がインターネット等の手段を用いて理
事会に出席し、審議に参加し、議決権を行使
するための方法
（１）�Ｗｅｂ出席のために必要なＩＤ・パスワード等
（２）アクセス先ＵＲＬ
（３）�Ｗｅｂ出席理事による議決権行使の具体

的方法

　オンラインツールを用いた理事会の議事進行
は、従来からの理事会と大きく変わりませんが、
注意点として、Ｗｅｂ出席理事については、出席

理事会の議事進行

　オンライン理事会については、２つの方法が
あります。
　１つ目は、議長が存する「場所」を開催場所
と定めるとともに「場所」に所在しない理事も
インターネット等の手段を用いて理事会に出席
する方法（以下、ハイブリッド型）で、以前から
ある方法です。
　２つ目は、令和３年５月14日に施行された方
法で、定款変更の手続きを経て、所管行政庁か
ら認可を受けることが条件となりますが、物理
的な「場所」を定めることなく、議長を含めた
理事がインターネット等の手段を用いて理事会
に出席する方法（以下、バーチャルオンリー型）
があります。
　今回は、定款変更の手続きを経ることなく実
施できる、１つ目のハイブリッド型による方法
をご説明します。
　インターネット等の手段を用いることが苦手
な理事もいるかと思いますので、こうした理事
が理事会に出席する機会を奪われることが無い
よう注意する必要があります。

　ハイブリッド型では、理事会招集通知に従
来からの会場へ来場する出席方法に加えて、

法律上オンライン理事会は２つの方法
がある

理事会招集手続きは

オンラインツールを利用した
理事会開催について

　８月号において、「オンラインツールの活用と注意点について」と題し、Zoomを用いたオンライン
会議のご説明を致しました。今回は一歩進めて、組合で頻繁に開かれる理事会をオンラインツールを
用いて開催（ハイブリッド型）する方法についてご説明致します。
　昨年から続く新型コロナウイルス感染症が依然として拡大する中、組合の業務執行の決定機関であ
る理事会が中止や延期を余儀なくされている組合も多いと思われますが、人との接触を減らすことが
でき、遠方からの出席も容易なオンラインツールを活用した理事会開催は、今後の組合運営に必要と
なるものではないでしょうか。そこで、前回に引き続きＩＴコンサルタントの藤川 学 氏から技術面を、
法律面を本会からご説明致します。

エムファイブ　ＩＴコンサルタント
藤川　　学

福岡県中小企業団体中央会
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伝わるようにすることが望ましいです。
　会場へ来場する理事が少人数であれば、１台
のパソコンを来場者が囲む形でも、双方向の意思
疎通としては差し支えないと考えられます。

１. 議長の役割
　議長は議事の進行中、Ｗｅｂ出席理事からの
質問があった場合、発言させる理事を明確に指
名し、ミュートの解除を求める必要があります。
採決を採る場合、画面に映る人数が少人数であ
れば、従来からの理事会と同様に挙手でも構い
ませんが、人数が多いケースではＷｅｂ出席理
事に対して、Ｗｅｂ会議システムのチャットを
使用するかアクションで、Web出席理事が賛
否を示せるよう、賛成と反対のそれぞれにおい
て、行うべきWeb会議システムのアクション
か動作（例：他の出席者から見えやすくするた
め、画面に映るように挙手をする、等）を指定し、
議決への参加を促すことも求められます。

２. 出席者の議事参加

者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、
出席者が一堂に会するのと同時に適時的確な意
思表明が互いにできる、会場へ来場する場合に
近い状態であることが求められます。
　このため、進行にあたり、Ｗｅｂ出席者全員の
画面表示は常にオンにしておく旨を要請すること
が望ましいと考えられます。また、雑音が入って
運営の妨げにならないよう、司会進行中や議案説
明中など、他の理事が発言をしている際は、発言
をしていない理事はマイクを音声が遮断された
ミュートの状態にするよう、促すことが必要です。
　会場に来場している理事とＷｅｂ出席理事を
つなげるよう、会場での準備も必要です。会場
へ来場した理事が、Ｗｅｂ出席理事を確認でき
るよう、プロジェクターでＷｅｂ出席理事を映
すことが望ましいと考えられます。難しい場合
は、発言は音声だけでも会場に流すと良いで
しょう。Ｗｅｂ出席理事に対しては、会場全体
が見渡せるよう、固定カメラを設置したうえ、
Ｗｅｂ会議用マイクスピーカーを設置し、会場
へ来場した理事の意見表明がＷｅｂ出席理事に

　出席者が議事進行中に賛成・反対などの意思
表示をＷｅｂ会議システムを用いて行う場合、
２つの方法があります。
１．リアクション（手を上げる・アイコン）
２�．チャット
　リアクションについては、「手を挙げる」や絵
文字の選択ができますが、どちらもクリックする
ことで自分の画面上にアイコンが表示されます。
　議事の進行上、発言したい場合、この「手を

挙げる」機能を使用して発言の許可を求めると
良いでしょう。議長は発言許可を求めた出席者
に対して、発言の許可を与え議事を進行します。
　出席者は、発言を始める前に「手を降ろす」
ボタンでアイコンを消すことをお忘れなく。
　チャットについては、文字やファイルの添付
を出席者全員や特定の人向けに発信することが
できます。
　議事進行中に議長に対して、質問をする場合な
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料が配付されますが、Ｗｅｂ出席理事には資料
を配付する代替手段として、理事会で使用する
資料は遅くとも前日までに到着するよう、その
理事のメールアドレスへ送付するか、郵送する
ことが望ましいと考えられます。
　議事の説明を事務局から行わず、事務局では
画面共有のみ使用する場合、各議事の説明を担
当する理事から事前に資料を受領することが必
要です。

どに利用できますが多くの方が一斉に発言した場
合、質問が流れていきますので注意が必要です。

３. 事務局の役割
　議事の説明を事務局から行う場合、説明に使
用する資料を画面共有（操作者が起動している
データを画面に写し出すことを指します）し、
Ｗｅｂ出席理事が閲覧できる状態にする必要が
あります。会場へ来場する理事には、当日に資

　画面共有を行う場合、画面下に表示されてい
るメニューから「画面の共有」をクリックする
ことで共有方法のオプションが表示されます。

　共有方法としては、アプリケーションの表示
とデスクトップを表示が選択できます。
　パワーポイントなどで資料を表示する場合、ア
プリケーション表示を選択するとパワーポイント

の画面だけが共有されるので、画面共有後にス
ライドショー表示を実行するとスムーズです。

　アプリケーションの画面共有を行なっている
場合、アプリケーションが緑枠で表示されます。

４. 採否確認に関する役割分担について
　Ｗｅｂ出席理事が示す賛否について、行うべ
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きＷｅｂ会議システムのアクションか動作を指
定する必要があることは、「１．議長の役割」
で記載の通りです。

　Ｗｅｂ出席理事について、賛成を表明してい
る理事と、反対を表明している理事は、画面上
で目視にて確認する必要があります。

　Ｗｅｂ会議システムでは、表示される画面は、
議長とその他の出席者、事務局で変わらず、同
じ画像を見ているので、事務局は、賛否それぞ
れの表明を数えて記録を行い、議長は来場した
理事とＷｅｂ出席理事の過半数の賛成があるか、
議事の採否を判断するといった役割分担を事前
に決めておくとスムーズに進行することが考え
られます。

　理事会の開催後、理事会議事録の作成が必要
になります。オンライン理事会では、議事録に
おいて「開催日時及び場所」と「理事の数、出
席理事の数並びにその出席方法及び氏名」の２
つの事項の記載が通常の理事会とは異なりま
す。
　ハイブリッド型の議事録記載例は下記の通り
です。参考に、バーチャルオンリー型理事会を
開催した場合の議事録の記載例も付します。
　なお、記録のため、ハイブリッド型またはバー
チャルオンリー型で理事会を開催した場合、理
事会の議事で使用した資料は保管しておくこと
をお勧めします。

理事会議事録の作成

１. ハイブリッド型理事会の場合
　「開催日時及び場所」の事項には、招集通知に
示した場合、その場所や議長の存する場所等を
記載することとなります。
　「理事の数、出席理事の数並びにその出席方
法及び氏名」の事項では、以下のように記載し
ます。

本人出席：○人（うち、Ｗｅｂ出席：○人） 
　Ｗｅｂ出席した理事は、本人出席として扱わ
れるので、理事会議事録への署名（又は記名押
印、電磁的記録をもって理事会議事録を作成し
た場合には、電子署名）が必要となります。

２. バーチャルオンリー型理事会の場合
　「開催日時及び場所」の事項は、以下のような
記載になります。
開催日時及び方法
（１）開催日時���令和○年○月○○日�午前（午後）

○○時○○分
（２）開催方法��Ｗｅｂ会議システムによる

　Ｗｅｂ出席した理事について、理事会議事録
への署名（又は記名押印、電磁的記録をもって
理事会議事録を作成した場合には、電子署名）
が必要となる点は、ハイブリッド型と同様です。
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第53条（略）
２（略）
３ �前項の議事録には、少なくとも次に掲げる

事項を記載するものとする。
（1） （略）
（2） 開催日時及び場所（理事会の場所を定め

た場合に限る。）又は開催の方法（理事会
の場所を定めなかった場合に限る。）

（以下略）

第53条（略）
２（略）
３  前項の議事録には、少なくとも次に掲げる

事項を記載するものとする。
（1）（略）
（2）開催日時及び場所
（以下略）

中央会より

の規定がある場合には、定款変更を行うことが
必要であるとされたので注意が必要です。バー
チャルオンリー型とは、物理的な場所を定める
ことなく、理事等が、インターネット等の手段
を用いて理事会に法律上の「出席」をする形式
を指します。
　「バーチャルオンリー型」での理事会開催を
可能とする場合、定款変更が必要となります。

　定款変更の例は、下記の通りです。『中小企
業組合定款参考例』（令和３年７月30日 全国中
小企業団体中央会）における事業協同組合の定
款例に基づき、示しています。

　理事会の開催形式に関わる定款変更の必要性
について
　従前からテレビ会議方式のみでの理事会を開
催することができるとされていました。
　令和３年５月14日付の施行規則の改正によ
り、これまでのテレビ会議方式のみでの理事会
は議長の存する場所等を開催場所としていたこ
とから「ハイブリッド型」と整理されました。
ハイブリッド型とは、物理的な場所を定めると
ともに、当該場所に在所しない理事等が、イン
ターネット等の手段を用いて、理事会に法律上
の「出席」をすること形式を指します。
　なお、「バーチャルオンリー型」理事会を実
施するためには、組合の定款において「場所」

　今回は、理事会について説明いたしましたが、総会も定款を変更することにより「バーチャルオン
リー型」総会も開催することができます。
　詳しくは、中央会にご相談ください。

３.  ハイブリッド型とバーチャルオンリー型で
共通

　「議事の経過の要領及び議案別議決の結果」
にて、開会と閉会の記載が変わります。記載例
は下記の通りです。変更となった箇所は、太字
にして下線を引いた箇所です。

　理事の出席状況が確認され、定款の規定に
より理事長〇〇が議長に就任し、本理事会は、
Ｗｅｂ会議システムを活用して開催する旨宣言
した。

　本組合が利用するＷｅｂテレビ会議システム
は、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に
伝わり、出席者が一堂に会するのと同時に適時
的確な意思表明が互いにできる状態となってい
ることが確認され、議案に審議に入った。

　（中略）

　以上により、本日のＷｅｂ会議システムを用
いた理事会は、終始異状なく議案の全部の審議
を終了したので、議長は閉会を宣した。




